
 

 

 

 

 

 

 

 

アジア周縁諸国経済の現状と今後の課題 
 

－アジア外縁諸国の経済情勢研究会・報告書－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大蔵省 財政金融研究所 編 

平 成 12 年 6 月  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書の内容や意見は、各執筆担当者個人に属し、

大蔵省あるいは財政金融研究所（7月 1日より財務総合

政策研究所）のものではありません。 



 i 

アジア周縁諸国経済の現状と今後の課題 
 

目次 
 
  頁 
はしがき ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････１ 

（大蔵省財政金融研究所顧問  斎藤 次郎） 

 

第１章 総論･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････３ 

 

（東京大学東洋文化研究所所長  原 洋之介） 

１．はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････５ 

２．世紀転換期の時代状況･････････････････････････････････････････････････５ 

３．周縁諸国･････････････････････････････････････････････････････････････６ 

４．おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････９ 

 

第２章 国別･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････11 

 

 

第１節「基層社会の構造とミリタリー・サイクル」：パキスタン ･･･････････････････････15 

 

（明治学院大学国際学部教授  平島 成望） 

１．はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････15 

２．軍事クーデターの背景･････････････････････････････････････････････････15 

３．ミリタリー・サイクルの経済的背景･････････････････････････････････････19 

４．軍事政権の経済政策･･･････････････････････････････････････････････････23 

５．おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････24 

 

第２節「社会構造と社会変容」：ネパール ･･･････････････････････････････････････････35 

 

（秀明大学国際協力学部教授  結城 史隆） 

１．はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････35 

２．地勢と人口･･･････････････････････････････････････････････････････････35 

３．民族･････････････････････････････････････････････････････････････････36 

４．社会構造―ネパール丘陵地帯のカースト制度･････････････････････････････37 

５．ヒマラヤ農村の社会変容･･･････････････････････････････････････････････39 

６．おわりに―「最貧国シンドローム」と「ヒラリー・シンドローム」･････････41 

 

第３節「発展の兆しと構造的制約」：バングラデシュ ･････････････････････････････････51 

 

（京都大学東南アジア研究センター助教授  藤田 幸一） 

１．はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････51 

２．経済情勢―停滞から発展への兆し･･･････････････････････････････････････51 

３．経済発展の問題点と構造的制約･････････････････････････････････････････52 

４．おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････59 

 

第４節「女性による経済活動と民族対立が引き起こす経済問題」：スリランカ ･･･････････69 

 

（龍谷大学経済学部教授  中村 尚司） 

１．はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････69 

２．女性労働力に依存する経済構造･････････････････････････････････････････71 

３．言語をめぐる民族対立･････････････････････････････････････････････････73 

４．内戦の激化と経済協力･････････････････････････････････････････････････75 



 ii 

５．おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････76 

 

 

第５節「イデオロギーを超えて生き残る小国の選択」：ラオス ･････････････････････････87 

 

（三重大学人文学部教授  鈴木 基義） 

１．はじめに－アメリカに勝利した国･･･････････････････････････････････････87 

２．イデオロギーを超えて生き残る小国の選択･･･････････････････････････････87 

３．ラオスの経済ファンダメンタルズ－アジア通貨危機の影響･････････････････88 

４．おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････90 

 

第６節「ようやく平和と安定を回復した国」：カンボジア ････････････････････････････ 107 

 

（関東学園大学法学部教授  今川 幸雄） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 107 

２．カンボジア紛争と和平････････････････････････････････････････････････ 107 

３．主要な経済指標･･････････････････････････････････････････････････････ 110 

４．カンボジアに対する外国援助･･････････････････････････････････････････ 111 

５．カンボジア復興支援の理念････････････････････････････････････････････ 112 

６．おわりに―カンボジア援助の主要目標･･････････････････････････････････ 112 

 

第７節「資産大国が直面する構造調整問題」：ブルネイ ･･････････････････････････････ 123 

 

（麗澤大学国際経済学部教授  成相 修） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 123 

２．独立までの道のり････････････････････････････････････････････････････ 123 

３．石油依存のモノカルチャー経済の形成･･････････････････････････････････ 126 

４．経済開発計画の変遷と実績････････････････････････････････････････････ 128 

５．1990 年代の経済構造の問題 ･･･････････････････････････････････････････ 129 

６．おわりに―現在と今後の課題･･････････････････････････････････････････ 130 

 

第８節「新国家建設の苦悩」：モンゴル ････････････････････････････････････････････ 139 

 

（亜細亜大学国際関係学部教授  鯉渕 信一） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 139 

２．モンゴル社会の特質･･････････････････････････････････････････････････ 139 

３．民主化前夜―「シネチレル」運動･･････････････････････････････････････ 140 

４．民主化運動の展開････････････････････････････････････････････････････ 141 

５．民主連合政権の政治･･････････････････････････････････････････････････ 142 

６．経済再建の苦悩･･････････････････････････････････････････････････････ 144 

７．おわりに････････････････････････････････････････････････････････････ 147 

 

第９節「シベリア・極東の発展可能性」：シベリア ･･････････････････････････････････ 155 

 

（北海道大学スラブ研究センター教授  村上 隆） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 155 

２．領域････････････････････････････････････････････････････････････････ 155 

３．特徴････････････････････････････････････････････････････････････････ 156 

４．産業構造････････････････････････････････････････････････････････････ 157 

５．極東を中心とした最近の経済事情･･････････････････････････････････････ 158 

６．シベリア・極東の発展可能性･･････････････････････････････････････････ 161 

７．おわりに････････････････････････････････････････････････････････････ 162 

 



 iii 

第３章 中心国とその「周縁諸国」･･････････････････････････････････････････････････ 169 

 

第１節 インドとその「周縁諸国」････････････････････････････････････････････････ 173 

 

（法政大学経済学部教授  絵所 秀紀） 

１．はじめに：世界経済の周縁としての「南アジア経済」････････････････････ 173 

２．基礎経済データ･･････････････････････････････････････････････････････ 173 

３．21 世紀に向けてのインド経済発展の展望 ･･･････････････････････････････ 179 

４．おわりに―今後の見通し･･････････････････････････････････････････････ 180 

 

第２節 タイとその「周縁諸国」･･････････････････････････････････････････････････ 191 

 

（法政大学比較経済研究所教授  下村 恭民） 

Ⅰ．東アジア金融危機の波及･･････････････････････････････････････････････････ 191 

１．はじめに－中心国としてのタイ、周辺国としてのタイ････････････････････ 191 

２．メコン河流域総合開発構想････････････････････････････････････････････ 192 

３．タイの金融危機の周辺諸国への波及････････････････････････････････････ 193 

４．おわりに････････････････････････････････････････････････････････････ 196 

 

Ⅱ．ラオスへの危機の波及：もう一つの 21 世紀型経済危機･･･････････････････････ 198 

１．はじめに－本稿の目的････････････････････････････････････････････････ 198 

２．何が起きたのか？････････････････････････････････････････････････････ 198 

３．なぜ危機が生じたのか？･･････････････････････････････････････････････ 199 

４．おわりに－新しい型の危機に対する国際社会の対応の問題点･･････････････ 200 

 

第３節 インドネシアとその「周縁諸国」･･････････････････････････････････････････ 209 

 

（広島大学大学院国際協力研究科教授  小松 正昭） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 209 

２．国際金融市場への統合と資本流入･･････････････････････････････････････ 209 

３．資本流入と経済政策の問題点･･････････････････････････････････････････ 212 

４．金融危機後の経済政策の問題点････････････････････････････････････････ 215 

５．おわりに････････････････････････････････････････････････････････････ 218 

 

第４節 中国とその「周縁諸国」･･････････････････････････････････････････････････ 225 

 

（大東文化大学国際関係学部教授  小島 麗逸） 

１．はじめに････････････････････････････････････････････････････････････ 225 

２．漢民族国家の拡張主義と少数民族･･････････････････････････････････････ 225 

３．夏夷思想と伝統的な漢民族の対周辺民族観･･････････････････････････････ 228 

４．社会改革と近代国家形成の国家意思････････････････････････････････････ 230 

５．鄧小平時代の開放政策と周辺国との関係････････････････････････････････ 235 

６．周辺諸国の中国への影響･･････････････････････････････････････････････ 255 

７．おわりに････････････････････････････････････････････････････････････ 257 

 

参考・アジア外縁諸国の経済情勢研究会メンバー一覧 ･････････････････････････････････ 287 



 －1－

 

はしがき 

 

 

大蔵省財政金融研究所では、これまでも世界の成長センターと称された「アジア」の

各国に関して強い関心を寄せてきたところであり、中長期的な調査・研究の一環として、

平成 11 年 10 月から平成 12 年 4 月まで「アジア外縁諸国の経済情勢研究会」を開催し

た。 

 同研究会は、これまで経済的にみて、我が国と余り交流が多くなかったアジアの「外

縁」ないし「周縁」の国々・地域について、これら諸国の経済を中心とした現状と今後

の発展のための課題を探ることをテーマとした。そして、これら周縁諸国の現状等を深

く掘り下げるとともに、アジア社会で中心的な役割を果たしてきているインド、中国等

の国々との関係にも着目し、その関わりを多角的・多面的に検討し、これまでとは異な

るアプローチを試みた研究会であった。 

したがって、研究会には、これら周縁諸国のみならず、インド、中国等の中心的な役

割を果たしている国々に造詣の深い専門家にご参加をいただいた。なお、議論の進め方

としては、毎回２名程度の委員が報告し、この報告を中心に全委員が自由に議論を進め

ていく方式を採った。こうしたことから、各委員より様々な角度から専門性にあふれた

自由闊達な意見が出され、知的な刺激にあふれた研究会となった。 

 本書は、大きく二部に分けて構成し、この研究会における報告及び議論を基に、「周

縁諸国の各国別」と、「インド、中国等の中心国とその周縁諸国」に整理し、収録した。 

 アジア経済は、ここ数年の内に、「奇跡」から「危機」への転落を経験し、現在「復

興」の途上にある。今後のアジア経済が世界経済の中でどのような姿を描いていくのか、

本書が、アジア周縁諸国経済の現状と課題を明らかにするとともに、今後のアジア経済

の行方を展望するものとなれば幸いである。 

 

 

平成 12 年６月  財政金融研究所 顧問   斎藤 次郎 
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第１章  総論 
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第１章 総論 東京大学東洋文化研究所 所長 

 原  洋 之 介 

１．はじめに 

 我々の研究会の目的は、アジア外縁諸国の経済の情勢を様々な角度から勉強しよう

ということであった。研究会の中で何度か「外縁」という言葉が適当か否かが話題に

なった。そこで、私は「周縁」という概念を使ってみようと思っている。「周縁」と

いうのは、最近、東南アジア研究で使われている言葉である。いずれにせよ、我が国

では余りその地域の経済について報道されない国々ないし地域という意味で、周縁と

いう言葉をここでは使っている訳である。 

 

２．世紀転換期の時代状況 

（１）歴史世界の復活 

 まず、現代世界の動きをどう読むのかということである。これには異論があると思

うが、私は歴史的に何となく作られた世界が、実は消え去るのではなくて新しい形で

復活してきているのではないかと思っている。これについては、私が参加しているい

ろいろな研究プロジェクトの中では、「歴史世界が復活してきているのではないか。」

という問題・関心が提起されている。我々がこの研究会で焦点を当ててきた諸国・地

域の経済をとらえようとするとき、この大きな視点ないし見通しが必要不可欠な前提

となってくるのではないだろうか。 

 どういうことかというと、中国がどんどん自由化したら、当然、国境貿易が開放さ

れる。どれぐらいの道路が歴史的にあったのかはよく分からないが、中国と東南アジ

アの関係というのは、少なくとも14～15世紀から山を通じて人が行き来していたこと

は間違いない。この辺は大交易地帯であったということは東南アジア研究の中で言わ

れており、その中でトルコ系のウイグル人が交易をしていた。海域を通じる広域的交

易のことは、よく知られている。歴史的には中華帝国というものがあって、国境など

は関係なく、種々の交流が盛んに行われていたわけである。漢字文化が行くところが

中国なのであって、国境＝ボーダーというのは多分現代の産物だろうと思う。ただ、

現在は主権国家が対立している国際連合の時代だから、主権国家という存在は無視で

きない。しかし一方で、グローバリズムの流れの中でそういう歴史的な世界が復活し

てきているのではないか、そんなふうに思うわけである。 
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（２）グローバル資本主義：アメリカ文明のソフトパワー 

 現在、グローバルな資本主義市場経済があって、それの浸透に対して国民国家とい

うか、どんな小さな国も対応していかなければいけない。 

 グローバル資本主義の成立と歴史世界の復活という大きな２つの問題があって、こ

の中で、世界の構造が一体どんなふうに進んでいくのか。一方でグローバルなキャピ

タリズム、特にアメリカのソフトパワーを背景にしたグローバリゼーションの潮流の

中でも、世界はユニバーサルな方向に行っているのでは決してないようだ。経済を自

由化してみたら、何かやくざの世界―麻薬取引ばかり出てきた―といったこともある。

これは多分、中国にあった秘密交易組織の幇（パン）といったものが再活性化してい

るのではないか。そういう歴史世界がグローバリゼーションの中で復活してきている。

このような状況になっているのではないかと、まず私個人は考えているわけである。 

 そういう中で、文明の中核国というものがあった。これは我々の今回の研究会で言

うと、中華文明、もう一つはヒンドゥー文明だろう。勿論文明として中国とインドと

いうのは大層違ったものだ。 

 私の研究所の大先輩の社会人類学者中根千枝先生の言葉をここで引用させていただ

くと、「中国というのは政治的な形で秩序が決まる。インドというのは政治ではなく

社会的な文脈で決まる。」。ヒンドゥー文明と儒教文明というようにアジアには、か

なり異質な古代文明を生んだ二つの文明国がある。 

 我々が研究対象としたのは、この両中核文明の外側の国々であった。東南アジアは

まさにこの両文明の外側なのである。ところが、その東南アジアの中にまた、近代に

なってタイなどの国が出てきたので、それを真ん中に「周辺の二乗」という国に、例

えばラオスがあったりカンボジアがあったりしている。こんな構造になっているのだ

ろう。 

 

３．周縁諸国 

 本研究会において我々が主たる研究対象に置いてきた周縁諸国というのは、多分、

その歴史世界の構造から見ると、エスニックな意味でもエコロジーの意味でも非常に

不自然な国家形成を強いられたところではないのか。例えばネパールとラオスが今私

の頭の中にあるのだが、国内の様々な意味での統合が非常に未成熟なまま、国民国家

の建設という困難な課題に取り組まざるをえなかった。こうした国々は植民地化等い
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ろいろな問題を歴史的に考えなければいけないにしても、国内統合が未だ非常に未成

熟である。周りの文明の強い国である中国とインドの文明をダイレクトに引き受けて、

歴史世界の大きな文明国からの強い影響をいまだに受けている国民国家である。そう

いう国々が多いのではないかと思っている。特に、私はそれを「引き裂かれた国家」

と呼んでみたらどうかと考えている。 

 2000年４月にラオスに行ってきた。久しぶりにラオスを訪れていろいろな話をして

きたが、ラオスのリーダーたち、具体的にはパテ・ト・ラオの軍の幹部だが、ベトナ

ム、タイという周りの国との歴史的な関係の記憶が非常に鮮明にあることを確認した。

そういう文脈の中でナショナリズムというか、自国の建設という方針を持っている。

しかし、一方、国内は、エスニックな意味でもインフラの意味でも非常に未成熟な国

内統合しかできていない。 

 そういう中でどういうことが出てくるかを見てみると、我々が研究対象にした国々

は、一時期、多かれ少なかれ社会主義統制経済への傾きを持った国々が圧倒的に多か

ったことに気づく。例えばパキスタンですら一時期社会主義になった。周縁諸国は統

制経済への傾きというものを常に持っているように思う。 

 一方、このグローバリズムの中で、経済開放・自由化ということをやらなければい

けない。我々外部の人間は、自由化したほうがいいとかいろいろなことを言うが、こ

ういう「引き裂かれた国家」、つまり、周辺国家のリーダーたちは、どうも経済の開

放にはその本質的な迷いというものを持っているのではないか。副首相兼大蔵大臣に

も会ったのだが、そういう感じがした。1990年代にネパールを訪ねて、ネパール国民

会議派議長と国会で会ったときにいろいろなことを話したのを記憶しているのだが、

共産党系の人だったせいもあるが、そういう意味で本質的な迷いがあったように思う。 

 その理由というのは、あまり経済を自由化すると国内経済が分裂してしまう。これ

は別にラオスだけではなくて、ミャンマーでもそうだと思う。今回我々の研究ではミ

ャンマーは対象にしていないが、いまだにあそこは連邦国家で、統一国家になってい

ない。連邦制が維持されている背景にはエスニックな問題があり、エスニックなグル

ープが、エコロジーの条件が違うところで別の生活体系を持っている。だから、もし

完全に経済を自由化してしまうと、ラオスでいうと例えばビエンチャンとかはタイの

経済圏になってしまう。一方それ以外の地域はベトナムに強く影響されてしまう。こ

ういったことに対する本質的な迷いがあって、その辺はこれらの国々の経済政策を考
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えていくときに、やはり我々が知っておくべきことではないか。 

 それから、「貨幣共同体の脆弱性」という問題がある。グローバル資本主義が発展

していって、現在世界中で、ドルが基軸通貨になっている。こういう中で、ドルにリ

ンクしていたバーツが暴落すると、ラオスではインフレがあったせいもあるが、キッ

プというラオスの通貨はもっと落ちる。つまり、キップなんて単なる紙切れだと外国

人は思っているし、国内の人もそう思い始めてしまう。常にそういう脆弱性を、周縁

諸国は持っている。国民国家が一つの貨幣を使って一つの市場経済を作ろうとすると

き、交換を媒介するその国の通貨自体がグローバルな資本主義の下では、紙切れのよ

うに売られてしまうことが容易に起こり得る状態になっている。 

 ネパールにはネパール・ルピーというのがある。私もネパールに行ったときに、ネ

パール・ルピーはインドで使えるものだと思っていたのである。ちょっとため過ぎて

ネパールからインドに帰って、デリーでは紙切れ同然であった。つまり、危機の前か

らそういう通貨間の冷やかな関係があるのだろう。だから、経済学者は、そんなこと

を止めてカレンシーボードを作れとか、もっと言えば、ラテンアメリカがやっている

ように、例えばキップを止めてドル経済圏になってしまえ、あるいはバーツ経済圏に

なってしまえと言う。それも一つの選択肢だと思うが、「引き裂かれた国家」ではあ

るがそれらが独立国家を維持しようという体制がある限り、そう簡単にいかないだろ

うと思っている。 

 この周縁国家というのは、文明的に考えても大文明の端にある。しかし、決して遅

れた地域ではなかったのである。昔は交易の中核路であったり、陸の交易のセンター

であった。それから、少なくとも東南アジア大陸部山地というのは、我々が国民国家

というものを作ったから辺境に見えるが、国民国家ができる以前は非常に活発な交易

路であった。そういった歴史世界が今復活してきているのだが、一方でその歴史世界

にはなかった近代の国民国家という枠がかかっている。このあたりが多分非常に難し

い問題を作り出しているようだ。 

 21世紀に、支援外交とかいろいろなことになってくると、周りのインド、中国とい

う大国も―両方とも自分が一番偉いと思っているから―そういうものに振り回されな

がら、巻き込まれながら、しかし独立性を出していくというようなパスをたどってい

くのではないかと思えてならない。そして、国内経済も未統合だから貧困問題も非常

に多い。いずれにせよ、大きな問題を抱えている国々である。このことをしっかりと
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認識しておくべきであろう。 

 

４．おわりに 

 そういう意味で、我々が今回の研究会の対象にしてきた周縁諸国は、中国、インド

という古代以降の大文明圏に加えて、21世紀に向けてもう一つの大文明であるアメリ

カ文明という三つの文明のせめぎ合いの中で生きていかざるをえない。そういう様々

な文明の吸引力がどっちに行くかによっては国が引き裂かれてしまう。そういう問題

を持っている国々のような気がして仕方がない。 

 したがって、そういう国に対して、多分、外交面、経済政策面で、世界はまだ良い

知恵を出しえていないのではないか。国境があるのかないのか分からないような様々

な国々の中で、しかし、国境というものを意識しながら国民国家を作っていくという

非常に困難な課題を背負った国々だということを認識しておくべきなのではないか。

経済開発のポテンシャルがあるとかないとか、そんな問題もある。どの国も人口は少

なく、吹けば飛ぶような非常に小さな国である、大きな国もあるが。そういう国々に

着目していくことが、これから我が国にとっても非常に重要な課題となるのではない

か。この点だけは、今回の研究会で非常によく分かったように思っている。 

 ただ、必要性は分かったのだが、では、どうアプローチしていいのか。多分、これ

はまだ、この研究会の結論としては何も出せないのだろうと思う。しかし、こういう

国をつなぎ合わせた連続の研究会をやってみたおかげで、考えるきっかけはできたの

ではないか。そう私としては思っているところである。 
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第２章  国別 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パキスタン・イスラーム共和国  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 79万6,096㎞2 

２． 人 口 １億3,450万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 651.5億米ドル（98／99年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 483米ドル（98／99年） 

５． 経 済 成 長 率 3.1％（98／99年） 

６． 物 価 上 昇 率 5.7％（98／99年） 

７． 失 業 率 5.37％（97／98年） 

８． 通 貨 パキスタン・ルピー 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝51.9ルピー（2000年４月現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
77.2億米ドル（98／99年） 
92.8億米ドル（98／99年） 

11． 外 貨 準 備 高 1,174百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
5,846億ルピー（98年） 
21.2％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第１節「基層社会の構造とミリタリー・サイクル」：パキスタン 

明治学院大学国際学部 教授 

平 島  成 望 

１．はじめに 

 1999年 10月 12日パキスタンで軍事クーデターが起こり、第２次ナワ－ズ・シャリ－フ

政権が崩壊した。この社会が、民政の混乱の収拾を軍に託したのは、これで４回目である｡

１回目は、1958年のアユーブ・ハーンによるクーデター。２回目は、バングラデシュの独

立時(1971 年)の混乱の収拾を目的としたヤヒヤ・ハーンのクーデター。そして３回目は、

ズルフカール・アリー・ブットー政権末期の混乱を収拾することを目的とした、1977年の

ジアーウル・ハックのクーデターである｡ 

 経済にビジネス・サイクルがあるように、この国の政治にはミリタリー・サイクルが存

在するかに見える｡ビジネス・サイクルは、周知のように、在庫、設備投資、建設、技術革

新というようなファクターによって、サイクルの特性と規則性が検出される｡ここで言うミ

リタリー・サイクルには、ビジネス・サイクルのようなファクターと規則性の間の厳密性

はない｡しかし、クーデターの背景が、ほぼ例外なく、政治家・官僚の腐敗、治安の悪化、

経済状況の悪化などによる人心の離反と言う危機的状況である点において、ファクターと

サイクルの間には規則性がある｡このような観察が意味を持つためには、軍が少なくとも

「愛国者」の集団であり、最も優れた組織力を持ち、cost－effective であることを暗黙

の前提としている｡そしてこの前提は、パキスタンの一般の国民が、いずれのクーデターに

おいても軍政に嫌悪感を示さなかったという事実によってその正当性を持つと考えられる｡

事実、軍政期の経済成長は、皮肉にも、どの民政期のそれよりも高くかつ安定していた（図

表１）。 

本稿の目的は、ミリタリー・サイクルの検証そのものにあるのでなく、その存在を可能

にしている社会・経済的要因を摘出することにある。原因の確定がなければ、それに対す

る処方箋も書けないし、誤った判断をする危険性があるからである｡ 

 

２．軍事クーデターの背景 

 

（１） 政治舞台における 3 つのアクター 

 ミリタリー・サイクルの実態を理解するには、この国を支配してきた３つのアクターを
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知る必要がある｡第１のアクターは、「在地権力」と言う言葉で最もよく表現される、大土

地所有を基盤とする伝統的政治家の集団である｡全農地の１/４を支配する地主層が、ほぼ

これに該当すると考えてよい｡図表２と３は、アユ－ブ軍政期の西パキスタン(現在のパキ

スタン)における国会議員(ＭＮＡ)と州議会議員(ＭＰＡ)の社会的性格を示したものであ

る｡これをみると、産業界がまだ未成熟であったこともあり、農業基盤を持たない議員は、

95 名のうちわずか４名（４％）に過ぎない｡また、土地所有議員の中で農業を専業とする

議員は全体の 42％であり、過半数の議員が複数の職業に従事している｡これら議員の土地

所有規模は大きく、所有規模の平均がＭＮＡでは3,362エーカー、ＭＰＡでは1,107エー

カーである｡この土地所有規模の大きさは、この国の80％の農家が５ヘクタール以下(約 12

エーカー)の土地しか持っていないことを見れば明白である｡そして、政界における在地権

力の地位は、ブットーの時代もナワ－ズの時代も基本的に変わることはなかった｡ 

 第２のアクターは財界である｡建国時に引き継いだ産業は主として農業であり、見るべき

商工業の基盤は存在しなかった｡パキスタンの財界を育てたのは、アユーブ軍政であった｡

独立時、インドのボンベイ(ムンバイ)やアーメダバードからカラチに移住してきた企業家

層は、極めて商業資本家的であり、当時のパキスタンには、彼等を産業資本家へと転換さ

せる十分な投資環境が整備されていなかった｡1951 年に設立された産業開発公社(ＰＩＤ

Ｃ)は、その誘因の１つであったが、その後22家族として知られる財閥が成長するのはア

ユーブの軍政期であった｡注意すべき点は、こうした企業集団の成長が、アユーブによって、

在地権力の対抗勢力として位置づけられていたことである｡ハビーブ(Habib)、アーダムジ

ー(Adamjee)、ダーウッド(Dawood)といったパキスタンを代表する第１世代の財閥は、こう

した政治的要請を背景にして成長を遂げた｡しかし、政治的アクターとしての財界は、あく

までも受身な主役の１人であり、在地権力の対抗勢力として重要な役割を担っていた｡財界

が政治の舞台で名実共に主役になるのは、ナワ－ズ・シャリーフ政権が初めてである｡ 

 第３のアクターは軍である｡実質的意味において、軍は政治舞台の主役としては最も長い

経験をもつ｡しかし、すでに述べたように、軍はあくまでも「事後処理的」役割を演じる消

極的主役である。しかし、その戦略は一貫して市場志向的であり、その意味では反在地権

力であったと言えよう。政治の舞台に立つのは、３軍の中でも陸軍の首脳部(Core 

Commanders)であり、彼らの中には在地権力の階層に属する者もいるが、そのアイデンティ

ティーはむしろ「軍人家系」であると考えられる｡英領インド期においては、グルカ、パタ

ーン、ラージプートがこれに相当した｡事実、現在のパキスタン軍の構成は、ラージプート
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が60％、パターンが30％と言われている｡パキスタン軍は建国以来、カシミールはもとよ

り、アフガニスターンとイラン国境の防衛という重要な任務を担っており、その意味では、

国民の中で最もナショナル・アイデンティティーを持っているグループである｡軍は、パキ

スタンが英領インドから継承した遺産の中で、灌漑農業と共に、最も重要な部分をなして

いると考えられる｡ 

 パキスタンの政治は、これら３つのアクターによって交代に担われてきたわけで、それ

ぞれのアクターは、政権の安定をかけて他のアクターを抑圧する戦略を採ってきた｡例えば、

アユーブ政権は、一方で土地改革を導入することによって在地権力を牽制し、他方でその

対抗勢力として財界を育成することにより、政権の維持を図った｡ブットー政権は、在地権

力を代表する政権として、対抗勢力として台頭してきた財界を、産業の国有化という荒療

治を持って退けた｡ジアー軍政は、ソ連のアフガニスターン侵攻という外生変数を利用しつ

つ、土地改革で在地権力を牽制し、国有化された企業を一部民営化することにより財界を

支援し、在地権力と財界のバランスの上に長期政権を維持した｡しかし、その一方で経済の

イスラーム化を進めることにより経済を混乱させたことも特筆に価する｡ 

 

（２） クーデターの背景 

 1999年 10月 12日、パルヴェーズ・ムシャッラフ(Parvez Musharraf)陸軍参謀長がクー

デターを起こし、非常事態宣言を発動し、1997年 2月以来政権の座にあった財界出身のナ

ワーズ・シャリーフ首相を解任し、国会も解散した。 

 今回のクーデターが、５月６日に発生したカルギル危機の解決をめぐるナワーズ首相の

クリントン大統領への妥協と、そのことへの軍の不満が主な原因とされている｡しかし、12

日にナワーズ首相によって解任され、しかもスリランカにいたムシャッラフ参謀長が、帰

国後直ちにクーデターを指揮できたとは考えにくい｡もっと以前から準備は出来ていたと

みるべきである｡ 

 本稿では、1998 年 10 月７日に信望の厚かったジャハーンギール・カラーマット前参謀

長をナワーズ首相が解任したことを重視したい｡解任は、かつてレガーリー前大統領が提唱

し、ナワーズ首相により葬り去られた「国家安全保障会議（National Security Council）」

をカラーマット参謀長が提案（10 月５日）した直後に行われた｡事実、クーデターにより

実権を掌握したムシャッラフ参謀長が真っ先に着手したことは、この「国家安全保障会議」

の創設であった｡つまり、クーデターの動機は、カシミール問題をめぐる対立そのものでな
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く、ナワーズ首相の権力拡張のやり方が、軍の威信を傷つけ、危機感を募らせたと見るべ

きであろう。その証拠に、ナワーズ政権は、まずジアー政権が制定した大統領による下院

解散権を、憲法改正により剥奪した。この修正により、３軍の長であった大統領の権限は

縮小し、かつ軍との接点も失われた。大統領と軍との関係が切断され、首相が軍を掌握す

る立場となった。ムシャッラフ参謀長の誕生も、バット軍統合情報局（ＩＣＩ）長官の任

命も、ナワーズ首相によってなされた。すでに述べたカラーマット前参謀長の「国家安全

保障会議」創設の提案は、民政に３軍の長が直接参画する構図であったために、ナワーズ

政権に受け入れられる余地は全くなかった。ナワーズ首相は、自ら任命したムシャッラフ

参謀長を解任し、これも自ら抜擢したＩＣＩ長官ジアーウッディン・バット将軍を後任に

つけようとした。この決定に対する陸軍首脳部の反応は否定的であった。仮に、バット将

軍を陸軍首脳部が受け入れていたとすれば、ムシャッラフ参謀長は辞任していたであろう

し、したがって、クーデターも起こらなかったはずである｡ 

 

（３）ムシャッラフ軍事政権の性格 

 10 月 12 日のクーデターで自ら「行政長官（Chief Executive）」に就任したムシャッラ

フ参謀長は、17 日になってようやく「施政方針演説」を行い、既に述べたように、「国家

安全保障会議」の創設を表明し、翌18日にはパキスタン軍のインド国境からの兵力削減を

開始させている｡このことも、今回のクーデターが、カシミールがらみの突発的出来事では

なかったことを示唆するものである｡ 

 さて、ムシャッラフ政権には、アユーブやジアー政権にあったカリスマ性はない｡したが

って、戒厳令を敷くこともなかった｡また、決断力も実行力も著しく遅いように見受けられ

る｡では、ムシャッラフ政権は軟弱なのであろうか。既に指摘したように、今回のクーデタ

ーの背後には、陸軍首脳部の存在があった。コア・コマンダーは、ラーワルピンディー地

区統括のコマンダーを頂点として８～10 人で構成され、全員が将軍(Lt. General)の位を

持つ職業軍人である。また、コア・コマンダーは、伝統的に戦闘部隊の出身者で構成され

ていると言われている。ジアーウッディン・バット将軍が陸軍首脳部に拒否された理由の

一つに、彼が非戦闘部隊の出身であったことが挙げられている。この点、インド生まれと

はいえ、ムシャッラフ参謀長はこの資格要件を満たしていた。コア・コマンダー会議の議

事進行は全く「民主的」であるとされる。したがって、ムシャッラフ軍政が、その実態に

おいてコア・コマンダーに支えられているとすれば、その意思決定における「民主制」ゆ
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えに、政策の策定や実行に時間がかかると考えられる。これをカリスマ性のない軍事政権

の限界と見るか、むしろ安定的と見るかは意見の分かれるところである。 

 

３．ミリタリー・サイクルの経済的背景 

 

（１）独立 50 年の総括 

 この国が独立してから50年が経過した。その50年の経済的パフォーマンスを総括する

と、以下の４点に集約される。第１は、この国の持っている資源、特に人的資源を浪費し

てきたことである。成人識字率（41％）、人間開発指数（ＨＤＩ、0.508)の低さがこれを物

語っている。第２は、産業・輸出構造の高度化に成功していないことである。農業セクタ

ーの比率こそ25％にまで下がったが、それに相応する製造業の発達が見られない。第３に、

経済開発の基本的スタンスに、後述するように、一貫性を持ってこなかったことである。

第４は、経済成長率と安定性において、軍政が常に民政を上回っていたことである。 

 図表１は、独立から今日までの期間別成長率を示したものである。経済計画準備期は、

建国の父であるムハンマド・アリー・ジンナーの死や、初代首相リアーカト・アリー・ハ

ーンの暗殺後、政局が乱れ、在地権力による多数政党間の勢力争いが始まった時期である。

成長率の低さもさることながら、変動係数の大きさがこの間の事情を物語っている。第１

次５カ年計画期は、すでに述べたＰＩＤＣによる公企業の創設や、水利・電力開発公社（Ｗ

ＡＰＤＡ）によるインフラ開発の準備が進められた時期である。しかし、初期条件の脆弱

さもあり、また政局も一向に落ち着く様子もないままに、経済成長率も人口増加率を下回

った。アユーブ・ハーンによるクーデターにはこうした時代背景があった。 

 アユーブ政権の10年は、ほぼ第２、第３次５カ年計画期に相当し、安定した高い成長率

によって黄金の10年といわれている。アユーブ政権は、この国で初めて土地改革を導入し、

200 万エーカーの土地を収用することにより在地権力を牽制し、積極的な民活政策を採用

した。しかし、一連の産業育成政策は、富の集中を現パキスタンの財界にもたらすことと

なり、22家族といわれる財閥が、政治のアクターとして成長する基盤を作った。この過程

が同時に、現バングラデシュが独立を準備する過程でもあった。 

 1971年のバングラデシュ独立をめぐる混乱は、その収拾をヤヒヤ・ハーンという短期軍

政に託すが、軍の権威はインド軍に完敗したことによって失墜していた。10年の空白の後、

政権に帰り咲いた在地権力(ズルフカール・アリー・ブットー)政権は、したがって軍を牽
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制する必要がなかった。ブットー政権は、専ら政敵として成長してきた財界を牽制するこ

とに専念した。採られた戦略は「産業の国有化」であった。ブットー政権は、アユーブ政

権の敷いた資本主義路線を、中国に接近することにより、「イスラーム社会主義」として正

当化した。インドとソ連の同盟関係に楔を打つこの政策は、政治的には極めて有効であっ

た。しかし、経済的には様々な混乱を引き起こし、５カ年計画も立案できないまま経済は

失速し、社会不安は醸造された。ブットー政権の70年代は、ニクソン・ショックや第１次

石油危機という大きな事件も災いしたが、 資本逃避や経営資源の浪費、官僚支配の強化、

組織労働者の特権化などは、この期間の最も大きな負の遺産であったと言える。ジアーウ

ル・ハックによる第３回目の軍事クーデターはこのような混乱の中で起こった。 

 ジアー政権の戦略は、土地改革の導入による在地権力の牽制と、国有企業の民営化であ

った。第５次、第６次の５カ年計画はいずれも順調で、安定した高い経済成長率を達成し

た。この政権の失敗は、1979年のソ連のアフガニスターン侵攻による難民の流入という事

態に対して、大量の援助物資と武器がもたらされたことである。こうした状態を享受し続

け、紛争解決への努力を欠いた結果、国内に麻薬と粗製な武器弾薬が流れ始め、社会不安

を醸造し始めた。今１つの失策は、経済にイスラーム原理を持ち込んだことである。富裕

税に相当するザカートとウシュルはともかくとして、利子(リバー)の廃止をめぐる金融の

混乱は今日でも払拭されていない。 

 1988 年の不慮の死で幕が下りたジアー政権の後は、同年 12 月に成立した第 1 次ベナジ

－ル・ブットー政権(在地権力)、1990年 11月成立した第１次ナワ－ズ・シャリーフ政権(財

界)、そして1993年 10月誕生した第２次ベナジール・ブットーと、いずれも経済運営の失

敗とガヴァナンスの悪さを理由に、当時の大統領によって解任された。大統領に議会解散

権を付与したのはジアー政権であった。そして1997年２月、選挙に大勝した第２次ナワ－

ズ政権が誕生した。 

 

（２）クーデター前夜のパキスタン経済 

選挙に圧勝し、アユーブ時代の再現を期待されたナワーズ政権ではあったが、２つの事

件がその期待を裏切った。１つは、1998年５月の核実験と、それによる経済制裁措置であ

る。今1つは、1997年７月タイに発生し東南アジア、東アジアに伝播した通貨危機である。

これらのインパクトを、この国の経済のファンダメンタルズ（図表４～６）に沿って概観

してみよう。 
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まず、1998／99年のＧＤＰ成長率は、人口増加率をわずかに上回る3.1％であり、目標

値の６％も、前年度成長率の 4.3％をも下回るものであった。低成長率の主な原因は、農

業セクターの不振（0.4％）にあり、綿と小麦の不作によるところが大きい。この農業セク

ターの低迷は、経済制裁措置やアジア通貨危機のインパクトとあいまって、製造業セクタ

ーの成長率も押し下げた。同セクターの成長率は、1998／99年では4.7％であり、目標値

の7.2％も、前年度成長率の7.9％にも遠く及ばないものであった。製造業セクターの問題

は、要約すると、公企業の非効率、大規模民間企業の過剰保護、そして中小企業の等閑視

に尽きる。ちなみに、1998／99 年の大規模製造業の成長率は 2.7％で、前年度の 7.6％を

大きく下回った。一方、中小規模製造業の成長率は、政府の無関心さを受けて、少なくと

も1993／94年以来 8.4％のままである。 

第２は、財政赤字である。1998／99年の財政赤字は、対ＧＤＰ比の3.4％で、前年度の

5.6％より大幅に改善した。名目額で見ると、歳入が対ＧＤＰ比で16％から17％へ伸び、

歳出が21.6％から20.3％へ減少した。前者では、関税と売上税が減少したが、surcharge

と石油税が増加した。後者では、防衛費が減少しているほかは全て増加している。なかで

も、債務利払いと補助金支出の増加が顕著である。名目額でなく歳入との比率で見ると、

防衛費と開発支出が、対前年度比で減少していることが注目される。この財政赤字の縮小

は、対外圧力のもとでの調整という面が強く、決して健全な姿とは言い難い。 

 第３は、経常収支赤字である。1998／99年の経常赤字は13.4億ドルで、対ＧＤＰ比で 

2.2％であった。これは、前年度の３％、1996／97年度の6.1％に比べると大きな改善であ

る。しかし、この改善は、輸出入とも減少し、更に海外送金も減少した上で達成されたも

のである。その主な原因は、貿易外収支の改善、つまり対外支払の縮小である。確かに、

アジアの通貨危機は、パキスタンの輸出競争力を相対的に弱め、輸出が対前年度比で

10.2％落ち込んだ。一方、通貨危機は、この国最大の輸入品目である石油・石油製品や、

食用油の原料であるパーム油の輸入単価の下落をもたらした。輸入額は対前年度比で

9.3％下落したが、貿易収支は５％減少したに止まった。結局のところ、経常収支の改善も

この国の経済展望に光明をもたらすものではない。 

 第４は、物価上昇率である。1998／99年におけるＣＰＩは5.74％、ＧＤＰデフレータ－

も6.39％で、ともに前年度の数値(7.81％と7.82％)を大幅に下回った。更に1999年６月

以降は３％台に下がっている。この急速な下落は、政府によると、マネー・サプライの動

き(14.20％から 6.27％へ)によって説明される。確かに、アジア通貨危機以降の輸入価格
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の下落はあるものの、公共料金の値上げと農業の不振から来る価格上昇圧力を十分相殺す

るとは考えにくい。国民の大多数が農村在住者であり、しかもその40％が食料穀物の純購

入者であることを考えると、経済不況による購買力不足か、そうでなければ「裏の経済」

からの消費財の大量輸入を想定するしかない。 

 第５は、経済不況による購買力不足が正しければ、失業率の上昇がなければならないが、

完全失業率は1995／96年の5.41％から1996／97年の6.12％に上昇したものの、その後は

全く同じ数値が並んでいるだけである。 

  

（３）経済危機とナワ－ズ政権の対応 

 マクロ経済のフレームワークは、需要サイドからの分析が主体である。それはＧＤＥの

水準が「完全雇用水準」におけるＧＤＰを決定すると想定されているからである。したが

って、供給サイドの問題は、デフレギャップ、つまり総需要不足によって示される。この

国の総供給水準が、どの程度「理論的」完全雇用水準から乖離しているかは、発表されて

いる統計からは判断できない。しかし、この国が総供給に問題を抱えていることは、投資

水準や資本フローから明らかである。 

 1998／99 年の対ＧＤＰで見た投資比率は 14.91％で、前年度の 17.26％を大幅に下回っ

た。同様に貯蓄率も 14.20％から 11.15％に減少した。したがって、ＩＳギャップは 3.01

から3.76に拡大した。一方、アジア通貨危機と核実験実施による経済制裁措置により、必

要投資を支える資本フローは激減した。第1は、ＩＭＦによる拡大構造調整融資(ＥＳＡＦ)

と拡大信用供与措置(ＥＦＦ)の実施延期措置である。第２は、Ｇ７諸国によるＯＤＡの凍

結である。約20億ドルの規模である。第３は、対内直接投資(ＦＤＩ)と対内証券投資(Ｆ

ＩＩ)の激減である。1995／96年に11億ドルとピークを付けたＦＤＩは、1998／99年には

4．7億ドルに減少し、対前年度比でも21％落ち込んだ。ＦＩＩは元々不安定であり、証券

市場も十分発達しているわけでもないが、それでも1994／95年は11億ドルの水準に達し

た。そして1998／99年の水準は、僅かに2,700万ドルで、対前年度比でも88％減少した。

その結果、ＦＤＩとＦＩＩの合計は、8.2億ドルから５億ドルへ39％減少することになっ

た。そして第４は、海外送金の減少である。これには２つの原因がある。１つは、アジア

の通貨危機による石油・石油製品への需要減が、産油国の労働需要を減少させたことであ

る。今１つは、経済制裁直後採られた外貨預金(ＦＣＡ)の凍結である。凍結後の預金引出

しは、公定レートによるルピーでのみ許可された結果、海外送金の一部が地下に潜り、カ
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ーブ・マーケット(Kerb Market)＝地下金融のルピーが大幅に下落した(＄１＝Rs.62)。1998

／99年の海外送金総額は、ＧＤＰの1．75％に相当する10．6億ドルであり、前年度の14．

9億ドルを大きく下回った。 

 このような経済の危機的状況に直面した政府にとって、選択肢はほとんどなかった。最

も重要かつ緊急的措置は、対外債務返済の繰り延べ交渉であった。この面での政府の対応

は迅速であった。すでに、パリクラブ二国間交渉において、合意文書に署名した国は、ア

メリカを含め９カ国、本国の署名待ちの国が４カ国あり、合計16.88億ドルの繰り延べが

実現している。しかし、2000年１月の時点では、日本、英国、イタリア、スイス、フィン

ランドの５カ国は、いまだ交渉中であった。また、商業銀行債権者(ロンドンクラブ)との

間でも、8.8億ドルの債務返済繰り延べ合意を取り付けることに成功している。 

 政府の対応で今１つ重要なものは、為替管理である。既に述べたように、この国には「裏

の経済」の存在を示すカーブ・マーケットがある。経済制裁措置を受けて、資本(外貨)逃

避を回避するために採られた外貨預金口座の凍結により、外貨が地下に潜り、カーブ・マ

ーケットのルピーが大幅に切り下がった。1998年６月の第４週のインター・バンクとカー

ブ・マーケットとのスプレッドは5.7ルピーに跳ね上がった。これを受けて政府は、複合

レート(公定レートとインター・バンク・レートとの加重平均)を創設し、同時にカーブ・

マーケットの規制に乗り出した。1999年になるとスプレッドも縮小し安定したので、５月

から複合レートを廃止し、公定レートとカーブ・マーケット・レートが並存する体制に変

わった。その後もスプレッド幅は２ルピー台で安定して推移しており、クーデター後も変

化する気配はない。 

 

４．軍事政権の経済政策 

 

（１）軍事政権の陣容 

 既に述べたように、ムシャッラフ政権による「施政方針演説」は、大方の予想を覆し 

10 月 17 日に放送された。そして、経済政策の方向性を示す「新経済政策」は、更に遅れ

て12月 15日に発表された。 

 ムシャッラフ行政長官は、戒厳令こそ発動しなかったが、それに代わるものとして、陸、

海、空の参謀長を含む「国家安全保障会議」を創設し、各州知事に退役軍人（ただし、バ

ロチスターン州は元最高裁判事）を配し、内務・密輸取締相にも退役軍人（元シンド州知
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事）を任命している。また、政・財・官界及び在地権力による腐敗・汚職を根絶するため

に、National Accountability Bureau(ＮＡＢ)を設立した。 

 ムシャッラフ政権の人選の特徴は３点である。第1は、規模が縮小したことである。第

２は、個別閣僚の能力・経験には問題もあろうが、少なくともレント・シーカーではない

という共通点を持っていることである。第3は、建国以来初めて、３軍の参謀長が政治・

行政に責任を持つ立場に立ったことである。社会混乱の収拾に対する強い意思表示と見る

ことが出来よう。 

 

（２）「新経済政策」の方向性と特徴 

軍事政権による「新経済政策」は、期待が大きかっただけに、経済界の評価は今一つ芳

しくない。しかし、過去の政権と国民が経済構造の改革を怠った結果、双子の赤字が慢性

化したこと、及び政策の一貫性と透明性の欠如が、国内外の信頼低下を招いてしまったこ

と、という軍事政権の現状認識は正しいものである。 

「新経済政策」の特徴は、以下の３点に集約されよう。第１は、過去の軍事政権と同じ

く、ムシャッラフ政権の経済運営の方向性も、民営化に基づく市場経済の育成・発展であ

る点である。第２は、従来の政策で等閑視されてきた分野(農業と中小企業)、従来の投資

が不十分であった分野(エネルギー：石油、ガス)、そして将来成長の見込まれる分野（情

報産業）に政策の重点を置くと明言している点である。第３は、経済成長の「負」の部分

を緩和する姿勢である。具体的には、最貧地区における小規模公共事業(灌漑、農道建設な

ど)の導入で、これらは軍の監視下に置かれ、そのため軍予算から70億ルピー捻出される。

また、貧困者向け食糧配給制度の導入や、小規模金融の育成等が挙げられている。その他

債務削減策や税収増加策が披露されているが、これらは何ら新しい提案ではない。 

「新政策」の最大の欠陥は、その短期的性格であろう。軍事政権の最大の関心事が、パ

キスタンという国家に対する信用回復にあるならば、それは治安の回復、モラル・ハザー

ドの一掃、遵法精神の強化、「裏の経済」の規制、在地権力の規制といった基本的問題の解

決なくしては期待できない。むしろ民政移行の条件として、これらの問題の解決に目途が

立つまで政権を担当すると明言したほうが良いとすら言える。 

 

５．おわりに 

 優秀な人的資源と途上国の中では際立った良好な農業基盤に恵まれながら、それを十分
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生かしてこなかったのがこの国の50年であった。確かにその初期条件は、隣国インドと比

較して劣悪なものであった。しかし、在地権力を中心とする政権担当者は、軍事政権を含

めて、テイク・オフのための滑走路の整備を怠ってきた。治安が維持されず、法が守られ

ず、大多数の国民が十分な教育機会に恵まれず、「裏の経済」が大手を振ってまかり通って

いる社会に、経済発展を望むのは無理というものである。 

 クーデター以前に書かれた中央銀行の『年次報告』(1998／99年)は、パキスタン経済の

中期的展望として３点を挙げている。第１は、財政赤字とその処置方法に関するものであ

る。所得増加に非弾力的な租税構造の矯正、農業課税の必要性、そして開発支出の抑圧が

社会・経済インフラの発達を阻害している点を強調している。第２は、増大する債務返済

の問題である。国内借り入れの大きさ、利子率の高さ、債務総額の高さに関心が寄せられ

ている。第３は、国際収支の問題である。消費財輸入の制限、高付加価値輸出財の開発、

海外送金の強化、政策の一貫性などが指摘されている。『年次報告』は、その他にも社会セ

クターの発達や環境問題への配慮の必要性を指摘している。これらの諸点は過去にも幾度

となく主張されてきた点であり、何ら新鮮味はない。それに比べると軍事政権の「新経済

政策」の方がはるかに新鮮である。ただ、両者に欠けている共通点は、諸悪の根元である

この国の構造的・制度的要因に対する認識の甘さであろう。極論が許されるなら、それは

在地権力の支配する構造であり、健全な投資環境の構築を阻む「裏の経済」の存続であり、

その利権に群がるエリート層である、と言えよう。この状況が続づく限り、「世直し」を求

めるミリタリー・サイクルは続くと思われる。 

 さて、ムシャッラフ政権は磐石であろうか。政権が直面している諸問題は、過去からの

「負」の遺産である。その中で緊急を要する問題は、治安の回復と「裏の経済」への対応

であろう。前者に関しては、その目的は達成されている。後者に関しては、問題はアフガ

ニスターンとイラン国境の管理・統制、そして７つの部族地域(Tribal Agencies)との交渉

如何であろう。「表の経済」がデフレ・スパイラルに入ったとすれば、「裏の経済」は活気

を取り戻すと思われる。その規模は、ある推計によれば、ＧＤＰの50％に及び、その成長

率はＧＤＰのそれを上回るという（注）。軍事政権は、前政権の採った外貨預金口座の凍結

措置を誤った政策と断じ、「ブラック・マネ－」を「ホワイト・マネー」化する外貨預金口

座を復活し、資金の出所を問わない方針を打ち出した。また、カーブ・マーケットを統制

下に置き、資金フローを管理するとともに、外貨不足時には必要外貨を調達できるように

した。現政権の「裏の経済」に対するスタンスは、目下のところソフト・ランディングを
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目指しているように見受けられる。 

 現状から判断すると、ムシャッラフ政権の最大の敵は「時間」であろう。高揚した一般

大衆の期待感に比べると、現政権は余りにも「民主的」で即効的ではない。時間の経過と

ともに期待が失望に変わる危険性は大いにある。目下のところ、軍政に代わる有力なアク

ターが不在であることが幸いしている、と言うべきだろう。 

（注) Zafar Iqbal et. al. The Underground Economy and Tax Evasion in Pakistan: A 

fresh Assessment. Pakistan Institute of Development Economics, Research Report 158, 

1998 
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（質疑） 

 

［  原  ］ 最近の低成長率の主な要因として農業セクターの不振を挙げられたが、な

ぜ農業セクターが不振であったのかを教えてほしい。 

［ 平島 ］ 米と砂糖は、同じイネ科の植物なので、成績が良かったのだが(それぞれ

９％、５％の成長)、肝心の小麦と綿の成長率が減速した(４％と９％)ことが大きく、セク

ター全体の成長率が 0.35％となった｡小麦生産国でありながら、今年は 300 万トン輸入し

ているが、「表の経済」の数字をそのまま信用していいのか分からない。この国の経済に最

も影響力をもつ綿の生産も、回復していない。新しい品種がアユーブ試験場でできている

が、まだ定着しない品種を在地権力の連中が持ち出し、その結果品種の劣化が起こってい

ると実験場側は説明していた。 

［ 鈴木 ］ ブラック経済のことが述べられていて興味深かった。ブラック経済の規模

の推計の方法について、ご存知であれば教えてほしい。 

［ 平島 ］ ＣＣ（currency in circulation）をＭ２(マネーサプライ)で割って計算

するという方法がある。これはＩＭＦの定義によるもので、通貨発行高(currency issued)

から中央銀行(ＳＢＰ)の保持する通貨とスケジュールド・バンクの保持する通貨を差し引

いた 1999 年６月の数字では、パキスタンのＣＣは通貨発行額の 93.3％であった。この一

つ一つの変数に対してアサンプションが色々ある。私にはこれはあまり説得力はない。し

かしながら、これが唯一の推計であって、これをベースにしながらブラックエコノミーの

サイズが50％ぐらいあると言いわれる。一説によると100％ぐらいということもある。実

際のところはよく分からない。 

［ 下村 ］ ブットーとナワーズ・シャリーフは政権を２度取ったものの、両方ともだ

めになった。これは、既成の政党というか、在地権力、財界では、将来の担い手として、

とても期待できないということではないか。私は平島先生が言うようにオルタナティブの

中では軍政が一番頼りになると思う。しかし、それが長引くのはまずいということだろう。

そこで、教えてほしいのは、東南アジアでは、軍の指導者の中から、既成の政党ではいか

んというので、政党を作ったり、あるいは自分が軍服を脱いで背広に着がえて政治的な指

導者になるというケースがあるわけだが、そういうものがパキスタンには出てくる可能性

がないのか。それが突破口にならないのか。政治構造とかかわるのかもしれないが、その

辺はどうか。 
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［ 平島 ］ アユーブのときも最初は戒厳令司令長官で出てくるのだが、後から軍服を

脱いで普通の政治家になる。ジアーウル・ハックもそうである。だから、軍政と言ってし

まうのは、そういった意味では言葉のあやであり、厳密性に欠けているかもしれない。し

かし、彼らが政党を作ったということではなく、軍の連中でも結末は何かというと、政権

の座に長くつくと、どうしても在地権力と婚姻関係を結んで、在地権力、財界とのつなが

りをつけながら自分の親族、社会的な集団の蓄財を図る。これはアユーブであろうとジア

ーウル・ハックであろうとも変わらない。 

［ 小松 ］ パキスタンの在地権力について、もう一度教えてほしい。 

 在地権力が非常に強い力を持っていて、しかし、同時にそれが、ある意味で開発の妨げ

になっているというふうにも理解している。そこで、在地権力が現在でも力を維持し続け

ているメカニズムというのは何なのか。それは豊かな農業ということだろうか。 

 また、在地権力が崩壊するというか、変わっていかなければ、パキスタンの今後の経済

発展というのはないのか。 

［ 平島 ］ 在地権力は、その豊かな土地がベースだということであるが、その土地ベ

ースと同時にアンダーグラウンドエコノミーにもつながっていると思っている。例えばＳ

ＡＡＰ（ソーシャルアクションプログラム）というものがあって、これはソーシャルセク

ターの費用にＧＤＰの３％ぐらいを充てている。それは世界銀行の構造調整のコンディシ

ョナリティーだったが、実はそれが消化されていない。どうして消化されていないかと調

べてみると、どこに小学校をつくるか、先生をどうノミネートするか、その先生の配置転

換と商品値、すべて在地権力が指図している。こういう状況で、識字率が 50％の状況で、

だれが得をするのかというと、自分たちの競争相手になる可能性があるほど、彼らは優れ

た人種だと考えていると私は思う。それが、何もしないということのメリットではあると

思う。 

 ＧＤＰに対する農業セクターは 25％になってきたが、人口の７割が農村に住んでいる。

しかし、農村人口の中でも農民は半分ぐらいしかいない。このベースを壊すのは、やはり

徹底した市場経済化しかないと思っている。その徹底した市場経済は何を一番重要とする

かというと、ロー・アンド・オーダーだろうと思う。そこの欠けた国は、多分、ポートフ

ォリオの環境としてはいいかもしれないが、パキスタンはその証券市場も、直接金融の発

達もまだ十分ではなく、ポートフォリオもできない。そうなると、やはり、まず治安を回

復して、資本、いわゆる生産要素が十分に生産活動に従事できるような環境を作るという
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ことが重要だろうと思う。そういうことによって、在地権力の持っている知力、資力、指

導力というものをもう少し国家建設に動員できないか。そのポテンシャリティーというの

は非常に大きいものがあると思うし、日本の明治の人口は3,000万人、今はパキスタンは

１億4,000万人いるわけだから、スケールのショーテージは全くないわけである。だから、

もしこれがノーマルな、開発経済を考える以前の問題の状況がきちっとなれば、あの国は

まだ伸びるチャンスは非常にあると実は思っている。 



　目標値 　実績 標準偏差 変動係数
経済計画準備期　（1950－55） 　　　　－ 3.1 4 125
第1次5カ年計画期(1955－60) 2.8 3.1 1.5 48
第2次5カ年計画期（1960－65） 4.7 6.8 1.5 22
第３次5カ年計画期（1965－70） 6.5 6.7 2.2 30
年次計画期　　    (1970－78）  　　　　－ 3.9 2.4 53
第５次５カ年計画期(1978－83) 7 6.6 0.6 9
第６次5カ年計画期(1983－88） 6.5 6.9 1.8 28
ナワ－ズ／ブットー(1988－99）  　　　　－ 4.1 －            －
〔出所〕 Economic　Survey　1986／87,　98／99

高卒以下 大卒以上 合計　
（人） （人） （人）

31 7 38
8 5 13
0 1 1
5 5 10
0 3 3

4.自由業（弁護士）／農業 1 16 17
5.公職（官吏）／農業 1 1 2
　公職（官吏）／製造業／農業 0 1 1
　公職（官吏）／自由業／農業 0 1 1
　公職（軍隊）／農業 2 1 3
　公職（官吏）／商業／農業 0 2 2
6.商業／専業 1 2 3
7.自由業（弁護士）／専業 0 1 1
 　合計 49 46 95
〔出所〕

国会議員 州議会議員 合計/平均
（MNA） （MPA）

1.土地所有規模 (人) (人) (人)
   0 - 100（acre） 8 9 17
 100 - 400 7 5 12
 400 - 1000 13 15 28
1000 - 5000 12 11 23
5000 - 5 1 6
2.土地所有総数 151,284 45,376 196,660
　1議員当たり 3,362 1,107 2,287
3.村落総数 127 118 245
　1議員当たり 3.3 3.0 3.1
4.雇用農家総数 14,586 3,553 18,139
　1議員当たり 324 87 211
〔出所〕 図表１に同じ

拙著 『西パキスタンの土地改革』アジア経済研究所 1966年

図表１　パキスタン経済の成長率（1949／50－1998／99年の前期比成長率、％）

図表２　在地権力の構造：パキスタンの国会議員（MNA）と州議会議員（MPA）(1961年)

図表３　国会議員（MNA）と州議会議員（MPA）の権力基盤:パキスタン(1961年)

1.農業／専業
2.商業／農業
　商業／自由業／農業
3.製造業／農業
　製造業／自由業／農業
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(％)
1983/84年 1993/94年 1994/95年 1995/96年 1996/97年 1997/98*年 1998/99*年 1999/2000*年 1980年代 1990年代 1998/99年

5.5 4.5 5.3 4.6 3.1 5.0 5.8 6.0 4.60 4.11 3.11
2.4 1.7 2.5 1.7 0.3 2.2 3.0 3.2 - - 0.7

15.4 18.1 17.3 13.8 12.2 15.6 14.9 14.4 14.0 15.9 6.3
8.4 11.3 13.0 10.8 11.8 8.0 8.0 7.0 7.3 9.2 5.7

19.1 19.4 18.4 18.6 18.2 17.5 18.8 19.4 17.5 18.4 14.9
14.8 15.7 14.3 11.8 12.2 13.5 14.4 15.2 13.8 13.7 11.2

- 17.3 17.2 17.0 15.3 15.8 16.4 16.8 17.2 17.2 17.0
- 23.2 22.8 23.8 21.5 20.9 20.9 20.8 24.8 23.5 20.3

7.4 5.9 5.6 6.9 6.1 5.2 4.5 4.0 7.0 6.4 3.4
- 12.8 13.4 13.3 12.6 13.4 13.4 13.7 9.8 13.0 12.5
- 16.7 16.8 18.5 17.5 16.3 15.9 15.8 18.4 17.6 15.5

4.2 3.8 4.0 6.8 6.0 4.0 4.4 4.2 3.9 4.6 2.2
43.9 47.6 44.6 42.6 43.9 45.8 46.2 46.8 - - 44.1
6.6 12.6 12.7 8.2 4.9 7.5 10.8 14.1 - - 12.1

25.7 22.6 22.0 24.7 27.9 25.7 25.6 25.5 - - 34.4
（注）　１．*　IMF,GDPの推計値。２．1998/99年は速報値

（対ＧＤＰ比％）
1990/91年 1991/92年 1992/93年 1993/94年 1994/95年 1995/96年 1996/97年 1997/98年 1998/99年

総収入 16.9 19.1 18.0 17.3 17.2 17.6 15.4 16.0 17.0
　税収入 12.7 13.6 13.3 13.2 13.7 14.1 13.0 13.2 13.4
　非税収 3.4 4.3 4.6 4.0 3.2 2.9 2.4 2.7 3.6
総支出 25.6 26.5 26.0 23.2 22.8 24.2 21.6 21.6 20.3
  防衛費 6.3 6.3 6.5 5.8 5.5 5.6 5.2 4.8 4.2
  利払い 4.9 5.2 5.9 5.8 5.2 6.2 6.5 7.0 6.9
開発支出 6.4 7.5 5.7 4.5 4.4 4.4 3.5 3.2 3.0
財政赤字 8.7 7.4 8.0 5.9 5.6 6.4 6.4 5.6 3.4
（注）　1998/99年は速報値
〔出所〕　Gov't of Pakistan, Economic Survey 1998/99: Statistical Supplement

図表６　パキスタンにおける国際収支の推移：　1987／88－1989／99 （100万ドル，％）
　　輸出 　　輸入 貿易収支 海外送金 経常収支 長期資本 基礎収支 貿易依存度 送金/ 長期資本

流入（純） 経常収支 (民間比）
1987／88年 4,362 6,919 -2,557 2,013 -1,682 1,299 -383 28.3 119.7 33.2
1990／91年 5,902 8,385 -1,790 1,848 -2,171 1,729 -442 30.3 85.1 29.5
1991／92年 6,762 8,998 -2,236 1,468 -1,346 2,541 1,195 33.1 109.1 41.8
1992／93年 6,782 10,049 -3,267 1,562 -3,688 2,515 -1,173 32.5 42.4 55.0
1993／94年 6,685 8,685 -2,000 1,446 -1,965 2,503 538 29.5 73.6 54.7
1994／95年 7,759 10,296 -2,537 1,866 -2,484 2,702 218 30.4 75.1 60.3
1995／96年 8,311 12,015 -3,704 1,461 -4,575 2,599 -1,976 32.3 31.9 59.0
1996／97年 8,096 11,241 -3,145 1,409 -3,846 2,018 -1,828 32.2 36.6 64.1
1997／98年 8,434 10,301 -1,867 1,490 -1,921 1,707 -214 29.6 77.6 36.1
1998／99年 7,571 9,345 -1,774 1,055 -1,340 2,507 1,167 28.3 78.7 116.1
〔出所〕　Government of Pakistan, Economic Survey 1998/99, Statistical Supplement

図表４　パキスタンのマクロ経済の実績と目標　（1983～2000年）

〔出所〕The World Bank, Pakistan Economy Update, April 1998, IMF, Pakistan-Recent Economic
      Developments, 1997, State Bank of Pakistan,Annual Report 1996/97-98/99, 1997, Economic Survey 　1998/99

図表５　パキスタンの財政収支（1999/91-98/99）

1.GDP（要素費用）成長率
2.一人あたりGDP成長率
3.M2伸び率
4.インフレーション（CPI上昇率）
5.投資／GDP
6.貯蓄／GDP
7.財政収入／GDP
8.財政支出／GDP
9.財政赤字／GDP
10.輸出／GDP
11.輸入／GDP
12．経常収支/GDP
13.対外債務／GDP
14.外貨準備（輸入週）
15．Debt Service Ratio
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 14.7万㎞2 

２． 人 口 2,280万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 50.2億米ドル（98／99年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 210米ドル（98／99年） 

５． 経 済 成 長 率 3.4％（98／99年） 

６． 物 価 上 昇 率 12.8％（98／99年） 

７． 失 業 率 4.9％（97年） 

８． 通 貨 ルピー 

９． 為 替 レ ー ト 
１米ドル＝68.7ネパール･ルピー(99年12月現在) 
１ネパール・ルピー＝1.5円 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
363億ルピー（98／99年） 
875億ルピー（98／99年） 

11． 外 貨 準 備 高 542百万ＳＤＲ（98年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
494億ルピー（96年） 
19.9％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第２節「社会構造と社会変容」：ネパール 

秀明大学国際協力学部 教授 

結 城  史 隆 

１．はじめに 

 ネパールの状況を考えていく上で重要なキーワードとして、「複雑な自然生態系」、「内

陸国」、「多種多様な人種・民族」、「インド文明の辺境」、「貧困と援助」の五つが挙げられ

る。 

 １番目は、ネパールは小国だが自然生態系が非常に複雑で、猛暑のジャングルから万年

雪、氷河地帯まであるということ。２番目は、経済的に大きな意味を持つが、内陸国であ

ること。海に出るにはインドを通過しなければならない。３番目は、ネパール国民は人種

的にも民族的にも多種多様で、複雑に入り組んで居住していること。４番目に、文明論的

にはインド文明の辺境にあるということ。ヒンズー教やカースト制度などの影響を強く受

けている。最後にネパールというと「貧困」というイメージが強く、国際援助や協力の場

となっていること。そのことが地域社会にも大きな影響を与えている。 

これらの点を考慮に入れながら、社会構造を中心にネパールの状況を考えていく。 

 

２．地勢と人口 

 ネパールは日本の国土面積の４割にも満たない小さな王国であるが、ヒマラヤ主峰の南

斜面に位置しているために、自然環境や生態系は非常に変化に富んでいる。植生や栽培作

物も地域によって異なっており、人々はその環境に適応した生活様式を生み出してきた。 

 地勢・生態系は帯状に、大きく三つに分けられている。南のインド国境と接している地

域は、南部タライ低地と言われ、標高100～300ｍくらいの平野が広がっている。亜熱帯気

候の下でジャングルが広がっており、元来はマラリヤなどの疫病が蔓延している地域であ

った。1960年以降はマラリヤの撲滅運動が効果を上げ、農業地域として開拓が進むことに

よってネパールの穀倉地帯と呼ばれるようになってきている。 

 マハバーラト山脈からヒマラヤ主脈までの地域は、中間丘陵地帯と言われ、温暖モンス

ーン気候のもとで、日本でも見られるナラ、シイ、カシなどの照葉樹林帯が続いていた。

しかし、人口増とともに開墾が進み、山の斜面には広大な階段耕地が築き上げられた。水

利の良いところは棚田に、悪いところは段々畑として利用され、高低差が 1,000ｍもある

地域も存在する。 
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 北のチベットとの境に沿う北部山岳地帯は、寒冷高山気候で、元々雑穀を中心とした零

細農業と牧畜、あるいはチベットとの間の交易などが人々の生活を支えてきた。現在では

ヒマラヤ・トレッキングの中心地として観光開発が進んでいる。 

 図表１は総人口の推移を示したものである。1930年代から1940年代までは、500万～600

万人くらいの間を上下していた。人口が爆発的に増加したのが1970年代で、そのころの年

増加率は2.66％にも達した。その結果、1980年代に入ると1,500万人を超え、その後増加

率は少し鈍るが、1991年には1,800万人を突破している。そして、現在では2,200万人を

超えると推測されている。 

 しかし、人口密度は極めて偏っており、高密度はタライ平野の東部に集中している。中

間丘陵地帯で人口が集中しているのはカトマンズ盆地だけで、全体的に丘陵地帯、山岳地

帯は非常に人口密度が低い。日本ではネパールというと、ヒマラヤを背景に我々と同じよ

うな顔をしたモンゴロイド的な人々がのんびり暮らしているようなイメージがあるが、ネ

パール全体でみると低地の亜熱帯地域に人は集中している。 

 

３．民族 

 ネパールの人種と民族は多様性に富んでいるが、二つのグループに大別できる。 

 一つが国土の南から西にかけて多く住んでいるインド・ヨーロッパ語系の人々であり、

もう一つが東から北にかけて住んでいるチベット・ビルマ語系の人々である。インド・ヨ

ーロッパ語系というのは地中海まで続いていく大きなグループであり、チベット・ビルマ

語系というのはモンゴロイド系の人々である。この二つの異なるグループに属する人々が

たまたまヒマラヤの南面斜面に住んでいたのであり、そこに250年前に国家ができて結果

として一つの国民となった。 

 インド・ヨーロッパ語系の人々は更に二つに分かれ、まず、タライ低地に住んでいる人々

がいる。図表２にあるタルーとかラジバンシというのは、いわゆる先住民と言われている

人々で、そのルーツや言語帰属に関しては諸説がある。彼らは全人口の約 6.7％にすぎな

い。後はインド・ヨーロッパ語系で、国境を挟んだ北インドのビハール州の人々と近いマ

イティリ語やボジプリー語など使用している。元々地続きである上に、シャハ王朝がタラ

イ地域に領土を拡大していったときに、労働力としてビハール地方から連れてこられた

人々の子孫も多い。インドとネパールの国境は、両国の人がパスポートなしで自由に行き

来できる。したがって、国境の町ではインドの子供たちがネパールに遊びに来たり、結婚
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相手を向こうで探したり、相手の国で仕事をしたりしている人も多い。 

 丘陵地帯のインド・ヨーロッパ語系の人々はパールバテ・ヒンドゥー（山のヒンズー教

徒）と一般に言われ、現在国語になっているネパール語を母語としてきた。元々西の方面

から様々な時期に移動し、10世紀くらいまでにはネパールに定着したと思われる。さらに、

インドへのイスラム教徒の侵攻によって、インドからヒンズー教徒の一部がネパールに逃

れてきた。彼らは政治的難民のようなものであったが、ヒンズー教の深遠な教義、カース

ト制度のような複雑な社会制度、更に稲作を始めとする高い生産技術を持っており、地元

の人々と交わりながら地歩を固めていった。ネパールの近代国家建設の中心となったのは、

このパールバテ・ヒンドゥーの上位カーストの人々である。 

 一方、チベット・ビルマ語系の人々も二つのグループに分けることができる。一つは中

間丘陵地帯に住んでいる民族で、ライ族、リンブー族、タマン族、ネワール族、グルン族、

マガール族などが代表的なものである。元々仏教や土着宗教を信仰していたが、現在では

ヒンズー教を取り入れ、国語のネパール語を母語としている人が増えてきた（図表２）。ネ

パール語の浸透度は民族によって大差があるが、ネパール語化とヒンズー化はある程度の

相関性があり、ネパール語を受け入れている人々の方が、ヒンズー教徒のやる祭礼や儀礼

を積極的に取り入れている傾向がある。 

 もう一つのチベット・ビルマ語系の人々は、登山やトレッキングのガイドで有名なシェ

ルパ族を代表とするヒマラヤの民族である。元々ネパールよりもチベット文明とのつなが

りが非常に強く、現在でもチベット仏教を信奉し、チベット服を着ている人が少なくない。

ただし、1960年代からチベットへは簡単に行けなくなったので、カトマンズやインドとの

関係が強くなってきた。シェルパ族の中には日本人の登山家や観光客と親しい人も多いが、

国民全体の人口からみると0.7％と極めて少数の民族である。 

 

４．社会構造－ネパール丘陵地帯のカースト制度 

 ネパールの社会構造の大枠を理解するためには、「ジャート」という用語が重要である。

ジャートはインドの「ジャーティ」からきた用語である。ジャーティはカースト制度の四

つのヴァルナ内部にある「生まれを同じくするもの」の集団で、内婚や世襲職業、共食規

制などの社会的機能をもっている。しかし、ジャートはジャーティよりも広い意味で使わ

れる。もちろん、同じ内容を示すときもあるが、ヴァルナを意味するときもあれば、更に

民族や国籍にも使われることもある。例えば、タマン族のジャートは「タマン」になるし、
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私たちのジャートは「ジャパニ」（日本人）と答えるしかない。つまり、ジャートはジャー

ティを単に意味するだけでなく、民族を含めた帰属やアイデンティティを示す枠組を与え

るものであり、ここにネパールの社会構造の複雑さの一つが見られる。 

 ネパール中間丘陵地帯のカーストは、前述したパールバテ・ヒンドゥーの人々が中心に

なっている。インドのヴァルナと対応させると、ブラーマンに相当するのがバフン、ある

いはブラーマン、クシャトリヤに対応するのがチェトリで、この二つがいわゆる聖なる紐

を体につけている上位カーストになる。 

 このような上位カーストは、最下位に位置する職業カーストなしには生活することがで

きない。農具を制作したり服を仕立てるような穢れた仕事は、ブラーマンやチェトリには

できないからである。このような職業カーストは、ネパールでは「パニ・ナチャルネ」（水

を受け取ってもらえない人々）と呼ばれている。パニは水のことで、穢れを浄化する力の

ある水でさえも受け取ってもらえないという、ある意味の「不可触民」となっている。イ

ンドにおいては職業カーストの種類が非常に多いところがあるが、ネパールの丘陵地帯で

は少ないことが一つの特徴になっている。どこにおいても見られるのは、仕立て屋（楽隊

を兼ねる）、鉄鍛冶屋、皮革屋の３種類くらいのものである。 

 一方、インドにおけるバイシャに相当するものとして、ブラーマンたちはチベット・ビ

ルマ語系の民族を考えている。「彼らはブラーマン・チェトリほど聖なるものではないが、

職業カーストほどは穢れていない」というわけである。すなわち、インド・ヨーロッパ語

系のブラーマン・チェトリを上位に、職業カーストを最下位とし、その間にチベット・ビ

ルマ語系の人々を挟みこんでカースト体系を作り上げてきたのであった。 

 村落の中では異なるジャートはできるだけ接触しないようにしている。相手の家を訪問

して上がり込んだり、いっしょに飲食をすることはない。しかし、常にサービスを交換し

あっている。接触しないが交換するというかたちで、彼らはお互いの関係を維持している。

例えば、農民はどこのブラーマンにお祭りをしてもらい、どこの鍛冶屋に農具を作っても

らい、どの仕立て屋に服を作ってもらうかは、祖先代々世襲的に決まっている。農民はそ

れらのサービスに対して、反対給付として米を提供する。ジャートの間は非接触でありな

がら、世襲的に決まった相手とサービスやモノを交換しあうというのが、現金経済が入っ

てくる以前の丘陵地帯農村の一般的なモデルである。 

 ネパールのカースト制度を複雑にしているもう一つの要因はネワール族である。彼らは

カトマンズ盆地で都市文明を築いてきた特殊な民族で、その言語はチベット・ビルマ語系
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に属する。そのためにパールバテのブラーマンたちは彼らのことを一般にバイシャ相当と

認識している。しかし、ネワール族自体は独自のカースト制度を持っており、最上位はヒ

ンズー教のブラーマンと仏教の祭司となっている。釈迦はカースト制度を否定したが、ネ

ワール族の金剛乗仏教にはカーストがあり、出家した僧侶がいない代わりに儀礼を行う祭

司がいる。そこでネワール族の上位カーストは自分たちをブラーマンと相当と考えるとい

う、全体論との認識の食い違いがおきている。 

 ネワール族の上位カーストの下には、クシャトリヤに相当するような人たちやバイシャ

に当たる農民カースト、更に最下位の職業カーストもいる。ネワール社会にはこの職業化

カーストの種類が多い。これは彼らが都市文明を担ってきたことと無縁ではない。このよ

うに、ネワール族はネワール的な独自の世界をもっている一方で、ネパール全体の中では

バイシャ相当と考えられるという、複雑な入れ籠構造の様相を示している。 

 

５．ヒマラヤ農村の社会変容 

 現在ネパールの山岳地帯の農村がどのように変容していっているかを、具体的事例の中

から検討していきたい。 

 1991年より国立民族学博物館を中心に、エベレストのあるソルクンブと呼ばれる地域で

合同調査を行ってきた。参加者は社会科学系から植物学、自然地理学など自然科学系まで

含めた総合調査で、ヒマラヤ山岳地帯の「環境誌」を描き出すことを目的としていた。ソ

ルクンブはシェルパ族の領域だが、更にソルとクンブの二つの地域に分かれる。エベレス

トのあるクンブ地方は古くからチベット交易が盛んで、現在では観光産業が非常に発達し

ている。私たちの調査地のあるソル地方は、寒冷気候の中で標高2,700ｍの集落を中心に、

3,000ｍくらいまでは常時人が住んでいる。 

 彼らの生活を支えてきたのは、零細農業と牧畜である。農作物はシコクビエやソバ、そ

れに大麦などの雑穀類にジャガイモが中心で、その他に半栽培の食物が見られる。半栽培

というのは、自ら種をまいたりはしないが、刈り取った後の畑に自然に生えてくる植物を

うまく利用するのである。例えば、花の咲くサトイモの原種のようなものがあって、それ

をうどんのようにして食べる。半栽培というのは農業の歴史や環境の利用法という面から、

かなり重要な意味をもっていると思われる。 

 牧畜は移牧と呼ばれるもので、ヤクやヤクとウシの交配種を、夏になると 4,000ｍくら

いまで連れて行き、冬になると 2,700 から 3,000ｍの集落のあるところまで下ろして飼育
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するという方法をとる。以前は盛んだったが、牧畜に従事する人の数はだんだんと減って

きている。 

 農業と牧畜だけでは生活を支えていくことができない場合、様々な形で外部の経済とつ

ながって生計を立ててきた。1950年代まではチベットとの交易が盛んであった。香木を始

めとするヒマラヤの特産品をチベットに持って行って売り、そこでチベットの品物、例え

ば岩塩などを買って、今度はカトマンズやネパールの平野部、更にインドまで持って行っ

て商売をしたのである。 

 1959年にダライ・ラマ14世がインドに亡命すると、チベットに入るのが困難になった。

すると北インドやダージリン、ブータンなどに出稼ぎにでる人がでてくる。10代半ばで出

稼ぎにいき、ある程度お金が貯まると村に帰ってきて結婚した男性は少なくない。村にず

っといようというような発想は、若い人の間にはなかったように思える。 

 1970年代に入ると、ヒマラヤ・トレッキングが盛んになってくる。1953年にエドモンド・

ヒラリーがエベレストの初登頂を目指したとき、シェルパ族の助けによって成功したこと

は有名な話である。それ以来シェルパ族は山登りやトレッキングのガイドとしての有能性

が認められ、トレッキング産業に巻き込まれていく。最初は荷物担ぎや食事作りの手伝い

をやらされ、慣れてくると次第にトレッキングのリーダーを任せられるようになる。 

 1980年代になるとトレッカーが増えてきて、ソル地方にも立ち寄るようになる。そうす

るとお金を貯めた人の中から、村内に観光客用のロッジを作る人がでてきた。ソル地方の

中心のジュンベシには現在９軒のロッジがある。流行っているロッジも客の来ないロッジ

もあるが、ロッジ産業というのは村にとって大きな収入源になっている。 

 外部とのつながりというと、外国人の協力・援助もこの地域に大きな影響を与えている。

先ほど述べた登山家のヒラリー卿は、世話になったシェルパ族の生活環境向上のために情

熱を傾けた。環境と医療と教育という現在のＮＧＯ活動の柱になっている分野を最初に手

がけている。まず、環境面ではエベレストの周囲をサガルマタ国立公園と認定させ、森林

利用の制限を行う。医療面では病院のほかにヘルスポストをつくり、薬品などを援助し、

更に教育面では学校を建設していった。 

 ジュンベシには 1964 年に小学校が建てられ、1978 年には高校まで拡大される。ヒマラ

ヤの最奥部に立派な校舎と優れた教員のいる学校が建っているのは驚異的である。1980年

に入ると高校卒業資格のための国家試験に合格するものも出てくる。これによって、カト

マンズの大学に進学できるようになり、このころから大学を目指す若者がでてきた。彼ら
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の大半は大学の勉強が終わると、故郷には戻ってこない。 

 また、行政と社会も大きく変化している。1993年に森林法が改正され、集落や親族で共

有していた森をいったん国有化し、それをコミュニティーフォーレストという形で森林組

合を促進する政策がとられた。このような欧米的発想は、森林を管理していたそれまでの

秩序体系を崩していく。というのは、森林組合の組合長には、若くて経済力もあり、ネパ

ール語ができて外部との交渉能力のある人が選ばれる。そのために、それまでチベット仏

教やシェルパ族的な秩序で権威のあった人々が排除されることになる。その結果、世代や

世界観の違いで村落内部に新たな軋轢や反目が出てくるのである。1995年には警察署が設

置され５人の警官が常駐するようになった。 

 社会の変化というのは一般に急激に起こるのではなく、個々の人々の選択と様々な出来

事が重なりながら、徐々に変わって行くものである。例えば、小学校ができても子どもた

ち全員がすぐに学校に行くわけではない。チベット寺院も残っており、学校教育の補完的

な役割、すなわち学校に行けなかった子どもたちを救う働きをしている。チベット寺院は、

更に養老院のような機能も兼ね備えている。配偶者を亡くして一人きりになった老人でも

お寺に行けば、とりあえず食べるものの心配はしないですむからである。 

 新しい現象や状況が入ってくると、それにすぐに飛びついて適応する人と、伝統的な従

来の仕事や生活のやり方を守っていく人がいる。その両者がしばらくは村の中に共存し、

やがて一つの流れの方が大きくなっていくというのが社会の変化の一般的な姿である。 

 ネパールのいたるところで見られる一番大きな変化は、地域のハイブリッド化とも呼べ

る現象である。ジュンベシの村も1960年代までは、シェルパ族しか住んでいなかった。そ

こに学校の先生、警察官、あるいは郡政府の役人など、民族の全く異なった人が村に入っ

てきた。そのようなシェルパ族以外の人々が村に住みつくことで、当然ながら従来の秩序

体系とは異なる状況が生まれてきた。このように、行政機構が浸透し、教育やマスコミを

通じた国民国家形成が一方で進むとともに、文化のハイブリッド化が個々の村に大きな影

響を与えつつあるのが現状である。 

 

６．おわりに－「最貧国シンドローム」と「ヒラリー・シンドローム」 

 ネパールのことを「最貧国シンドローム」に陥っていると指摘したのは、文化人類学者

のドール・バハドール・ビスタである。それはネパールが「貧困」を取引の材料に使って

きたことを指摘している。外国人たちがよく行くトレッキング街道といわれるところでは、
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小学校の先生が「私たちは貧しいので寄付してください。」と寄ってくる。子どもたちも「貧

しいから１ルピーちょうだい。キャンデーちょうだい。」と手をだす。 

 ネパール政府も同じ体質をもち、外国援助にたよって予算をたて政策を実行してきた。

外国の方も「ネパールは貧しいのだから協力しなければ」という姿勢をとってきた。この

ような「貧困」を取引に使っている状況をビスタは憂慮したのである。 

 「ヒラリー・シンドローム」というのは、先に出てきたヒラリー卿にちなんだもので、

愛知県立大学の古川彰氏が最初に言い出した。それは、外国人たちが善意や熱意でネパー

ルの人のためにやったことでも、結果として予想ができなかったような様々な問題が生じ

てくる、そのような複合的状況を示したものである。例えば、ヒラリー卿が小学校を作ろ

うとしたとき、結果的には村落の過疎化や高齢化につながるとは考えていなかったはずで

ある。少しでもよい教育を与えようという思いで学校は作られたが、良い学校のできた村

から若者たちは都会に出ていって戻って来なくなってしまう。このように援助が社会に与

える影響を社会科学的に考えていきたいというのが私たちの立場である。 

 ネパールでは援助をめぐる問題はまだたくさんある。小さなＮＧＯ団体がたくさん入っ

ていて、日本人関係者が作った小学校だけでも200近くあると言われている。私のところ

にも「ネパールの子どもたちは貧しくてかわいそうだから是非学校を作りたいけれどどう

したらよいか。」などと尋ねてくる人がたくさんいる。 

 今、外国の援助が全く入っていない村は、探すほうが難しいくらいである。よい村長と

か校長というのは高い理念や方針を持っている人ではなく、外国人と接触して援助を引き

出せる人だといっても過言ではない状況である。外国人に校舎を作ってもらったり、水道

を引いてもらうと、彼らの権威は高まり任期が安定する。彼らはそのために、いろいろな

方策を常に考えている（日本の山間中間地が補助金や公共事業抜きでは成り立っていない

のと状況は似ている。）。 

 一方、日本人を含めた外国人のほうも、ノスタルジアをこめてネパールの現状に思いを

寄せる人がたくさんいる。すなわち、「この貧しさは私の幼い頃を思い出させる。」という

わけである。そして、援助活動の中に「生きがい」を見出す人が少なくない。多くの人が

ネパールに学校を作ってきたが、そのほとんどの人がネパールの教育制度や教育省の方針、

教科書の内容などには興味を示さない。「貧しいネパールの子供たちのために私が校舎を

建ててあげた。だから、みんな一生懸命勉強して偉くなるのよ。」という雰囲気である。 

 私たちは援助する人の善意や熱意を否定するものではないし、それらが役に立っていな



 －43－

いと言うつもりもない。ただ、「援助」という現象がネパールの農村を語る上で無視できな

くなっている現状を指摘しておきたい。 

 環境に規制され環境を利用してきた地域の人々が、行政機構や学校制度、市場経済など

の世界的システムに接し巻き込まれ、更に援助という特殊的な経済形態に支えられている

現状、文化的にもハイブリッド化していく状況を社会科学的に明らかにすることが次の課

題の一つであると考えている。 

 

＜参考文献＞ 

ネパールヒマラヤ地域の自然利用と社会変容に関する最新の研究については、最近刊行さ

れた次の文献を参照： 

『ヒマラヤの環境誌；山岳地域の自然とシェルパの世界』 山本紀夫・稲村哲也 編著 

八坂書房 2000 年４月５日 
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（質疑） 

 

［ 小松 ］ 農村地帯のジャート間において、「非接触であるが交換をする」という話

があったが、より詳細に教えてほしい。 

［ 結城 ］ カースト制度を社会的機能という視点から見ると、その特徴は他のジャー

トとは結婚しない、他のジャートとはいっしょに食事をしない、そして世襲職業が結びつ

いているというところにある。したがって、人間生活の根幹である結婚、食事、職業とい

う場で、他のジャートとはコミュニケーションをとらないという象徴的意味における「非

接触」である。もちろん、日常的に交わることもできるだけ避ける。 

 ただし、ネパールの場合を補足すると、中間丘陵地帯の人々はほとんど農民である。し

たがって、カーストの上にいると豊かな生活ができるわけではない。調査のために最下層

の仕立て屋のカーストとしばらくいっしょに住んだが、彼らといる限りは非常に快適であ

る。彼らはヒンズー教的規範に厳格にとらわれることなく生きていけるからである。 

 例えば、最上位カーストのブラーマンは、酒を飲んではいけないし肉を食べることもで

きない。彼らは米のほかにイモとかマメ、乳製品などを食べている。ところが、一番カー

ストの下の人は肉を食べようが酒を飲もうが許される。彼らは仲間で生活を助け合ってい

て、日常的にカースト制度の矛盾を議論しているわけではない。 

 ただし、公の場では活動が制限される。村の政治や開発はブラーマンを中心にした人々

が握っていて、最下位カーストの人の発言力は小さくなる。今、多くの開発実践者が「下

位カーストの人たちのエンパワーメント」のようなことを言っているが、下位カーストの

人の本音は「そんなことはブラーマンたちにやらせておけばいい。彼らは沐浴したりお経

を読んだり面倒くさいことをやっていて、俺たちは肉を食べて酒を飲んでいればいい。」と

いうところにあるような気がする。 

［ 小松 ］ インドとネパール、中央と辺境ということについてだが、この二国はどの

ような関係にあるのか。 

［ 結城 ］ センターと辺境ということであるが、文明論的には確かにインド＝中心、

ネパール＝辺境である。しかし、ネパール人はインドの支配下にあるとは思っていない。

ただし、経済的な中枢をインドに握られていることは分かっている。また、政策的にもイ

ンドの意向を全く無視できないことは感じている。インド人はネパールに来ても大きな顔

をしているし、インドで働くネパール人を蔑視するようなところがある。文明的にも優位
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な隣の大国というのは、やはり目障りなもので、インド人を好意的には見ていないと思う。 

 王制のころ、ビレンドラ国王はネパールを「平和地帯」（ゾーン・オブ・ピース）と設定

した。インドからも中国からもなるべく影響を少なくして独自の路線を行こうという意欲

の表れだった。1989年にインドによる経済封鎖でネパールは困難に陥ってしまう。ネパー

ルは内陸国なので、港に着いたネパール行きの物資はインドの領域を通してもらわなけれ

ばならない。 

 直接の原因はインドとの通過条約の延長に関する問題だったが、それではなく、裏では

両国間のいろいろな問題が山積していた。ネパールが反インド的な態度に出るならば、い

つでも圧力をかけることができることを、インドは示したわけである。経済封鎖による物

価上昇や物資不足は、1990年の王制打倒の民主化運動につながる要因の一つになった。民

主化以降のネパール会議派内閣は親インド的政策をとった。このように、インドとは直接

は対立できない構図になっている。 

［ 今川 ］ ネパールの産業、特に輸出産業について、現在はどのような状況にあるの

か。 

［ 結城 ］ ネパールでも何かを生産して輸出産業を起こそうという動きは当然あった。

一時はチベット絨毯がヨーロッパ方面でずいぶん販売された。しかし、中国の安い絨毯が

出回るようになると、ネパール製品への需要は落ちてしまった。 

 内陸国であるので小さくて飛行機でも運べるものをということで、一時はコンピュータ

のソフト産業に力を入れたこともあった。日本の大学の先生や研究者も、だいぶ協力して

いたが、結局この分野においてもインドに全く勝てないことが分かって、行きづまってし

まった。 

 今までの外貨収入の大きな部分をイギリス軍の傭兵であるグルカ兵の送金や退役後の恩

給が占めていた。しかし、グルカ兵の拠点の一つであった香港が中国に返還されて、撤退

せざるをえなかった。 

 現在の売り物として考えられているのは、観光産業くらいではないのか。1988年を「ネ

パール観光年」として、ヒマラヤ観光を盛んに宣伝した。地域的に片寄っているとは言え、

観光のインフラは以前に比べるとずっと良くなった。 

 しかし、ネパールの民間企業が輸出産品を生産して大規模に販売しようというような発

想や意欲はあまり聞いたことがない。 

［ 柳原 ］ ネパールにおいては「開発独裁」といったアプローチはあるのだろうか。
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［ 結城 ］ 「開発地域」という用語があるが、この用語が使われ始めたのは王制時代

であり、そのころの国王の切り札は「開発」であった。伝統的宗教的に国王の正統性を保

証するのは、ヴィシュヌ神の子孫や化身ということだったが、近代国民国家を形成しよう

とする国王は、他のイデオロギーが必要であった。それが、「開発」ということであり、貧

しい国民の生活を豊かにする存在としてアピールした。1980年代には、ラジオにおいても

新聞においても「ビカス」（開発）という言葉が乱発強調されていた。そのような意味では、

国王は一種の「開発独裁」的なものであったかもしれない。 

 現在でも「開発」という言説は重要であるが、用語自体はあまり意味がない。パンチャ

ヤット時代に「村落パンチャヤット」と呼ばれていたものが、民主化以降に「村落開発セ

ンター」（Ｇ．Ｂ．Ｓ．）となったのであり、日本で言えば「行政村」や「村議会」にあた

るものである。前述の「開発地域」という名で、国土を５つに分けているが、日本の東北

地方の「地方」のようなものであり、実際の行政機構は「アンチャル」（県）や「ジッラ」

（郡）の方が機能している。 

 



図表１　総人口・人口増加率
年増加率（％）

-0.13
-0.07
1.16

2.3０
1.65
2.07
2.66
2.10

図表２　カースト・民族・言語　1991年の国勢調査による
ネパール語割合

ネパール 18，491，097人 50.3%
言語系統別人口割合 ジャート別人口割合
先住民族系 6.9% タルー 6.5% 6.1%

ラジバンシ 0.4% 4.6%
ｲﾝﾄﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ語族系 24.0% 上位カースト 5.3% 5.8%
(タライ低地系) 商人カースト 1.0% 15.2%

職業カースト 10.6% 4.6%
宗教グループ 3.6% 4.5%
その他 3.5% 7.6%

ｲﾝﾄﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ語族系 42.3% ブラーマン 12.9% 94.7%
(丘陵地帯系) タクリー 1.6% 92.8%

チェトリ 16.1% 87.8%
職業カースト 10.7% 87.4%
その他 1.0% 82.5%

ﾁﾍﾞｯﾄ・ﾋﾞﾙﾏ語族系 25.9% マガール 7.2% 65.6%
(丘陵地帯系) ネワール 5.6% 33.9%

タマン 5.5% 12.4%
ライ 2.8% 26.4%
グルン 2.4% 44.8%
リンブー 1.6% 15.1%
少数民族 0.3% 40.1%
その他 0.5% 34.4%

ﾁﾍﾞｯﾄ系 0.7% シェルパ 0.6% 12.9%
(山地地帯系) ボテ 0.1% 18.3%

その他 0.0% 61.3%
〔出所〕Population Monograph of Nepal  1995  p.306, p.331 より改訂
（注１）全国規模の国勢調査は10年に一度実施。次回は2001年の予定。
（注２）「ﾈﾊﾟｰﾙ語割合」とは各ジャートに属する人で日常語としてネパール語を使っている人の割合。

図表３　ネパール丘陵地帯のカースト
ネパールのジャート

パールバテ系 ﾁﾍﾞｯﾄ・ﾋﾞﾙﾏ系
バフン

チェトリ

職業カースト
パニ･ナチャルネ
(仕立て･音楽、
鍛冶、皮革…)

ヒンドゥー教徒
（ｼｭﾚｽﾀ・その他）

ジャプー（農民）

指定カースト

ﾈﾜｰﾙ
ﾏｶﾞｰﾙ、ｸﾞﾙﾝ、ﾀﾏﾝ
ﾎﾞﾃ（シェルパ）

15,022,839

クシャトリヤ

バイシャ

シュードラ

3,468,259

インドのヴァルナ

ブラーマン
ネワール
ブラーマン／
仏教祭司（ﾊﾞｼﾞｭﾗﾁｬﾘﾔ）
仏教徒（ｻｷﾔ）

18,491,097

増減（人）

-64,961
-41,214
751,075

1,972,976
1,156,371
2,142,987
3,466,8561981

1991

人口（人）
5,638,749
5,573,788
5,532,574
6,283,649
8,246,625
9,412,994
11,555,983

1941
1952/54

1961
1971

調査年度
1911
1920
1930
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 14万7,000㎞2 

２． 人 口 1億2,690万人（99年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 33,896百万米ドル（97／98年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 268米ドル（97／98年） 

５． 経 済 成 長 率 5.6％（97／98年） 

６． 物 価 上 昇 率 7.0％（97／98年） 

７． 失 業 率 26.0％（94年） 

８． 通 貨 タカ 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝49.50タカ（99年４月現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
5,172百万米ドル（97／98年） 
7,524百万米ドル（97／98年） 

11． 外 貨 準 備 高 1,172百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

－ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第３節 「発展の兆しと構造的制約」：バングラデシュ 

 京都大学東南アジア研究センター 助教授 

 藤 田  幸 一 

１．はじめに 

 バングラデシュは1971年12月にパキスタンから独立を果たしたばかりの若い国である。

国土面積14.4万平方キロメートルはネパールよりも小さく、そこにわが国とほぼ同様の人

口を抱える人口稠密国である。国土の大半が低平なデルタにあり、大洪水やサイクロンの

被害をしばしば受ける。国民の大部分が（インド・西ベンガル州同様）ベンガル人で、イ

スラム教徒が圧倒的シェアを占める。1971年独立直後に経済は大きく疲弊し、それ以来国

際社会挙げての援助に大きく依存し、いまだ依存体質から脱皮できていない。1975年から

1990年まで事実上の軍政であったが、1991年以降本格的な議会制民主主義に移行したとは

いえ、政情は相当に不安定であり、経済発展の阻害要因となっている。1996年以来、与党

はアワミ連盟で、首相は、建国の父ムジブル・ラフマンの長女ハシナが就いている。ハシ

ナは、インドとの間の懸案であったガンジス河水配分問題やチッタゴン丘陵地帯の少数民

族問題の解決を大きく前進させるなど、主として外交面で成果を上げている。 

 

２．経済情勢－停滞から発展への兆し 

 バングラデシュ経済は近年、急速に改善している。ＧＤＰ成長率は、1980年代に４％弱、

1990 年代前半に４％台前半、1990 年代後半には５％台後半に上昇、人口増加率の減少

（1.7％）もあいまって、一人当たりで３～４％にも達している。貯蓄率、投資率、財政収

入、輸出の増加、インフレの沈静化など、主要マクロ経済指標も改善が急である（図表１）。

アジア通貨危機の影響もほとんど受けていない。また、バングラデシュと言えば、援助依

存国として名を馳せている。しかし、政府開発支出に占める援助の割合は、1980年代末ま

では100％近かったものが最近では約40％まで急速に低下している。毎年４月にパリで開

催される債権国会議で援助額が決まるまで国内予算が組めないといった異常な事態は、大

きく改善されてきたといえる。 

 輸出品は長らくジュートに偏ってきたが、1980年代半ば頃から縫製工業が急速に台頭し、

輸出総額に占めるシェアは 1998 年に 70％を超えた。縫製工業の意義は、外貨獲得にとど

まらず、若年の女子に雇用機会を提供した点も大きい。縫製工場における女子労働者数は

130～150万人と推計されている。ダッカ市内では朝夕、原色の派手なサリーを着飾った若
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い女性が多数歩いて通勤していく光景がみられるが、このような事態は、つい最近までは

想像さえできなかったことである。伝統的に女性が外で働く機会が著しく少なかったこと

を考えると、中長期的な「開発」にとって、この変化の持つ意味は過小評価できない。 

 また、食料生産についても、1980年代以降、管井戸灌漑の急速な進展に伴って、改良品

種、化学肥料などが普及し、1990年代初頭にはコメ自給を達成した。1992年から1994年

にかけては、米価が暴落する事態さえ生じた。その後、1990年代前半には食料生産が停滞

して懸念されたが、1990年代後半には急速に回復し、長期の増産トレンドに回帰している。

なお1998年には大洪水に見舞われ、雨期の稲作が大きな被害を受けたが、乾期稲作や小麦

の増産がそれを埋め合わせて余りあるものとなったことを付記したい。 

 1980年代以降の経済発展を最もよく表わすものは、実質米価の低下、農村実質賃金の上

昇であろう。1970年代末の実質米価を100とすると、最近では70以下まで低下している。

また、1970年代末の農村実質賃金を100とすると、1980年代半ばに大きく改善され、1990

年代末までには60～70％も上昇した（図表２）。 

 また、識字率、乳幼児死亡率などの社会指標をみると、例えば成人識字率は男50％、女

27％、乳幼児死亡率は104パーミルであり（いずれも1997年）、あまり良くないと言わね

ばならないが、それでもかなり急速に改善してきたのである。また上述のように、家族計

画の普及に伴って人口増加率も 1.7％まで急速に低下してきた。女性の初婚年齢も、つい

最近まで13歳くらいであったが、最近は17～18歳まで上昇している。北海道の約1.8倍

の狭い国土に我が国とほぼ同数の１億2,800万人を抱える超人口過密国であるが、人口問

題の解決にようやく薄日が差してきたといってよいであろう。 

 

３．経済発展の問題点と構造的制約 

 

（１）経済発展の問題点 

 しかし、急速に改善が進んだとはいえ、バングラデシュ経済は様々な問題を抱えたまま

である。 

 第１に、産業構造の高度化が進まないことである。ＧＤＰシェアをみると、農林水産業

が1950年の65.2％から低下を続け、1999年には31.5％に達したのに対し、製造業が3.9％

から11.2％への微増にとどまり、サービス業など第３次産業のみが肥大化してきたという

点である。製造業のシェアは 1975 年に既に 10.5％を記録しており、それ以降、ほとんど
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伸びが止まっている点が特に問題である。上述のように、1980年代半ば以降の縫製工業の

成長には著しいものがあったわけであるが、製造業全体としては顕著な成長を遂げておら

ず、経済成長のエンジンとしての役割を果たしていない。換言すれば、縫製業以外の製造

業が不振であり、特に縫製業の国内付加価値率が30％にとどまる事実に象徴されるように、

裾野の広い工業化が一向に生じていない（更に問題は、縫製品輸出が国際的なクォータに

守られたものであるという点である。2005年にはクォータ廃止予定であり、その対応も迫

られている。）。 

その帰結が、相変わらず厳しい労働・雇用情勢である。1996 年労働力調査に基づいて、

幾つかの指標をあげてみる。一つには失業率であり、完全失業率は 2.5％にすぎないが、

調査前１週間の就業時間が14時間以下を「実質的」失業、15時間以上34時間以下を「不

完全就業」とすると、両者の合計は38.6％にも達する。男だけをとると13.7％にとどまる

が、女だけでは 78.9％にも達し、女性就業者の大多数が半失業状態にあるといってよい。

もう一つには公共部門、民間組織部門、民間非組織部門別の就業構造である。全体で公共

部門 4.2％、民間組織部門 8.8％、民間非組織部門 87.0％であり、また農林水産業を除い

たとしても、公共部門 10.5％、民間組織部門 21.3％、民間非組織部門 68.2％であり、い

わゆるインフォーマル・セクターが非常に大きいと言える。また、バングラデシュの特徴

は、ダッカなど大都市だけでなく、中小都市を含む農村部にも多くの「雑業」就業機会が

存在し、農村の土地なし世帯や零細農家の雇用を吸収している点であろう。バングラデシ

ュの都市人口率は30％に達していない。こうした事態は、バンコクへの一極集中が進んだ

タイとは対照的と言えるかもしれない。 

 第２に、第１の点に関連することであるが、チッタゴンとダッカに輸出加工区を設けて

奨励しているにもかかわらず、海外直接投資の流入が著しく少なく、また停滞していると

いう事実である。やや数字が古いが、1996年６月の外資系企業の登録総数は、輸出加工区

の 91 件を除くと 596 件にすぎない。世界銀行データによって、1996 年の直接投資受入額

の対ＧＤＰ比率を主要アジア諸国についてみると、バングラデシュではわずか0.07％であ

り、マレーシア（6.75％）、中国（5.43％）はもとより、スリランカ（1.79％）、インド（1.64％）、

フィリピン（1.41％）、インドネシア（1.38％）、タイ（1.20％）、パキスタン（0.60％）な

どに比較しても、文字どおり、桁違いに低いことが分かる。なお1996年以降、バングラデ

シュへの直接投資は減少気味に停滞していることを付記したい。 

 第３に、毎年のように多額の赤字を垂れ流している国営企業の問題である。問題の国営
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企業は、ジュート、綿など繊維、鉄鋼といった製造業のほか、電力部門にもある。赤字の

規模は、対政府財政赤字比にして、1992年、1993年、1997年にそれぞれ21％、18％、18％

にも達した。そもそもバングラデシュの工業化の歴史を振り返ると、英領植民地からパキ

スタンとして独立した直後には、カルカッタの後背地としての純農村であり、工業化は主

にパキスタン時代に進展したが、その過程で西パキスタン系資本による支配という構造が

出来上がった。したがって、1971年のパキスタンからの独立に伴い、政府による西パキス

タン系資本の接収＝国有化が断行されたのは、当然の成り行きであった。また、ナショナ

リズムによって国有化された製造業は、大きな経営非効率を抱えることになったのも、当

然の帰結といえよう。更に国営企業における強い労働組合の存在、またそれと結びついた

政党利害が、問題の解決を著しく困難なものにしてしまっている。 

 第４に、改善されたとはいっても、依然マクロ経済指標はあまり良くないという事実で

ある。前掲図表１によれば、貯蓄率はまだ８％強にすぎず、したがってＩＳギャップは依

然として大きく、また同様の事態は、財政収支、貿易収支についても言える。 

 また金融セクターが極めて悪い。元凶は、意図的債務不履行である。農業・農村金融の

債務不履行率が高いのはアジア共通の現象であるが、都市の基幹セクターまで悪いという

のは珍しいのではないか。意図的債務不履行は製造業部門にも蔓延しており、およそ健全

なビジネス環境が整っていないと言わざるを得ない。 

 人々の納税意識も極めて低い。最近出た世界銀行レポートによると、所得税の56％がわ

ずか731人の個人により納められており、また法人税の55％がわずか300社（28,500社の

1.1％）によって納付されているという。担税能力のある富裕な個人・法人の圧倒的多数が

納税を非合法的に逃れているのである。したがって、政府の租税収入の58％がいまだ輸入

品に対する税（関税、ＶＡＴなど）となっている。輸入品といっても、その中には多くの

援助物資が含まれていることを考えると、やはりバングラデシュは援助で成り立っている

と言えなくもない。 

 第５に、道路、港湾、通信、エネルギーなどのインフラの弱体である。 

もっとも道路については、バングラデシュの困難な自然条件に起因する天災という面が

強い。バングラデシュは、その国土の大半が、ベンガル・デルタという世界最大規模の低

平なデルタ地帯にある。毎年のように繰り返す洪水は、経済発展にとって非常に重要な道

路網の建設・維持という課題に対して、極めて大きな負担を強いている。まず道路を建設

するのに、洪水をかぶらないよう、２～３メートルの盛り土をしなければならない。しか
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し、それでは洪水の抜け道を遮断することになるので、多数の架橋やカルバート（土管）

の埋め込みが必要になる。にもかかわらず、洪水のため毎年のように道路は傷み、補修を

繰り返さなければならない。 

また、デルタの地形的特徴は、石材の欠如という事態をもたらしている。石材が確保で

きないので、焼いたレンガを細かく砕くという作業が必要となり、極貧世帯の女性がよく

道端でレンガを砕く姿を見かけるのはそのためである。 

更に、エネルギーについては、バングラデシュには天然ガスを除いて、天然資源がない

という不利な条件もある（おかげで尿素肥料は、自給のみならず、輸出までしている。）。

しかし、インフラ整備に当たっての最大の問題は、やはり必要な財政力の欠如、そして公

共料金支払いに対する国民の根強い忌避感といった問題であろう。 

 第６に、観光資源に恵まれていないことである。ダッカやチッタゴンに多少遺跡がある

が、隣国のインドに比較すると足元にも及ばない。山は、東端のチッタゴン丘陵地帯を除

いてないといってよく、またチッタゴン丘陵地帯は、少数民族問題を抱え、これが外国人

観光客に開放する状況ではない。ビーチは、チッタゴンの南のコックス・バザールにある

が、おせじにも美しいとはいえず、バングラデシュの新婚カップルが好んで訪れる程度で

ある。またバングラデシュには、ひとたび地方に出ると、外国人観光客が泊まりたくなる

ようなホテルはなく、レストラン、外貨を換金できる銀行もほとんどない。これが外国人

だけでなく、そもそも観光客が極端に少ない原因であり、結果である。バングラデシュ観

光公社の標語がまた印象的である。Visit Bangladesh Before Tourist Comesなのである。

いまだ『地球の歩き方』シリーズにバングラデシュ版が欠けているのには、それなりの理

由があるものである。 

 

（２）構造的制約 

 バングラデシュの貧困の原因を列挙することは、比較的容易であろう。著しく高い人口

密度と更に増え続ける人口の問題、毎年のように繰り返す洪水に代表される厳しい自然環

境条件、英国やパキスタンによる「植民地」支配の後遺症、等々である。しかし、いみじ

くもマロニーが喝破したように（Malony, C., Behavior and Poverty in Bangladesh, Dhaka: 

University Press Limited, 1986）、これらの要因はせいぜい派生的なものにすぎず、真の

要因は、（文化決定論との謗りを受けることを覚悟で言えば）彼が外交辞令を込め婉曲に表

現した「プラグマティックな個人主義」というベンガル・ムスリムの行動様式にあると考
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えている。端的にいえば、規律、自己抑制、社会性の欠如、また広く蔓延する非協調的な

行動原理である。 

 

①ホルタルについて 

 議論をわかりやすくするために、バングラデシュの経済発展を阻む明白な要因となって

いるホルタル（ゼネスト）を取り上げる。ホルタルとは、野党や労働組合などが多用する

政治戦術のことであり、これが宣言されると、公共交通機関のみならず、自家用車を利用

することもできなくなる。自家用車で外に出ると、ホルタルを宣言した暴徒化した勢力に

よって、車が破壊されたり燃やされたりするからである。こうしてリキシャと呼ばれる人

力車、テンプーやベイビーと呼ばれる動力の小さい公共交通機関を除き、全国規模で交通

が麻痺してしまい、社会経済活動が停止を余儀なくされるのである。更に商店なども、ホ

ルタルの最中に開店していると、暴徒に襲撃されたりする。また、チッタゴン港の港湾労

働者のストもしばしば発生する。 

 問題は、ホルタルが頻繁に強行されることである。また半日、１日といった短期だけで

なく、72時間（３日）といった長期も多い。こうした事態が、様々なところに破壊的影響

を及ぼすことは明白である。 

 第１に、納期の遵守が絶対条件となる輸出産業である。海外直接投資が伸びない最大の

原因はホルタルにあるといってよいであろう。港湾労働者のストも同様の影響を与える。 

 第２に、週休２日制で、ただでさえ休みが多い上に、頻繁にホルタルが宣言されると、

休日が異常に多くなり、企業の収益性を圧迫する。 

 第３に、観光業への影響である。ホルタルがいつ宣言されるかわからず、しかも頻度が

高いとなると、パック旅行など組めなくなる。 

 また、ホルタルが実施されると、空港と市内を結ぶ足も奪われる。空港で夜を明かす人

も多く、また逆に空港に向かう外国人が、救急車を呼び、それに乗って空港に行くといっ

た非常手段もとられる。救急車であれば、さすがの暴徒も襲えないからである。 

 与党や企業家などは、こうしたバカバカしいホルタルを止めるよう、しばしば声を大に

する。しかしホルタルはなくならないのである。端的な例を挙げると、1991年に政権につ

いたＢＮＰ（バングラデシュ国民主義党）政権は、最大の野党勢力であるアワミ連盟に対

し、ホルタル禁止を訴え、自らは絶対にホルタルを行わないと宣言したが、1996年に野党

に転落するや確約をいとも簡単に破棄し、ホルタルをしばしば強行し、与党のアワミ連盟
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の足を引っ張る事態に陥っている。ホルタルという闘争手段を破棄できないのは、それ以

外に有効な与野党の利害調整の場のないため（労働組合と雇用主の関係も同様）であるが、

そもそもそういう場のないこと自体が、非協調的な行動様式の根強さを物語るものである。 

 こうした行動様式がいかに庶民レベルまで貫徹しているかを示す例を挙げよう。バング

ラデシュ農業発展の原動力になってきたものに管井戸灌漑がある。浅管井戸は、灌漑能力

が４～５ヘクタール程度で極めて小規模である。筆者の調査によれば、灌漑先進地域では、

1990年代初頭までにほぼ管井戸が普及し尽くし、灌漑率が100％近くに達した。管井戸の

所有者は、自分の耕作農地を灌漑するだけでなく、売水や借地を通じて灌漑面積を広げた。

しかし、1999年に再調査したところ、管井戸の数が倍増しており、浅管井戸の平均灌漑面

積が半減して多くの管井戸経営が赤字に転落するという事態が発生していた。深管井戸は

コスト安で、低い価格で売水している。しかし、深管井戸の灌漑域内に農地を所有する何

人かの農民は、深管井戸が設置された以降、わざわざコストの高い浅管井戸を購入して設

置し、灌漑していた。理由を尋ねると一様に「深管井戸の所有者がきちんと配水してくれ

ない。彼は自分の都合だけを考えて灌漑するだけだ。」と強い不満を漏らす。深管井戸の所

有者が浅管井戸よりも 20％も低い価格で売水していた理由も、「それ以上引き上げたら、

もっと多くの農民が浅管井戸を設置するからだ。」という。要は、深管井戸による売水の実

効価格は、取引費用を考慮すると決して安くなく、農民が合理的に行動していることにな

る。しかし、社会的にみると、明らかに非効率に基づく損失が発生している。農民間でう

まく調整しさえすれば回避できる問題だからである。ごく一般の農民も基本的に非協力的

であり、調整する場を設定することさえできないというのが実態である。この非効率を生

む構造は、ホルタルと全く同じである。 

 

②開発独裁を拒否する国民 

 バングラデシュは1991年に民政に移管したが、1970年代末から1990年代初頭までは軍

政であった。しかし文字通りの軍政とは言い難く、言わば軍人政権であった。というのは、

ジアウル・ラーマンにせよエルシャドにせよ、クーデターで政権を奪取してすぐ政党を結

成して選挙を実施し、「民政化」しているからである。軍による権力機構の全面掌握の期間

は短い。これは、露骨な権力支配に対する国民の拒絶を、権力者が敏感に感知しているこ

とを示すものである。ここにも個人主義を垣間見ることができる。 
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③産業資本家が生まれにくい風土 

 産業資本家は、長期的利潤の獲得をめざして設備投資を積極的に行う。バングラデシュ

では商業資本家は多いが、産業資本家は少ない。パキスタン時代に西パ資本に牛耳られ、

また独立後も製造業が発展しないゆえんである。また労働者も、権利ばかり主張して、組

織の目的に向け真摯に働くということが極めて少ない。 

 

④行政機構と村落社会 

 組織の目標に向け真摯に働くことがないという点は、公務員の世界で端的に発現する。

例えば小学校教師の１日の平均勤務時間が２～３時間という推計もあるほど、働かない。

それほど給与は高くないが、楽して雇用が保障されるので、皆公務員になりたがる。バン

グラデシュの官僚機構の腐敗と非効率は目に余るものがあり、近年ではドナーはＮＧＯを

通して援助案件を実行する傾向がある。 

 地方行政は、極めて脆弱である。人口２～３万人の単位にはじめて行政村があり、しか

もそこには村長と村議会議員と警備員以外に、事務方は書記１人だけである。世帯数 300

～500 戸に達する自然村に何の行政機構もない。明らかに「過小」であり、これではとて

もきめ細かい行政サービスなど期待できない。あるいは何かいい政策が考案されたとして

も、手足が奪われた状況ではどうしようもない。バングラデシュでＮＧＯが「はやる」ゆ

えんである。一つだけ例示しておくと、大手ＮＧＯの Bangladesh Rural Advancement 

Committee (ＢＲＡＣ)は、1996年現在、22,000を超える自然村に34,000以上の非公式小

学校を経営し、政府に代わって初等教育を施している。バングラデシュの官僚制の特徴を

一言で言えば、「小さくて非効率」な政府である。世界銀行の言うように、国営企業をはじ

め、非効率な公共部門を縮小することが重要であるが、同時に過小な公共部門をどう育成

していくかというより根本的課題があると考えている。 

 なぜ行政村がもっと下位レベルまで下り、住民に身近な存在にすることができないのか。

実は、英領期1910年代に行政村が創出されるのであるが、当時から必要経費を賄うための

徴税に苦悩していたのである。徴税額は、農業日雇賃金以下のノミナルなものであるにも

かかわらず、住民が納税を極度に嫌う。したがって、行政村は脆弱なままとどまってきた

のであり、約１世紀経過した現在でも、1910年代当時の問題がそのまま持ち越されている

点に驚かされる。その背景には、特異な村落社会構造があるとみている。いわゆる日本の

ムラのような強固な組織はおろか、東南アジアに観察されるような相互扶助と協力を是と
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する緩やかなコミュニティーすらない。「寄り合い」はもちろん、村を挙げての祭りも存在

しないのである。上述の管井戸の話の背景にはこういった事情がある。 

 役人の腐敗体質も、国民の（嫉妬心が入り混じった）不信感を助長させている。警察が

トラックなどを止めて「たかり」、物流を妨げているのは有名な話である。税関職員、水道・

ガス・電力関係の職員の構造的汚職も同様である。援助小麦を扱う部署、その他挙げれば

きりがない。意図的債務不履行問題の背景に、銀行員のモラル・ハザードがあることも指

摘できる。組織の目的に向け真摯に働くどころか、組織的に「さぼり」「くすね」「たかり」

をしているからお手上げである。ドナーがＮＧＯに期待する気持ちは十分に分かる。 

 以上述べた事態の原因を、全て非協調的行動又は規律のなさなど言わば文化的要因に求

めるのは行きすぎかも知れない。しかしそういう事実があり、それがバングラデシュの経

済発展や社会福祉の増進を阻害する最も根本的な要因になっていることは間違いない。 

 

４．おわりに 

 最後に、ＮＧＯの活動をどう評価するか、とりわけマイクロ・クレジット（ファイナン

ス）について若干述べ、結論にかえる。 

 マイクロ・クレジット(ＭＣ)は、有名なグラミン銀行の「成功」以来、世界的に注目を

浴び、本家バングラデシュでは「ＭＣの洪水」とでも言えるような状況である。確かに、

ＭＣは貧困緩和に顕著な役割を果たした。しかし、ここで強調したいのは、その貧困緩和

メカニズムに大きな誤解があるのではないかということである。つまりＭＣ資金は何らか

の自営業に投下され、そこに生じる労働所得や利潤から（毎週の）返済が可能になり、同

時に貧困緩和が達成されると考えられているが、実態はかなり異なる。返済は、既に存在

する夫などの定期収入によって充てられているケースが圧倒的に多い。逆に言えば、定期

収入のない家計の女性はＭＣから排除（自発的な場合も含む）されている。言わばＭＣは、

定期収入があり、貧困からの脱却の可能性が出てきた家計の貯蓄を奨励する役割を果たし

ていることになる。ＭＣは「将来の貯蓄の前借り」にすぎない。 

 一例を挙げると筆者の調査村では、手織物職人の妻がグラミン銀行に多く加入している。

手織物職人は１週間に１度、出来高の賃金を受け取る。かつては給料日になると仲間で町

に出かけ、映画など娯楽に費消していたが、妻がグラミン銀行に入った途端、町に出かけ

なくなり、更に労働時間を延長し、より多くの賃金を獲得するようになったという。言う

までもなく、ＭＣの返済資金を稼ぐためである。 
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 こうした状況では、ＭＣの資金は、言わば何に使っても構わない。何か自営業を始めて

もよいし、地主に貸して土地用益権を得て飯米を確保してもよいし、息子の教育や娘の婚

資金に使ってもよい。要は、時と場合に応じて柔軟に利用すればよいのである。通説と全

く逆行するが、グラミン銀行の「成功」の一因として、資金使途などを余り監視しないと

いうことが重要と考えている。 

 以上より、ＭＣの限界も明らかである。定期収入をもたらす非農業就業機会が発達して

いない村、そして発達している村でもそういう機会を獲得する能力に欠けた最貧層には、

効果的でないということである。前者ではインフラ整備がより重要になろうし、後者では

小麦配給など福祉事業、あるいは小口の貯蓄機会の提供（マイクロファイナンス）などが

より有効である。 

 バングラデシュではＮＧＯがはやっている。しかしＭＣ偏重は見直すべきであり、また

行政が本来責任を持つべき分野まで進出するのはどうか。行政機構の腐敗と非効率を考え

るとやるせないが、やはり効率的な行政機構を育成することが正道ではないか。 

 バングラデシュの事例は、政府規制を撤廃すれば市場機構が正常に働くという考えが大

きな誤りであることを示している。広い意味での公共財を効率的に提供して基礎的環境を

整え、また人々の間の信頼感といった言わば共同体原理によって補完されなければ、市場

は本来の機能を十分に果たすことができないのである。 
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（質疑） 

 

［  原  ］ インフラ整備が全然進んでいないのは、デルタではやりようがないという

ことか。 

［ 藤田 ］ いや、進んではいるのだが、毎年のように洪水でやられる。だから、維持

費が非常にかかる。援助小麦を原資にした土木事業で維持しているのが現状である。 

［ 柳原 ］ バングラデシュは、マイクロファイナンスの本場であるが、女子初婚年齢

や中等教育就学率にも影響しているという理解でいいのか。また、全体としてどの程度の

インパクトがあるのか。あるいは今後、どの側面にどれだけ影響を持ち得るのか。 

［ 藤田 ］ マイクロファイナンスが女性の社会的地位向上に寄与したのは事実である

が、初婚年齢上昇への影響はかなり疑問である。むしろ、縫製工業の勃興の方が大きいの

ではないか。中等教育就学率についても、ドナーによる授業料免除プロジェクトなどの影

響の方が重要であろう。 

 現在、全国の貧困世帯 約 960万世帯のうち 約 600万世帯がマイクロファイナンスの影

響下にある。この数字は驚異的である。しかし、貧困人口率などマクロ指標で見る限り、

インパクトは微小である。マイクロファイナンスは「将来の貯蓄の前借り」にすぎず、付

加価値創出力は小さいのではないか。経済を引っ張る原動力というより、経済成長に引っ

張られて初めてその効果が現われるといった性格のものではないか。 

［ 今川 ］ ホルタルというもの、大変興味深く感じた。イスラムだからラマダンもあ

り随分休みの日が多いのに、更に休日が増えると困る。イスラムに関連して言えば、英領

インドから分離独立したとき、バングラデシュはパキスタンの一部であった。そこで教え

て欲しいがパキスタンとバングラデシュは今や全く別という意識なのか、あるいは独立し

たとはいえ、宗教も同じで、インドに対する立場などからして、両者は特別な国家間の感

情で結ばれているのか。 

［ 藤田 ］ バングラデシュとパキスタンの唯一の共通項は宗教である。あとは何もな

かったわけで、むしろなぜ一緒になったか不思議なくらいである。 

 パキスタンから独立する際インド軍の支援を得た経緯もあり、現在のアワミ連盟政権は

インド寄りである。ただし、インドに対する国民感情は概して悪く、政党にとって親イン

ド的というレッテルを貼られると致命的である。しかし、パキスタンに対する感情は、実

質的な植民地支配を受けた経緯からして、インドより良いかといえばそうではない。 
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［ 下村 ］ 私の持っていた素朴なイメージが大分修正を迫られた。２つ質問したい。

１つは、「特異な村落社会構造」との関連で、寄り合いや祭りがないという非常に興味深い

話があった。これはベンガル社会特有の現象か。またこれは、コミュニティーにより貧困

層を支え、取り込む包容力が小さいことを意味するものか。 

 もう１つ。かつてバングラデシュの絶望的イメージの中心にあったのが、土地が有限で

人口は増え続け、土地なし農民が急増するという事態だったが、今は改善されているのか。 

［ 小松 ］ 下村先生の質問とも関連するが、「停滞するバングラデシュ」というイメ

ージは、1990年代に随分変わり、その勢いは継続している。強靱な経済構造、強靱な農業

部門に転換したと理解していいか。 

 また下村先生も言われたが、近代的システムもなく、我々が想像するような村落共同体

のシステムもないとしたら、一体どんな社会システムが存在するのか。 

 関連して、マイクロファイナンスは600万世帯というが、それは一体何を意味するのか。

600 万世帯もサポートされているならば、それが機能するような社会システムがあるよう

に思う。また単に従来の未組織金融、すなわち高利貸金融や商人金融が代替されただけの

ものではなく、そこに金融的発展があると考えればよいのか。 

［ 藤田 ］ まずバングラデシュの悲惨なイメージが完全に払拭され、強靭な経済体質

になったかどうかという点。農業は、「緑の革命」で相当しっかりしている。そのため、実

質米価は下落し続けている。また、人口増加率の低下や農村内農外就業機会の増加もあい

まって、農業労働者の実質賃金も上昇している。基本的には、マルサスの罠から脱出した

といってよいのではないか。ただ経済構造が強靱とは言えない。特に製造業が非常に弱い。

縫製工場しかない状況である。海外直接投資も完全に頭打ちである。 

 コミュニティーの性格だが、対バングラデシュ援助の経緯を振り返るとよく分かる。Ｎ

ＧＯは最初、村全体を対象に援助を試みたが、組合などを全村で組織したら、上層農が私

物化して貧困層に届かないという問題に直面した。それで現在、マイクロファイナンスが

典型的だが、ターゲットアプローチと言われる、貧困層だけを組織する開発戦略をとらざ

るを得なくなっている。例えば、葬式、結婚式は、村の中で共同で行われるが、その単位

の細分化に歯止めがかからない。村の相互扶助機能もほとんどない。マイクロファイナン

スは、基本的に個人主義で、５人グループの相互監視と相互扶助で成り立っていると言わ

れるが、実態は怪しい。 

 バングラデシュの農村金融は、いまだ非組織部門が圧倒的である。しかし高利貸のイメ
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ージとは全く異なる。ごく一般の村人がごく一般の村人に高利で貸すのが実態で、しかも

ある論文で書いたが、一般に貧乏人が金持ちに貸す。しかも額が大きく、貧乏人の年所得

に相当するような額である。1980年代以降の経済成長のトリクルダウン効果がかなりあり、

それが貧困層の間でさえ貯蓄余力を生んだ。マイクロファイナンスは、そういう貧困層の

貯蓄余力の上に初めて成立したというのが私の仮説である。 

［ 成相 ］ クアラルンプールで、友人の中国人経営のワコールの工場へ行ったことが

あるが、平均16歳のバングラデシュの女の子100人ぐらいがブラジャーをつくっている。

感動的なシーンである。聞いてみると、大部分を送金している。一般に海外出稼ぎによる

送金は、消費に回ってしまうのか、あるいは投資に振り向けられるのか。 

［ 藤田 ］ 出稼ぎ送金の使い道だが、出稼ぎ費用の調達方法から話を始めなければな

らない。大体は土地を質入れした金で出稼ぎに行く。月利５％といった高利である。帰国

後、借金を返済して土地を取り戻し、余った金でもっと土地を買うか、あるいは住宅を建

設する。小さな商売を始めるということも多少ある。 

［ 小島 ］ 2 つ質問がある。第１に、経済における農業の位置づけ。1999年のＧＤＰ

シェアは31.5％であるが、就業者比率では51％である。農業への分配が大きすぎる。一般

に、50％の就業者比率だとＧＤＰ比率は20％以下になるが、統計上のマジックなのか。 

 第 2に、大卒以上の失業率が圧倒的に高い。バングラデシュは、私の記憶によると、高

等教育進学率が７％前後ではなかったかと思う。インドが９％程度である。世界銀行の統

計で見る所得水準からいうと非常に貧困であるが、過剰高等教育と思われるくらい進学率

が高いという印象を前から受けていたが、都市でも農村でも大卒以上の失業率が極めて高

いにもかかわらず大学へ行くというのはどういうことか。 

［ 藤田 ］ まず、確かにＧＤＰシェアにしては農業の労働力シェアが他国に比べ低過

ぎる。しかしバングラデシュでは、女性は、田植えとか収穫に一切参加せず、ポストハー

ベスト、牛の世話、家庭菜園などに限定される。その半失業的な状況にある彼女らを労働

力と数えるか否かが問題となる。労働力と数える新定義に基づくと、女性の農林水産業就

業者数は急増し、それに伴って農業の労働力シェアが63％となって、かなり常識的な数字

に近づく。しかし新定義は、他のアジア諸国に比べて女性の労働参加程度が明らかに小さ

いバングラデシュの現実を考えると、必ずしも妥当と言い切れない。 

 次に、大卒以上の失業率が非常に高いのに、なぜ大学に行くのかという話。一般に農村

の上層農の息子や娘は、かなりの高等教育まで受けるが、目指すは脱農であり、公務員が
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最も理想で、民間組織部門に給与所得者として入れれば成功である。仕事をあまりせずと

も安定した収入が得られるからである。社会的地位も高い。 

 また実は、海外出稼ぎ労働者の予備軍が彼らである。条件の悪い就業機会ならあるが、

そんなものには就きたくないと、いい就業機会を探して待っている。そして待機中にとり

あえず、海外に出て働くわけである。 



図表１　　主要マクロ経済指標
（対ＧＤＰ比、年）

1973 1976 1983

-75 -81 -90

1人当たりGNP($) n.a. n.a. n.a. 279 280 283 294 324 341 348 350 n.a.

人口増加率(%) 2.5 2.4 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a.

粗国内貯蓄 -0.1 1.1 2.4 4.1 5.8 7.0 7.5 8.2 7.5 7.5 8.6 8.4

粗国内投資 5.5 12.7 12.9 11.5 12.1 14.3 15.4 16.6 17.0 17.3 17.8 18.5

　 公共投資 2.0 6.1 6.2 5.7 5.5 6.4 7.6 7.2 6.3 6.5 6.6 7.0

　 民間投資 3.5 6.6 6.7 5.8 6.6 7.8 7.8 9.4 10.7 10.8 11.2 11.5

貯蓄・投資ギャップ -5.6 -12 -11 -7.4 -6.3 -7.3 -7.9 -8.4 -9.5 -9.8 -9.2 -10

政府歳入 5.1 8.3 8.5 9.6 10.9 12.0 12.2 12.1 11.9 12.2 12.1 11.9

政府歳出 13.5 15.8 15.2 16.8 16.8 17.9 18.2 18.9 17.2 17.3 17.5 17.2

財政赤字 -8.4 -7.5 -6.7 -7.2 -5.9 -5.9 -6.0 -6.8 -5.3 -5.1 -5.4 -5.3

ADP援助依存度(%) n.a. n.a. n.a. 99.8 77.4 78.4 57.9 57.0 48.2 47.4 43.3 n.a.

輸出 4.3 4.9 6.3 7.3 8.4 9.8 9.8 12.0 12.2 13.5 15.2 15.9

輸入 11.2 16.6 16.8 15.0 14.8 16.8 16.2 20.2 21.6 21.8 22.1 n.a.

貿易収支 -6.9 -12 -11 -7.7 -6.4 -7.0 -6.4 -8.2 -9.4 -8.3 -6.9 n.a.

経常収支 -2.6 -5.0 -3.9 -4.2 -2.4 -2.6 -1.6 -3.7 -5.0 -1.6 -1.5 n.a.

外貨準備(億$) n.a. n.a. n.a. 8.8 16.1 21.2 27.7 30.7 20.4 17.2 17.4 17.4

海外債務(億$) n.a. n.a. n.a. 129 132 136 154 168 152 150 159 n.a.

債務返済比率(%) n.a. n.a. n.a. 12.6 9.0 11.2 12.9 11.2 10.7 9.5 7.9 n.a.

為替レート(Tk/$) n.a. n.a. n.a. 35.7 38.2 39.1 40.0 40.2 40.9 41.7 45.5 47.9

CPI上昇率(%) 41.9 9.5 10.1 8.9 5.1 1.4 1.8 5.2 4.1 3.9 6.4 n.a.

工業労働者実質賃金
(1970＝100)

預金実質利子率(%) -38 -4.7 -1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

借入実質利子率(%) -31 2.0 4.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

金融深化(M2/GNP) 15.8 15.2 24.2 30.0 31.5 33.3 35.3 36.1 35.1 36.1 36.1 34.2

(注１）会計年度は、７月～６月。

(注２）政府歳入は一般会計収入、政府歳出は一般会計支出と開発支出（ADP）の合計。

〔出所〕1990年まで：　Hossain, A., Macroeconomic Issues and Policies: The Case of Bangladesh , Sage Publications, 1996,

                　    pp. 90-91, 94-95.

    　  1991年以降：　Ministry of Finance (Gov. of Bangladesh), Bangladesh Economic Review 1999  (Bengali).

      

図表２　農業労働者実質賃金の推移

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

56 74 102 107 107 113 114 111 114 120 122 n.a.

〔出所〕1950～1979/80年：Khan,A.R., "Real Wages of Agricultural Workers in Bangladesh", In Khan,A.R.

      and E.Lee ed, Poverty in Rural Asia,  ILO (ARTEP), 1984, p.190

          1973/74～1995年：Sen,B., "Poverty and Policy", In Centre for Policy Dialogue, Growth or

      Stagnation?  : A Review of Bangladesh's Development 1996,  University Press Limited, 1997,p.152.

      1994/95～1996/97年：BBS, Monthly Statistical Bulletin of Bangladesh.  BBS, 1992 Statistical Year-

      book of Agricultural Statistics of Bangladesh,  pp.156-58.

      以上の資料に基づき、松島陽子（東京大学大学院農学生命科学研究科・農業資源経済学専攻博士課程２年）作成。
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 65,607㎞2 

２． 人 口 1,877万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 157.1億米ドル（98年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 837米ドル（98年） 

５． 経 済 成 長 率 4.7％（98年） 

６． 物 価 上 昇 率 9.4％（98年） 

７． 失 業 率 9.1％（98年） 

８． 通 貨 ルピー 

９． 為 替 レ ー ト 
１米ドル＝67.78ルピー（98年末値） 
１ルピー＝1.74円（98年末値） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
47.4億米ドル（98年） 
58.9億米ドル（98年） 

11． 外 貨 準 備 高 1,194百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
2,538億ルピー（98年） 
25.0％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第４節 「女性による経済活動と民族対立が引き起こす経済問題」：スリランカ 

 龍谷大学経済学部 教授 

中 村  尚 司 

１．はじめに 

 現代スリランカ経済には、大きな特徴が二つある。まず一つは、女性による経済活動へ

の参加である。もう一つは、国内の民族対立が引き起こしている経済問題である。この二

つの問題をめぐって報告したい。 

 西洋近代の民主主義的な価値を代表する女性参政権を含む普通選挙制度と、それに基づ

く議会政治制度は、アジアでは異例に早く1931年に導入された。主要な党派の構成や国会

議員の顔触れを見ても、1930 年代の議会政治も 1950 年代の議会政治もそれほど大きな違

いはない。1942年 2月、日本軍により陥落したシンガポールを撤退するに当たって、イギ

リス陸海空軍が東南アジア軍総司令部を安心してスリランカに移駐することができたゆえ

んである。1978 年に国賓として来日したジャヤワルダナ大統領が皇居の晩餐会で、「もし

日本軍がスリランカに上陸作戦を始めれば、民族独立運動を進めていた我々は歓迎した。」

と述べた。しかし、それは昭和天皇に対するリップサービスのようなものである。その後、

私は大統領に直接インタビューしたことがある。あの発言は文字どおり受け取って間違い

ないかと確かめてもみたが、この話題に限って「私は耳が悪くて、あなたの声がよく聞こ

えない。」と韜晦されてしまった。 

 独立後の半世紀を振り返えると、スリランカ社会は大きく変貌した。独立前は、イギリ

ス植民地の優等生と言ってもよいくらい、英国的な価値が尊重されていた。しかし、シン

ハラ人やタミル人の民衆運動が武装蜂起を準備した1960年代以降に、社会変容が激しくな

り、世界各地で続出している地域紛争に結びついている。1970年代以降に、たびたび憲法

の改正が行われ、政体は自治領から社会主義民主共和国に変更された。国家元首は英国王

から、直接選挙によって選ばれるフランス型の大統領に変わった。司法制度の改革も進み、

最高裁判所が最終審となるよう改められた。ほぼ20年から30年遅れで、制度上は他のア

ジア諸国と同じような、脱植民地体制の国民国家になったと言えよう。公教育も法制も全

て、英語から公用語のシンハラ語とタミル語とに切り替えられた。 

 1960年における世界最初の女性首相の誕生ということは、イギリス統治時代にはほとん

ど考えられなかったことであり、イギリスの公文書館に行くと、最後のイギリス総督はこ

の女性に対する悪口を並べた文章を残している。その後も女性の行政官や政治家の活躍は
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拡大しており、現在では大統領と首相がともに女性である。植民地以前のシンハラ社会に

は一妻多夫制や妻方居住制などの慣習法もあり、元々女性の社会的な地位は低くなかった。

スリランカ人の遺産相続は、歴史的に男女の均分相続（末子の比重が高い）が行われてき

た。イギリスの植民地政府は、キリスト教に従えば一人の妻は一人の夫しか持てないと定

めて、一妻多夫制という慣習法を認めなかった。私が農村調査を始めた1960年代には、「大

きいお父さん」「小さいお父さん」と子供たちが呼んでいる家庭だとか、婚姻登録をしてい

ない家庭が随分多いので感心した。 

 1999 年 12 月現在、スリランカ社会におけるエリート供給源であるコロンボ大学では、

学長、事務局長、会計官吏、図書館長、医学部長、理学部長、法学部長など大学行政の主

要な担い手は女性である。事務職員についても、課長級職員９名中７名までが女性である。

教職員だけでなく、学生数も女性の比率がやや高い。その結果、医師や弁護士などの専門

職においても、女性の比重が高まっている。このような点は独立後の変化というより、む

しろスリランカ社会に固有の伝統と言うべきであろう。 

 スリランカの民族抗争が、ゲリラ戦から正規軍の対決へと様相を変えるに従って女性軍

人の参加も増えている。1997 年 6 月 23 日におけるペリヤマードゥ陣地（ヴァヴニヤ市北

部の軍事拠点）の攻防は、政府軍に持久戦を強いることになった。双方に約150名づつの

戦死者を出す、激しい戦闘であった。この日の払暁、「タミル・イーラム解放の虎（ＬＴＴ

Ｅ）」戦闘部隊の先陣を引き受け、戦端を切り開いたのは、勇猛で知られた女性兵士の小隊

であった。ＬＴＴＥ本部の公式発表によれば、1999年 12月 17日に激しい戦闘の末、北部

のパランタン政府軍基地を陥落させ大量の武器弾薬を捕獲するとともに、ジャフナ半島解

放の橋頭堡を確保した。この「絶えざる波動３」作戦で戦死した78名のＬＴＴＥ兵士のう

ち、31名が女性兵士であった。 

 インド総選挙の最中にラジヴ・ガンディ元首相を暗殺したのも、1994年のスリランカ大

統領選挙の最中にガーミニ・ディサナーヤカ候補を暗殺したのも、いずれもＬＴＴＥの女

性兵士であった。大統領選挙直前の1999年 12月 18日に、チャンドリカ・クマラトゥンガ

現大統領の暗殺を試み、30名を越える死者を出して自爆したのもまた女性の特攻隊員であ

った。スリランカ女性は、政治家だけでなく軍人としても男性以上の働きをするのである。

この不幸な事件にもかかわらず、12 月 21 日の投票においてもまた、現職の女性大統領が

再選された。 

 



 －71－

２．女性労働力に依存する経済構造 

 筆者が行ってきた実態調査に基づく知見によれば、植民地支配とともに貨幣経済が浸透

し、公的部門において英国政府方式のペイドワークが導入された。次いで、私的部門にお

けるプランテーション経済の創出とともに、女性労働力のぺイドワークが創出された。ス

リランカ社会の事例のように、公私両部門においては女性の社会進出が欧米や日本よりも

はるかに進展し、工場労働や海外出稼ぎ労働において女性労働力がペイドワークの主流を

成すにつれて、部分的ではあるが男性労働力（とりわけ失業者や潜在失業者）のアンペイ

ド化が生まれつつある。 

 よく知られているように紅茶生産は、スリランカの基幹産業であり、世界市場への最大

の供給源である。プランテーション農園の産物である紅茶、ゴム、ココヤシの三大輸出品

目に依存する経済構造は独立後も受け継がれた。無権利状態のプランテーション労働者（南

インドから移住してきたタミル人）と、英国又は英国風の中等教育を受けたプランターた

ちとの社会的な格差にも変化はなかった。コロンボの紅茶競売市場は、英国系の代理商社

が取り仕切り、敗戦国である日本やドイツの商社については1990年代まで競売への参加が

認められなかったほどである。 

 1970年代に、ほとんどのプランテーション農園が土地改革により政府に接収された。し

かし、公営のままでは生産性が低落する一方であり、再び1980年代後半に民営化が進めら

れた。他方、イギリス植民地時代からの階層化された指揮命令系統を重視する軍隊モデル

の労働組織は、官営化でも民営化でもほとんど変わらなかった。その基幹的な労働力は、

茶葉摘みを引き受けるタミル人の女性労働者である。 

 プランテーション農業の停滞とともに、輸出統計に占める紅茶の地位は徐々に低落して

いった。1990年代における第１の外貨獲得源は、海外からの直接投資を誘致した輸出加工

区の産業である。その中心である既成服の縫製業が、紅茶産業に取って代わった。ここで

も大量の未熟練労働力が雇用される点では、プランテーション農園と同じである。しかし、

プランテーション農園が家族単位の住み込み労働であるのに対して、自由貿易地帯の縫製

業では、単身の若年層女性労働力が90パーセント以上を占める。 

 縫製業に次ぐ第２の外貨獲得源は、アラブ産油国に集中する海外出稼ぎ労働者からの送

金である。1990年代には、労働力人口の１割近くを占めるに至った海外出稼ぎの７割以上

が、既婚女性の労働力である。政府の海外雇用局による調査では、女性出稼ぎ労働者の約

６割が夫と二人以上の子供を残して長期に西アジアで働いている。このように女性労働力
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の比重が高まってきたのが独立後の特徴である。独立前は海外からの移住労働が輸出産業

を担っていたが、独立後は輸出加工区や海外出稼ぎへと方向が180度転換した。 

 農業労働力も、工場労働力も、出稼ぎ労働力も、労働市場で商品化される労働力の基幹

部分は、もっぱら女性に頼るようになった。軍人や警察官など、1970年代までは男性に限

定されていた分野における女性労働力の進出も顕著である。しかし、村から農園へ、都市

の工場へ、更には海を越えて出稼ぎに行ったり、果ては戦場へ赴く女性労働者の苦難は、

ほとんど改善されていない。 

 しかし、彼女らはまぎれもなくペイドワーカーである。雇用労働者である女性がぺイド

ワークを引き受け、定職のない男性がアンペイドワークの家事労働を行う家庭は、もはや

例外的とは言えない。早朝から茶摘み労働に出るタミル人女性の家庭でも、工場労働に出

かける農村女性の家庭でも、子供を残して３年間、あるいは５年間と長期の海外出稼ぎに

出る女性の家庭でも、残された男性の家事負担が少なくない。主たる家計支持者である女

性とアンペイドワークを引き受ける男性との間で、さまざまな問題が発生している。女性

が基幹的な雇用労働力となり、出生率は1953年の3.87％から1996年の1.86％へと急速に

低下した。平均寿命は、1946年の42歳から1991年の73歳まで著しく向上した（図表１）。

男女別の数字が公表されていないので、推測にすぎないが、出生率と平均寿命の双方につ

いて、男性よりも女性の生活条件改善の方が、一段と顕著であろう。 

 他方、輸出商品作物とは無関係に、農村社会において水田、菜園、果樹園、畜産、内水

面漁業などに従事している人々の暮らしでは、性別にかかわりなく手間替え労働（アッタ

ンやカイマート）などの形態を取って、共的部門の経済活動が今日も重要な役割を演じて

いる。灌漑施設の維持管理労働はその典型例であり、植民地化以降のペイドワークでもな

ければアンペイドワークでもない。長い年月にわたる共同労働の経験を、次代の経済建設

にどのようにして活かすか、農村青年たちにとっては大きな関心事である。 

 欧米の大学に留学したエリート官僚や政治家の経済政策論争が、「市場経済か計画経済

か」をめぐって行われてきたのに対して、多くの農村女性は輸出商品生産の賃金労働や海

外出稼ぎではなく、農村で暮らし続ける共的部門の生活を通じて、自らの未来を切り開く

道を摸索している。言い換えると、農村社会において自営業のネットワークを組織しなが

ら、ペイドワークやアンペイドワークの呪縛から解放される展望を求めているのである。

しかし、このような形の共的部門再編の試みは始まったばかりであり、今後どのような進

路を取るか注目し続けたい。 
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３．言語をめぐる民族対立 

 独立後のスリランカ社会を大きく変える役割を果たしたのは、シンハラ語の公用語法

（1956年）である。英語を母語とするランシー人たちは、この島に展望を持てなくなりオ

ーストラリアなどへ移住した。1960年代までは英語を話せる者だけが、成人男性なら長ズ

ボンと革靴を着用し、女性ならタイトスカートとハイヒール靴を着用することができた。

逆に、シンハラ語やタミル語しか話せないものは、男ならサロン（筒状の腰巻き）、女なら

レッダを着る習わしになっていた。外見的に区別でき、何語で話しかけるべきか戸惑う必

要がなかった。しかし、今日でも、英語の優勢は変わらず、大学を卒業しても英語のでき

ない学生は、ほとんど就職できず、大半が失業者になっている。 

 現在では衣服を見て、使用言語を切り替えるというような判断は不可能になった。英領

時代には、英語社会と現地語社会とは整然と区分され、両者の接点も少なかった。だが、

シンハラ語やタミル語による公教育が進展すればするほど、英語をめぐる屈辱感は、植民

地時代には想像もできなかったほど拡大している。このような屈辱感も一律ではない。上

はイギリスやアメリカの知識人に会ってスリランカ英語の弱点を意識するエリートたちか

ら、下は街で英語の返事ができず黙ってしまう労働者や農民に至るまで、使用できる英語

の水準に応じて問題の性格も変わり、階層化されている。 

 英語を話す指揮官を除くと、戦場に行く軍人もまたたいてい英語を話さない農村出身者

である。エリート階層は、子弟を海外に留学させたりして、なるべく軍隊には行かせない

ようにしている。農村地帯へ行くと、軍人や警察官の戦死者を出した家庭が、その遺族補

償金で立派な家を建てている。あるいは、女性労働者がクウェートやサウジアラビアに出

稼ぎに行った家庭が立派な家を建てるという傾向が見られる。 

 英語の習熟度に対応して社会的な階層を上昇することができる暗黙の合意がある以上、

外国語の支配力は衰えない。1999年 12月 24日の朝刊に、スリランカの大統領がロンドン

に目の治療のために出発したという記事が出ている。大統領一家は、大統領を始め子供た

ちも海外の教育を受けてきた。けがや病気をするとロンドンに飛ぶということをごく日常

的にしている。大統領選挙の後にロンドンに飛ぶというようなことも、スリランカは医療

が非常に進んだ国だと言われている中で象徴的な記事である。 

 英語の支配力に敵意を燃やすシンハラ人の人民解放戦線（ＪＶＰ）やタミル人のイーラ

ム解放運動の諸党派は、いくたび軍事的な鎮圧を受けても再び社会的な勢力として甦って

くる。コロンボの政治家や実業家が英語で仕事を続ける限り、政府軍との戦闘において民
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衆の生命を犠牲にしているはずのＪＶＰやＬＴＴＥが、英語のできない島民大衆の支持を

受けるという皮肉な事態は変わらないであろう。 

 スリランカの仏教、ヒンドゥ教、イスラーム教の伝統は暴力を強く戒め、言語表現に重

きを置く。中でも大勢の人間が一斉に声を合わせ、信条の成句を朗誦することが大切であ

る。声帯の振動が空気の振動を呼び起こし、鼓膜の振動に共鳴する行為を通じての共同意

志の確認である。声帯から鼓膜へという身体的な行為としての言論が、皮膚を切り裂く身

体的な行為としての暴力に優越すると固く信じているのである。スリランカにおける伝統

的な村の境界は、手助けを求める「フー」という叫び声の聞こえる範囲である。 

 その伝統文化の中で、1970年に始まる武器を取って戦う運動の長期的な継続は、スリラ

ンカ近代史の経験をはるかに越えている。18世紀末にスリランカ島の沿海地方は、オラン

ダの植民地から英領に代わるが武力抗争は全くなかった。1815年に内陸部のキャンディ王

国が英領に併合されるが、併合条約の締結という形を取り、シンハラ王朝側の武力による

抵抗はなかった。2 年後に一部の貴族が反乱を始めるが、直ちに鎮圧され長期化すること

はなかった。1848年のキャンディ地方における農民反乱も同様で、極めて限定的なものに

止まった。20 世紀に入ると、植民地行政への批判は合法的な議会主義的な形態を取った。

1920 年代から 30 年代にかけて英国に留学した多くの青年は、マルクス・レーニン主義の

左翼運動に惹き付けられて帰国するが、暴力革命の組織化には向かわなかった。 

 1930年代にはスターリン主義者とトロツキー主義者との間で、激しい論争が繰り広げら

れた。他のアジア諸地域と異なり、スリランカではトロツキー派が勝利を収め、多数派の

平等社会党が第４インターナショナルに加盟する。しかし、スリランカのトロツキー主義

者は植民地の議会で活躍し、スバース・チャンドラ・ボースのような武装した独立闘争に

は向かわない。英国で博士号を二つも取得するほど英国のシステムに同化したＮ．Ｍ．ペ

レーラ（後に大蔵大臣に就任）が、第４インターナショナル・セイロン支部長を務めた事

実は、言論を大切にする議会主義的なスリランカ左翼の性格を象徴している。マハトマ・

ガンディの運動が、非合法闘争にならざるをえなかったのと対照的である。 

 1970年 4月 5日の早朝を期した人民解放戦線の武装蜂起は、暴力の時代の出発点であっ

た。1 両日中に反乱軍の組織的な暴力は、全島面積の約 3 分の 1 以上（シンハラ人居住地

域の半分以上）を支配下に置き、世界を震撼させた。当時の冷戦構造にもかかわらず、北

朝鮮を除く西側と東側の両陣営とインドやユーゴスラヴィアなどの非同盟諸国がこぞって

軍事援助を行い、数ヶ月の内に武装反乱の主力部隊は鎮圧された。この年以来、スリラン
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カにおける軍事部門の拡充が進み、兵力は飛躍的に増強された。反乱は軍事的に鎮圧され、

多くの指導者たちは戦場や刑場で命を失うが、後を継ごうとするシンハラ青年の志願者が

絶えることはない。議会に占める政党各派の議席数とは無関係に、ＪＶＰは1999年末現在

もなお、シンハラ人居住地域の主要キャンパスにおける最大の政治勢力である。 

 

４．内戦の激化と経済協力 

 同様の傾向は、1983年 8月に始まるジャフナ半島におけるタミル青年の武装反乱にも共

通する。タミル人のエリート政治家には、英語教育を受けた弁護士が多く、多数派のシン

ハラ政治家とコロンボの議会において言論戦を繰り広げてきた。タミル人のエリート政治

家に対するシンハラ人の反感は根強い。この反感や憎悪が、多くの政治家に対する暗殺行

為につながっている。民族対立が長期的な内戦に転化するとともに、農民兵士の陸軍部隊

の主力が集結する古都アヌラーダプラでは、軍需景気に支えられた経済成長の拠点となっ

ている。 

 軍事費とそれに関連する政府支出や民間支出の正確な内容は、政府軍と反政府軍の双方

とも公表していない。しかし、近年は年間およそ10億米ドル程度と推測され、スリランカ

における国内総生産の10パーセントに近い規模とみられる（図表２）。国防費が余り目立

たないようにスリランカ政府としてはいろいろ工夫もしている。例えば日本国政府は、軍

事費の多いところに経済協力をしないという基本方針を持っているので、なるべく目立た

ないようにしたい。それでも政府の経常支出の25％、約４分の１という位置を占めている

ことが分かる。 

 他方、1983年以降、反政府軍支配地における経済活動や海外在住タミル人からの軍事費

送金は、スリランカの政府機関による把握が困難であり、その分だけ国民所得勘定なども

不正確にならざるを得ない。 

 長期化した内戦の激化は、外国援助のあり方にも再考を促す要因である。最大の援助国

として道路やダムの建設、港湾や空港の整備、医療機関や教育施設などインフラストラク

チュアに力を入れてきた日本の政府開発援助も、タミル人側からはシンハラ地区に偏って

いるとの不満の声がある。大量の死者や100万人規模での島の内外に難民を出している武

装抗争に触れることなく、開発援助のみを拡大するのは誰の目から見ても異常であろう。

激化する民族対立を他人事として等閑視することなく、平和的な解決に資するような方向

へ援助政策の転換が必要であろう。特にタミル人居住区に日本の援助はほとんど入らない
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状況なので、それを再検討する必要があるのではないか。 

 1989年夏、インド平和維持軍が支配するジャフナを訪問した筆者が、街の人びとに話し

かけると「口は食べるためだけにあり、話すためではありません。」という答えが返ってき

た。言語文化への不信は、インド軍の下で頂点に達していたのであろう。そのころ12万人

のインド軍に対抗すべく、ムライティヴ・ジャングルの根拠地で軍事訓練にいそしんだＬ

ＴＴＥの青年男女は、相手の鼓膜に響く声を出すことを禁欲し、肉体を切り裂く行為に全

力を傾けていたのである。 

 タミル・イーラムのホームページは、インターネット上を検索すると、各種各様に出さ

れていることが分かる。スリランカから国外に逃れた約50万人のタミル人たちがスリラン

カに送金すれば、スリランカの軍事費に使われるのだと主張している。また、インド政府

でラジヴ首相暗殺の首謀者だというので訴追されている人物が、話し合いによってこの民

族問題を解決しようということを申し出ている。しかも、その申し出によって、大統領選

挙のときに第２位の得票数を得た前政権ＵＮＰ（統一国民党）の委員長である Ranil 

Wickramasingheも、当事者間だけでは解決の目処が立たないので、第三者の援助によって

和平交渉をしようというような話に乗ってきている。ノルウェーを先頭にして、カナダ、

英国、インド、米国、フランスなどが、様々な立場から斡旋役を申し出ている。第三国仲

介による話し合いについては選挙後まだ日が浅いので、これからの課題である。 

 

５．おわりに 

 1989年から10年後の1999年夏、スリランカ・タミル人を代表する知識人のニーラン・

テイルチェルヴァム弁護士が、身体に爆薬を付けたＬＴＴＥ兵士に暗殺された。こよなく

タミル文化を愛し、言論こそが民族の壁を越えて人々を結ぶと信じていた人である。彼の

死によって、スリランカにおける言語文化の伝統は、本当に暴力の文化に置き換えられた

のであろうか。武人たる征夷大将軍が長く統治者となり、文人は俳諧趣味に堕した我が暴

力文化の島から留学して、言論文化の伝統に魅せられた者から見ると、再び声帯から鼓膜

への共鳴が響き渡る日の甦ることを願わずにはいられない。 
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（質疑） 

 

［ 柳原 ］ スリランカは、通常の指標で見る貧困が少ないことになっている。しかし、

所得分配の指標で見ると必ずしも平等度が高く出ず、またジニ係数で見ると大きな値が出

てくる。スリランカにおける富裕層とはどのような人々なのか。 

 それから、これ自体大変興味深かったのであるが、民族対立というよりは英語をめぐる

対立軸ということを強調されている。それが、所得面でも格差の一つの根源になっている

と思う。他の国だと、ジニ係数が約0.46とか、そういう国では金持ちの金持ちぶりが歴然

と分かるのだが、スリランカに関してはどうもよく分からない。 

［ 中村 ］ 所得格差の問題は非常に難しいところがある。私は前に一度、スリランカ

経済学会年次総会の基調講演を頼まれて行ったことがある。そのときにはヴァナキュラ

ー・エコノミーというようなことで話したが、英語を話すか、話せないかで経済活動の担

い手が整然と分かれている。例えば、主要な輸出産品であるお茶とかゴムとかココナッツ

の取引は、全部英語で行われるから、英語を話せないとそこに参入できない。また、コロ

ンボ大学の卒業成績がいくら良くても、英語を話せないと、英語を話す分野での企業には

採用されない。大学を卒業してもしなくても、英語さえできれば、かなり高い所得が保障

されている。 

 言葉によってこれほど人々の経済生活が整然と分かれて、私が留学していたころは服装

まで分かれていたが、そんなことがあるのが少し変なのではないだろうか。英語を話す人

は人口のせいぜい５％もいないのだから、人口の95％の人の能力が十分活用できないので

はないかというような議論をしたことがある。しかし、英語が話せるか話せないかが所得

格差の大きな分かれ目になっていることはほぼ間違いない。 

 それでは、公用語がシンハラ語、タミル語になって、うまく人々の経済活動が組織され

るようになったかというと、相変わらず経済組織ではほとんど英語で文書を作り、英語で

取引をするというふうになっている。だから、それに対する不満からＪＶＰが定期的に反

乱する。反乱の後、ややジニ係数が改善されるというか、例えば土地改革など若干のこと

は行われるが、また格差が広がる。そして、また反乱が起きる。そんなことを、シンハラ

人、タミル人ともに繰り返しているという側面がある。 

 現実としては英語をどれだけうまく使いこなせるかが、人々の非常に大きな関心になっ

てしまう。それなら思い切ってシンガポールのように全部英語でやってしまおう、と提案
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する人もたびたび出てくるが、スリランカの人口規模がシンガポールに比べ10倍ぐらい大

きいので、英語教育が十分にできないという悩みがある。 

 パキスタンのように大都市富裕層あるいは特定の家族が経済を押さえているというよう

なことではなく、教育を通じて英語を使いこなせるようになるかならないか、それが決め

手という非常に奇妙な話である。イギリスのロナルド・ドアーという教育学者が「日本と

スリランカが世界で最も学歴病の国だ。」と言ったことがある。スリランカでは、とにかく

良い学校へ行かせたいと、都市中産階級の支出の３割ぐらいまでが子供の塾通いなどの教

育費に充てられる。ドアーは、これに匹敵する国は日本ぐらいだと書いている。 

［ 今川 ］ 「内戦の激化」という話であったが、最近、こういうことがあると、国連

は何か問題ありとして出てくるというか、働くところはないかと探しているような感じが

ある。すぐＰＫＯなどの方法で出てくる。これがカンボジアであり、東ティモールであり、

あるいは中東の幾つかの国の場合だと思うが、スリランカについてはそういう話を国連の

場であまり聞いたことがない。国連がスリランカへの介入を避ける、あるいはスリランカ

が嫌うということがあるのかないのか。それがまず第１点である。 

 第２点。スリランカは、小乗仏教の国、タイ、ラオス、カンボジアでは、小乗仏教発祥

の地として――仏教の発祥の地という場合は話が全く違うのだが――大変尊敬されている

わけである。ところが、現在の我々の感覚で言えば、スリランカは、インド、パキスタン

あるいはバングラデシュなどと同じように、どちらかというと南西アジア諸国のグループ、

インド大陸のグループという感じである。スリランカから、東南アジアの小乗仏教国であ

るミャンマー、ラオス、カンボジア、それからタイという国に対して、宗教的、文化的な

つながりから何か特別な関係や感情はあるのだろうか。 

［ 中村 ］ 1980 年代の終わりから 1990 年代にかけて、スリランカに対してＩＰＫＦ

（インド平和維持軍）が12万人送り込まれた経緯がある。国連の枠組みの外で問題を解決

するという意思がインドに非常に強く、それがラジヴ・ガンディ首相が殺される結果にも

なった。インドのスリランカ政策が、ある意味で解決の要である。インド政府は公式には

他の外国と全く同じ立場にいると言ってはいるが、インド洋の安全はインド国家の安全で

もあり、無関心ではいられない。ここのところが難しい。そんな事情から、近年のノルウ

ェーによる和平工作は、インド政府と緊密な連絡を取りながら行われている。 

 小乗仏教発祥の地として大変尊敬されているのに、なぜこんなに残酷な事態になってい

るのかというのは、虫も殺さないようなカンボジア人がなぜあのポル・ポトを生んだのか
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という疑問を感じるのと似たところがある。スリランカ政府としては、特にシンハラ人と

しては、インドに対する強迫観念が非常に強いので、ＡＳＥＡＮに加盟したいということ

を申し入れて、ＡＳＥＡＮ側から断られた事情がある。インドと非常にアンビバレントな

関係にあって、その分だけＡＳＥＡＮ諸国への親近感が非常に強い。 

［ 下村 ］ 国際機関によると、スリランカの初等教育の就学率又は完了率が、以前に

比べて非常に下がってきているというデータがある。これは、社会主義から市場原理に変

わったことから貧困層が学校に行けなくなったのかと思っていたが、経済体制の変化、政

治体制の変化以外に、英語の問題や、母親が長期に海外に出稼ぎで行くことも、初等教育

普及率低下に関係しているのだろうか。もしそうだとすると、スリランカの今までの非常

にいいイメージ、ポジティブな面であった社会的平等の状態が、相当影響を受けそうな気

がする。 

［ 中村 ］ 初等教育が落ちているのは、戦争ということもある。難民が内外に 100万

人も出ているような状態がある。 

［ 成相 ］ １点目として、海外での出稼ぎ労働者から送金の使途についてである。こ

うした送金の国内での使途を統計にとるのはなかなか難しいのだろうが、例えばこれがほ

とんど消費に回ってしまうのか、あるいは、この貴重な外貨が投資に回り得るようなメカ

ニズム、例えば外貨管理を行い経済発展に活用しているのかどうか。 

 ２点目は、経済協力政策に若干かかわってることだが、特にスリランカは、日本が断ト

ツのトップドナーで、全体の６割ぐらいを占めている。そうなると、日本が少しはいろい

ろなことに意見を述べてもよいのではないかと私はずっと前から思っている。スリランカ

に対しては、日本がトップドナーカントリーとしてのイニシアチブを陰に陽にというよう

なことで何か発揮してきたのか。あるいはどんな分野だと、相手国政府の神経にさわらな

い範囲で発揮し得るのだろうか。 

［ 中村 ］ 女性の出稼ぎ労働者が男性よりも多いのは世界でスリランカだけである。

その規模も増加しつつある。彼女らの送金が投資に回っているのかというと、国民経済全

体、特に外貨需要という点では政府は非常にありがたいと活用をしている。それがこれま

での債務の利払いに向かっているのか、軍事費に向かっているのか判然としない。送金し

た人たちは、例えば中古車を買って輸送業を始めるとか、ちょっとした雑貨店をやるとか、

それなりに自分たちの経済生活改善には心がけている。 

 内戦の解決に日本がトップドナーとして何かやる気はないか、と我々は感じるわけだが、
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経済協力の立案に当たっている人たちは、あまり関心を持たないというのが実情であろう。

東ティモールのように外務省が暫定統治機構に入れないのはインドネシアに対する遠慮が

あるからだすれば、インドに対する遠慮が日本の外務省にあるのかもしれない。しかし、

インドが12万人の軍隊を撤退した後だからもう遠慮しなくてもよいのではないか。 

［ 小松 ］ まず第１に、スリランカの高い教育水準及び高い識字率というのは、1960

年代ごろからずっとそうだったように思う。我々は、教育水準が高くて人的資源が発展し

ていけば、当然経済発展につながると思っていたわけだが、スリランカの場合にそうなら

なかった理由は何なのだろうか。それとも、教育水準が高い、識字率が高いと考えていた

こと自体がイリュージョンなのか。それとも、教育水準が高くても発展しないという別の

メカニズムがあるのか。 

［ 中村 ］ 識字率は 1921 年代で既に非常に高い水準だった。恐らく第２次大戦後の

ある時期のスリランカの経済状態を支えていたのであろう。それ以上に高度な経済活動が

組織されなかったのはなぜかと言うと、必要条件にすぎなかったのではなかろうか。イン

ドの場合、インディラ・ガンディー首相は「公的な初等教育などは要らない。」と言い切っ

ているぐらいなので、そういう物の見方が南アジア人には若干あるのかという気もする。 

［ 小島 ］ スリランカだが、一人当たりＧＤＰが 800ドルぐらい、平均寿命が男女平

均で70歳を超えている。こんな発展途上国は他にない。非常に特異な国で、先進国に近い

平均寿命をどうして実現しているのか。 

［ 中村 ］ 平均寿命が高いのは、それほど特別な理由があるわけではない。日本でも、

ＧＤＰないしＧＮＰで一人当たりの所得が 1,000ドルを超えたころ、日本の平均寿命は同

じぐらいに達していたと考える。出生率の低下をもたらしたものに、日本の場合は人工妊

娠中絶がある。スリランカでもかなり大規模に行われるようになり、乳幼児死亡が非常に

低くなった。 
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図表１ 主要経済指標 

 

（１）国民所得、人口など （年） 

 
1948 1971 1996 

1997 

(注１) 

国民所得 

 ＧＤＰ（市場価格、100万ﾙﾋﾟｰ） 

 一人当たりＧＤＰ（ﾙﾋﾟｰ） 

 一人当たりＧＤＰ（ﾄﾞﾙ） 

ＧＤＰの構成（各項目のＧＤＰに占める割

合、％） 

 農業 

 工業 

 鉱業 

 建設 

 サービス 

人口 

 総人口（1,000 人） 

 労働力人口（1,000 人） 

 総人口に占める労働力人口の割合（％） 

 失業者数（1,000 人） 

 失業率（％） 

 就業者割合（就業者計＝100） 

  農業 

  工業 

  その他 

出生率（％） 

平均寿命（年） 

識字率（％） 

投資及び貯蓄（対ＧＤＰ比、％） 

 国内投資 

  政府 

  民間 

 国内貯蓄 

  政府 

  民間 

インフレ率（前年比、％） 

 コロンボ消費者物価上昇率 

 ＧＤＰデフレーター 

 

2,879 

397 

120 

 

 

35(注 2) 

16(注 2) 

1(注 2) 

4(注 2) 

44(注 2) 

 

7,244 

2,690 

37.1 

320 

11.9 

100 

62 

7 

31 

4.06 

60 

64 

 

8.0 

4.3 

3.6 

10.8 

3.7 

7.1 

 

3.3 

- 

 

14,050 

1,114 

187 

 

 

34 

14 

1 

6 

45 

 

12,608 

4,488 

35.0 

839 

18.7 

100 

50 

9 

41 

3.04 

66 

66 

 

17.1 

5.2 

11.8 

15.1 

-1.2 

16.3 

 

2.7 

3.8 

 

768,934 

41,984 

760 

 

 

18 

21 

3 

7 

51 

 

18,315 

6,245 

33.9 

709 

11.4 

100 

38 

15 

47 

1.86 

73(注 4) 

90 

 

24.2 

6.2 

18.0 

15.5 

-3.7 

19.2 

 

15.9 

12.1 

 

888,426 

48,020 

814 

 

 

18 

22 

3 

7 

50 

 

18,501 

n.a 

48.4（注 3) 

638（注 3) 

10.2（注 3) 

100 

37（注 3) 

15（注 3) 

48（注 3) 

n.a 

n.a 

n.a 

 

25.8 

6.4 

19.4 

17.0 

-1.2 

18.2 

 

9.6 

9.0 

 



 －83－

（２）財政、為替など （年） 

 
1948 1971 1996 

1997 

(注１) 

財政（対ＧＤＰ比、％） 

 財政収支 

 歳入等 

  税収 

  税外収入 

  交付金収入 

 歳出等 

  経常支出 

  投資支出 

公的債務（対ＧＤＰ比、％） 

 国内 

対外 

国際収支（対ＧＤＰ比、％） 

 経常収支 

貨幣数量（対ＧＤＰ比、％） 

 狭義 

 広義 

金利（％） 

 国庫証券３ヶ月物 

 預金金利（加重平均） 

 プライムレート 

 実質国庫証券金利 

 実質預金金利 

為替レート（ﾙﾋﾟｰ/ﾄﾞﾙ、期中平均） 

 

-1.7 

18.8 

16.4 

2.4 

- 

20.4 

15.1 

5.4 

18.0 

13.6 

4.3 

 

0.8 

 

21.1 

23.4 

 

- 

2.0 

- 

- 

-1.3 

3.32 

 

-7.3 

20.5 

16.8 

3.3 

0.4 

27.8 

21.2 

6.6 

49.7 

19.9 

69.9 

 

-1.5 

 

15.3 

24.4 

 

5.0 

4.5 

8.3 

2.3 

1.8 

5.94 

 

-7.8 

20.1 

16.9 

2.1 

1.1 

27.9 

22.7 

5.2 

92.2 

45.4 

46.8 

 

-3.9 

 

10.2 

32.9 

 

17.7 

12.4 

18.3 

1.8 

-3.6 

55.27 

 

-3.9 

20.1 

16.6 

2.5 

1.0 

24.0 

20.4 

3.6 

85.6 

43.1 

42.5 

 

-2.2 

 

9.6 

32.5 

 

11.2 

11.3 

14.7 

1.6 

1.7 

58.99 

（注１）速報値 （注２）1950年 （注３）第２四半期末 （注４）1991年 

〔出所〕スリランカ中央銀行年報など 

 

 

図表２ 軍事予算の動向 

(100 万ﾙﾋﾟｰ、％、年) 

 1982 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

軍事予算総額 
・対ＧＤＰ比 
・歳出総額に占め

る軍事予算の割合 

1,100 

1.1 

7.5 

13.339 

4.1 

18.6 

14,941 

4.0 

17.8 

18,048 

4.2 

20.1 

20,781 

4.2 

20.3 

26,444 

4.6 

20.8 

43,140 

6.5 

28.0 

44,187 

5.7 

25.9 

〔出所〕スリランカ中央銀行年報 
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 24万㎞2 

２． 人 口 460万人（96年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 1,746百万米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 336米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 ４％（98年暫定値） 

６． 物 価 上 昇 率 142％（98年） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 キープ（Kip） 

９． 為 替 レ ー ト １ドル≒7,800キープ（99年12月現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
337百万米ドル（98年） 
553百万米ドル（98年） 

11． 外 貨 準 備 高 222百万米ドル（98年） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
１兆944億キープ（98年） 
21.1％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第５節 「イデオロギーを超えて生き残る小国の選択」：ラオス 

三重大学人文学部 教授 

鈴 木  基 義 

１．はじめに－アメリカに勝利した小国 

 天然資源に乏しくも高い工業生産能力と教育水準を持つ日本は、1945年にアメリカに戦

争で敗れたが、インドシナ半島のあの貧しいヴィエトナムと工業部門がほとんど未発達な

内陸小国ラオスが、ともに1975年にアメリカに勝利した。ラオスもヴィエトナムも社会主

義国家として生まれ変わり、フランスやアメリカの長い植民地支配が遂に終わりを告げた

この瞬間に人々は歓喜に酔いしれた。ラオスの人々は帝国主義的な侵略と結びついた腐敗

した王族の支配から開放され、社会主義指令経済の道を歩み始めた。農業の集団化と生産

手段の国有化がこの国の国家建設のために選択された方法であった。 

 

２．イデオロギーを超えて生き残る小国の選択 

 しかし、慢性的な財政赤字、貿易赤字、農業生産の不振、未発達な工業、未整備なイン

フラや教育など社会主義の時代もまた、それ以前の植民地時代と比べて革命的な改善は余

り見られなかった。1986年には「チンタナカーン・マイ」(刷新)をスローガンに「新経済

メカニズム」と呼ばれるラオス版ペレストロイカが着手され、マクロ経済の安定化、外国

投資法等の制定、銀行制度の改編等、市場経済にとって不可欠な要素が導入され始めた。 

 1990年10月にベルリンの壁が取り壊されるに至り、誰もが新しい時代の黎明を予感した。

翌年の1991年12月には超大国と呼ばれてきた一方の雄、ソビエト連邦が崩壊するという20

世紀最大の信じがたい出来事が起きた。余りにもあっけなさ過ぎる社会主義の崩壊に動揺

したのはむしろ西側陣営に他ならない。ソビエト連邦の援助は消滅し、日本やオーストラ

リア等の西側諸国と国際機関がラオスに対する新しい援助供与国となった。西側との関係

が強化されるなかで、ラオスはついに1997年７月に東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）に

正式に加盟することとなった。 

 ＡＳＥＡＮが東南アジアの反共連合として結成された経緯を思い起こすなら、ラオスの

この約20年間の社会主義の実験はどのような意義があったのか、あるいは社会主義を経て

資本主義へ回帰するという迂回経路が新しく生まれた歴史の必然か、それとも単なる歴史

の皮肉とも言うべきか。社会主義が資本主義の最高の発展段階としてとらえたマルクスが

生きていればこのような事態にどのような感慨を持つのであろうか。 
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３．ラオスの経済ファンダメンタルズ－アジア通貨危機の影響 

（１）実質ＧＤＰ成長率 

 ラオスの実質ＧＤＰは1997年の6.9％から1998年には４％へ下落し、アジア通過危機後に

成長が鈍化している（図表１及び図表２）。産業別にこれを見ると、まず農業部門は同期

間に7.0％から3.7％へ下落した。農業部門が特に成長の低かった原因は、タイの木材需要

の落ち込みの影響を受け、木材・林産物の産出の落ち込み（マイナス4.4％）が農業全体の

成長の足を引っ張った。工業部門全体では8.1％から8.5％へ上昇しており、引き続き高い

成長を示しているが、これは電気・ガス・水道部門の高い成長（62.7％）に牽引されてい

る一方、建設部門（マイナス18.2％）にはアジア危機の影響が強く見られる。サービス部

門全体では7.5％から4.8％へ下落しているが、特に落ち込みの大きかった部門は、銀行・

保険・不動産（マイナス87％）である。しかし、輸送・通信（7.4％）や流通部門（20.2％）

は数値の面からアジア危機の影響が見られない。 

 

（２）財政 

 ＧＤＰの比率で見た歳入は、通貨危機前の1996年度の13％から1998年度には11％余りに

２％落ち込んだのに対して、歳出は、1996年度の22.1％から1998年度には26.9％へと大幅

に増大している（図表１）。しかし、名目額でこれを見たとき、歳入は同期間に2283億kip

（キープ）から8264億kipへと3.6倍に、歳出は4302億kipから１兆6851億kipへと3.9倍にそ

れぞれ増大している。歳出が歳入をおよそ２倍以上上回る状況は、灌漑プロジェクトに見

られるようにやや強引な公共事業の実施によるもので、マクロ経済の不安定性を増幅して

いる。 

 ラオス政府は1998年度の歳入目標をＧＤＰの12.7％に設定したが、期待したほど税収が

伸びなかったことから、一層の徴税努力が求められている。その一方で、経常支出は大幅

に切りつめられ、特に政府職員の賃金は同期間にＧＤＰの4.4％から3.5％へ抑制された点

は評価に値する。 

 

（３）金融 

 ラオス政府は、ＩＭＦからの借り入れ交渉が成功するものとして1996年より灌漑プロ

ジェクトに着手したが、交渉は成立せず、外貨のあてもなくインドから大量の灌漑用ポン

プを輸入し、これに伴う国内費用をマネーサプライの発行によりしのいだ。これはインフ
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レを惹起するとともに、折からの通貨危機と相まって為替レートが大幅に下落するという

連鎖的な結果を招来せしめた。ブロードマネーの増加率は、1996年度の66％から1997年度

には84％に増大し、さらに1998年度には113％へと急増した。同期間のインフレは、わずか

7.3％から26.4％、そして142％へと急騰している。パラレル市場の為替レートは、1996年

度の１ドル975kipから1998年度には4750kipへ、そして1999年８月には9860kipへと10倍を

超える下落を記録した。2000年６月現在では7500kip当たりの水準に持ち直している。 

 このような状況下において、ラオス政府は、年60％の利子をつけた財務省債券を販売し、

過剰流動性の吸収に努力を傾注しているが、利払い負担を考慮すれば、過度期のインフレ

抑制政策にすぎない。預金金利は、kipの１年定期預金で19～25％、同じくバーツ定期預金

で５～10％、ドル定期預金で4.75～７％に設定されている。 

 ラオスの銀行制度は、中央銀行であるラオス銀行と七つの国営商業銀行（外国貿易銀行

を含む。）七つの外国銀行支店及び二つの合併銀行からなっていたが、1999年にはこのう

ち七つの商業銀行が外国貿易銀行を含む三つの商業銀行に統合された。主にアジア開発銀

行が改編のシナリオを書くとともに、リスク評価や担保評価、顧客業務といった銀行業務

全般に対する知識支援を行っている。 

 

（４）外国貿易 

 1998年度の経常勘定赤字は、前年度のＧＤＰ比16.3％から10.6％へ大幅に減少した。こ

れは、木材輸出が回復基調になったこととトゥン・ヒンブンダムの電力輸出が開始された

という２大要因により、6.3％の成長を達成した一方で、輸入が為替レートの下落により主

に消費財の輸入が減少したため、14.7％のマイナス成長となった。とは言え３億3670万ド

ルの輸出に対して、輸入がその1.6倍の５億5280万ドルという水準は、サステイナブルでは

なく、常に外貨危機を内包した状態が続いていると言っても過言ではない（図表３及び図

表４）。 

 

（５）外国直接投資 

 ラオスの外国投資法は1988年に制定され、その後着実に外国投資が増大してきたが、よ

り多くの外国投資を受け入れるべく、1994年には早くも同改正法が制定・発布された。こ

れに合わせ労働法も改正された。 

 1996年から1998年までの外国直接投資認可件数は、毎年63～68件に上るが、認可額で見
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ると1996年の12億9260万ドルから97年の１億4240万ドル、1998年には１億2250万ドルへと

10分の１まで減少している（図表５及び図表６）。減少の主な原因は、97年以降は新規の

電力プロジェクトがなくなったことと、通貨危機の影響と見られる観光業と製造業への投

資が大幅に減少したためと考えられる。主な投資国は1996年までは圧倒的にタイであった

が、1997年には、マレーシアにその地位を譲った。しかし、1998年には再び第１位の座に

返り咲き、タイ経済の復調が重要な投資要件と思われる。 

 

４．おわりに 

 ＡＳＥＡＮ諸国が通貨危機の影響から急速に回復しつつある一方で、ラオスのマクロ経

済もまた回復の兆しが少しずつ見られる。３桁のインフレは２桁に減少し、為替レートは

最悪期よりも20％増加している。 

 ラオス政府が、マネーサプライの増加による安易な財政出動がいかに国民生活に多大な

影響を及ぼし得るかを身をもって経験した意義は大きく、マクロ経済運営の重要性を認識

した。国内に短期資本市場を持っていなくても、アジア通貨危機という外的衝撃の影響を

受けることを、ラオスは学んだ。タイの需要が減退すればラオスの輸出も減少することは、

ラオスの主要輸出産品である木材に見られた。その一方でラオス国内通貨kipが下落すれば、

ラオスの米や野菜や家畜がタイへ輸出されるようになった。国境貿易は通貨危機によりか

えって活性化したのである。 

 しかし、輸入インフレのマイナスのインパクトも見逃してはならない。商人は為替レー

トの下落を予測すると、輸入品を売り控え、下落後の為替レートでその商品を販売し、不

当利益を得た。このように通貨危機で得をする者もいたわけであるが、マクロ経済の安定

化のために政府が何をすべきかをきちんと認識し、適切な政策を行うことにより、被害を

最小限に食い止めることができ得るということを学んだ点が、通貨危機の教訓と言えるで

あろう。 
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（質疑） 

 

[ 村上 ] ラオスの貿易動向について、これほど為替レートが切り下がってくると輸出

にドライブがかからないのかというのが一つである。 

 もう一つは、若手官僚の育成の問題だが、旧ソ連で教育を受けた政治家がトップクラス

にいるのかどうか。市場経済支援となると、旧ソ連で教育を受けた人々は全く役に立たず、

むしろ障害になってくると思うが、どうか。 

 さらに、対ラオスへの支援プランについて、教育をどう織り込んでいるのだろうか。 

[ 鈴木 ] ３点あったが、まず為替レートの下落が輸出ドライブを生み出していないの

かという点であるが、余り生み出していない。工業品等、輸出するものが余りないが、輸

出ドライブを生み出していないことは事実である。なぜなら、ラオスの場合の輸出産品は、

公式の貿易では、ドルでの価格を先に作り、それを輸出する。したがって、下落しても下

落しなくても変わらない。ドルで入ってきたものを、今度は現地通貨に直すときに、暴落

していればもうかるかもしれない。ところが、貿易には１ドルの時価レートではなく、4,000

キープと決まっている。これにプラスとマイナスがあって、輸入に関してはいいわけであ

る。 

 第２の点だが、旧ソ連での教育を受けた者が障害になっているというのは事実であり、

これをどう考えるかというと、いわゆる政治家等のポリトビューローの９名とそれ以外の

国民ととらえる。民間部門が発達しないので、党の人たちは何ができるかというと、ブル

ネイの王様は乗馬がうまいかもしれないが、ラオスの人たちは、鉄砲を撃ち鳴らすのが世

界一うまいというか、鉄砲が上手なのである。戦争ばかりしてきた。したがって、「兵」

は上手である。しかし、それ以外はできないという一つのネックがある。ゆえに、私たち

市場経済の支援チームがラオスに行ったときに、市場経済を分かりやすく説明する必要が

ある。市場経済がどれだけ大切なのか、あるいはどういうマイナスがあるのかを分かりや

すく説明して啓蒙していかなければならない。それが一つである。 

 政府職員で旧ソビエト関係の教育を受けた者は、確かに市場経済を全然分かっていない。

それも一つの障害である。このため、国際協力事業団などで日本側に研修員を受け入れた

り、専門家を派遣して教育したりというようなことを地道にやっている。 

 それから、ソビエトの援助が1990年でゼロになったが、それまでは年間大体2,000人ぐら

いの留学生がラオスからソビエトへ行っていた。それがソビエト崩壊後ほぼゼロになって、
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帰りの運賃ももらえず帰って来られない人が続出した現在25歳以上で35歳以下の人たちが

これに該当する。それでも、そういう人たちはまだ東側の教育にせよ受けられた。重要な

のは、西側の教育もろくに受けられないし、国内の教育も受けられなくて、それから東欧

の教育も受けていないような人たちに教育を与えることだろう。 

 第３に、教育の問題について、ラオスに対する政策支援の中ではどうとらえられている

かというと、市場経済支援と同時並行的にやっていかなければならない。具体的には、既

に始められているが、2000年１月にはラオス側の委員会の事務局になっているＮＥＲＩ

（National Economic Research Institute 国家経済研究所）の研究員を４名、日本に連れ

てきて、約１カ月間の研修を与えた。こういうものを続けていきたいと考えている。 

 最後に、実は副大臣が各省庁に３名とか５名いる。大臣は問題があるが、副大臣であれ

ば複数名いるので、この人たちを、例えば各省庁から毎年１人ずつ呼んで、５名から７名

ぐらいを３年間ぐらい研修させることを続けたい。副大臣に対して、市場経済とは何かを

簡単に説明し、現場を見せる。日本の各分野はどうなっているのか、郵便貯金や卸売市場

などがどうなっているかを見せて、上層部に近い人たちを何らかの形で教育するプロジェ

クトを作りたいと考えている。 

[ 齋藤(国)] ラオスは、小さくて非常に貧しい、気の毒な国なのだが、我々ＩＭＦの目

から見ると、ラオスはいま一つうまくいかないということが言えると思う。 

 ラオスの経済の現状は大変ひどい。インフレが100％を超え、借金が払えない。差し押さ

えを受けるというのはアフリカレベルである。そういう国はアジアには今はまずないと思

う。こういった状況に対処するには、ある程度の大幅な政策調整をしなければいけない。

そうしないと、政策支援に当たって誰も信用しないことになる。日本政府のラオス支援に

ついても、経済安定は第１の前提であるから、そこは考える必要があるのではないか。 

 実はラオスをＩＭＦでやっている人間はほとんど日本人である。彼らも何とかしなけれ

ばならないということで非常に情熱を燃やしている、今後ともぜひ我々も一緒に仕事をさ

せていただきたいと思う。 

[ 鈴木 ] ラオスは、マクロデータが示すよりはずっといい国である。マクロデータが

非常に誤解を生むというのが第一印象でる。それから、ラオス政府の人たちにはコーポレー

トガバナンスが必要である。例えば、中央銀行が農業にどんどん金を出すようなことをし

ていた。そこで、中央銀行に対してどこに原因があるのか聞くと、中央銀行が無能だから

ではなくて、大蔵省からの命令だと言う。ところが、大蔵省に行って問い詰めると、実は
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党からの命令だと言う。つまり問題は党なのである。官僚が経済政策を策定・運営できな

いのではなく、それよりももっと強い者が背後にいて、そこのしがらみから抜けられない

のが最大の問題である。 

 ところが、ＩＭＦにしても国際協力事業団にしても、なかなかそこに行けないことがネッ

クである。そこで、大臣や副大臣をもっと回転させていかなければならない。短期的な視

野ではなくて、15年後にラオスをどうするかである。 

 彼らをよりよく理解すれば、コーポレートガバナンスではなくてグッドガバナンスだと

言う。つまり、インフレは高くなったが、その金を出すことによってとりあえず回転した

のだと。そこを聞かされると、ラオスファンの私などはそうかと思ってしまうのがいけな

いのだが、国際機関の人々から、ラオスがだめであるという認識をはっきりと言われ、ラ

オスがもっとがんばってやらなければいけないということを認識させてもらった。 

[  原  ] ベトナムがラオスに似ている。パテト・ラオとベトナム共産党が、アメリカ

に勝ってしまったわけだから、頑とした党があるわけである。ベトナムで強く感じたのだ

が、経済官僚とだけやっていても余り意味がない。ベトナムでも研究テーマですら党の許

可がいる状態がまだ続いている。その点ではラオスはミニ・ベトナムの部分が非常にある。

私もビエンチャンの市長に会ったが、戦争で足を負傷し杖をついた人だった。やはり完全

に軍人である。党なのである。その点が難しいという気がしている。 



名目ＧＤＰ（1997）：17億4,600万ドル

人口（1997）：520万人

１人当たりＧＮＰ（1997）：336ドル

ＩＭＦ拠出金：3,910万ＳＤＲ （年）

成長率（変化率％）

実質ＧＤＰ 8.1 7 6.8 6.9 4

物価水準（変化率％）

消費者物価（前年度比） 6.8 19.4 7.3 26.4 142

ＧＤＰデフレータ（年平均） 7.7 19.6 13.8 18.2 84

政府予算（対ＧＤＰ比）
１/２/

歳入 12.3 12.2 13 11.3 11.2

歳出 23.8 21.9 22.1 21.3 26.9

経常勘定収支（除・贈与） 0.4 1.4 2.8 1.8 3

総合収支

除・贈与 -11.5 -9.7 -9.1 -10.0 -15.8

含・贈与 -5.2 -4.2 -5.6 -6.5 -10.0

国内融資 0.5 -0.4 -1.1 0.9 3.3

対外融資（ネット） 4.7 4.6 6.7 5.6 6.7

貨幣・信用（％、期末ベース）

ブロードマネー 31.9 16.4 26.7 65.8 113.3

民間部門貸与 50 30.4 20.8 67.3 76.3

金利（％、期末ベース）

一年定期預金 12 16-19 16-19 17.5 19-25

短期貸付 24 22-28 24-27 20-27 30-36

対外貿易（変化率％）

輸出（ドルベース） 24.9 4.3 2.6 -1.4 6.3

輸入（ドルベース） 30.6 4.4 17.1 -6.0 -14.7

図表１　ラオスの経済金融指標（1994～98年）

1994 1995 1996 1997 1998(推定）
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1994 1995 1996 1997 1998(推定）

国際収支（対ＧＤＰ比）

対外経常勘定収支

含・公的移転 -6.3 -6.9 -12.2 -10.6 -4.7

除・公的移転 -14.4 -13 -16.6 -16.3 -10.6

総合収支（100万ドル） -12 15 69.3 -30.5 -17.8

粗公的対外準備（100万ドル） 61 93 167 136 114

輸入月（除・要素所得） 1.3 1.9 2.9 2.5 2.5

純公的対外準備（100万ドル） 14 30 100 69 51

対外債務（％）

債務／ＧＤＰ
３/ 38.2 37.7 43.5 55.9 87.6

債務返済比率４/ 3.3 5.7 5.3 8.9 8.4

ＩＭＦ資金運用額（100万ＳＤＲ）

引出 6 12 6 6 0

為替レート

Ｋｉｐ／ドル（期末ベース）５/

商業銀行レート 719 925 954 2,135 4,274

パラレル市場レート 730 5.7 5.3 8.9 8.4

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

　１．財政データは会計年度（10～９月）

　２．1998年度ＧＤＰは推計値

　３．非交換可能地域に対する債務を除く、対ＩＭＦ債務（ＳＡＦ及びＥＳＡＦ）を含む

　４．財および非要素サービスの輸出比率

　５．売買レート平均
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農業 8.3 3.1 2.3 7 3.7

穀物 12.7 -2.5 0.9 14 6.4

畜産・漁業 4.3 3.7 4 2.4 2.5

林業 4 28.2 2 -4.9 -4.4

工業 10.7 13.1 17 8.1 8.5

鉱業・採取業 30.4 -3.7 37.1 28.5 13.7

製造業 7 17.7 18.9 9.3 9.6

建設業 17.2 6.8 8.7 5 -18.2

電気・ガス・水道業 29 -8.8 15 -1.9 62.7

サービス 5.5 10.2 8.7 7.5 4.8

輸送・倉庫・通信業 4.3 18.2 15.2 10.3 7.4

卸売・小売業 7.9 9.3 9.9 10.8 20.2

銀行・保険・不動産業 8.2 42 -0.9 9 -87

賃貸業 8.6 3.4 4.3 2.5 -9.1

公務員賃金支払額 -6.6 -4.5 0 1.1 4.5

非営利団体 -3.8 2.4 11.4 -1.2 18.1

ホテル・レストラン 53.6 35 14.5 9.6 6.2

その他 3 15.4 16.4 3.2 -1.3

ＧＤＰ（要素費用ベース） 8 7 6.7 7.6 5

輸入関税 13.2 25 8.6 -10.5 -45.7

ＧＤＰ（市場価格ベース） 8.1 7 6.8 6.9 4

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

図表２　ラオス実質ＧＤＰ成長率（1994～98年）（％）

1994 1995 1996 1997 1998
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100万ドル

輸出総額
１/ 300.4 313.3 321.4 316.9 336.7

関税データ 147.5 166.6 195.3 142.3 181.9

木材製品 96.1 88.3 124.6 89.7 115.4

丸太 41.8 28.7 34.3 16.7 87.4

材木 48.5 51.5 78.7 67.4 87.4

その他 5.8 8.1 11.6 5.6 17.5

コーヒー 3.1 21.3 25 19.2 48

農業・林業製品 12.1 13.7 17.8 18.1 8.4

工業製品
２/ 36.3 43.3 27.9 15.3 10.1

縫製品 58.2 76.7 64.1 90.5 70.2

オートバイ 46.2 17.7 12.5 17.1 17.8

電力 24.8 24.2 29.7 20.8 60.7

金再輸出 18.8 21.9 15.2 41.5 1.3

外国航空会社による燃料購入 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6

備考（％）

輸出総額／ＧＤＰ 19.5 17.5 17.4 18.3 26.7

輸出成長率 24.9 4.3 2.6 -1.4 6.3

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

　　１．上記品目総額と輸出総額との差異はロシア連邦に対する現物支払額の為替

      レート調整による

　　２．縫製品及び木材製品を除く

図表３　ラオスの輸出構成（1994～98年）

1994 1995 1996 1997 1998
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100万ドル

輸入総額（ｃｉｆ） 564.1 588.8 689.6 647.9 552.8

投資財 146.1 189.3 277 226.8 226.7

機械・設備 32 43.8 71.3 52 44.4

自動車
１/ 25 36 71.7 53.8 39.4

燃料
１/ 21.4 30.8 32.8 38.2 61.8

建設資材・電気機器 67.7 78.8 101.2 82.8 81.8

消費財 276.5 283.8 308 267.7 234.1

縫製用材料 51.3 66.3 70 73.7 66.8

オートバイ組立用部品 34.6 13.3 12 24.9 17

自動車再輸出 4.5 0 0 0 0

金・銀２/ 46.8 29.5 18.8 50.4 0.7

電力 2.4 3.1 2.6 3.2 5.8

ラオス航空会社による燃料購入 2 3.5 1.2 1.3 1.7

輸入総額（ｃｉｆ） 564.1 588.8 689.6 647.9 552.8

輸入総額／ＧＤＰ（％） 36.6 32.9 37.3 37.3 43.8

輸入成長率 30.6 4.4 17.1 -6 -14.7

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

　　１．輸入総額の50％が消費財であるという仮定に基づき、推計されている。

　　２．金再輸出を含む

図表４　ラオスの輸入構成（1994～98年）

1994 1995 1996 1997 1998
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投資金額別分類

　100,000 ドル以下

件数 28 13 9 7 7 5

総額 1.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2

　100,000 ドル ～999,000 ドル

件数 61 35 42 43 46 28

総額 22.4 14.2 15.6 20.0 17.9 10.5

　1,000,000 ドル以上

件数 41 15 12 16 15 10

総額 2,574.7 600.2 1,276.5 122.3 104.1 83.2

　総投資額

件数 130 55 63 66 68 43

総額 2,598.3 615.0 1,292.6 142.4 122.5 94.0

部門別投資額および件数

　農業

件数 7 3 6 11 8 8

総額 6.8 5.1 1.9 6.3 7.9 62.0

　縫製／織物

件数 8 6 4 4 7 2

総額 12.3 13.1 2.7 2.6 5.0 0.9

　木材産業

件数 5 1 2 2 1 0

総額 22.4 0.6 12.0 2.1 2.5 0.0

　他の製造業

件数 20 9 14 13 － 5

総額 18.0 46.0 320.1 13.4 － 4.9

図表５　部門別外国投資認可額および件数（1994～99年）（100万ドル）

1994 1995 1996 1997 1998 1999
１/
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1994 1995 1996 1997 1998 1999
１/

　鉱業／石油

件数 3 9 0 2 3 2

総額 9.6 27.1 0.0 14.0 8.3 4.7

　貿易

件数 16 4 11 8 5 6

総額 8.9 0.4 7.9 5.0 1.0 2.6

　ホテル／観光

件数 6 1 3 2 4 0

総額 279.3 0.3 211.7 0.5 1.8 0.0

　電力

件数 3 1 1 0 0 0

総額 2,146.0 498.4 231.8 0.0 0.0 0.0

　その他

件数 62 21 22 24 30 20

総額 30.1 24.0 504.4 18.5 96.0 19.0

　総投資

件数 130 55 63 66 68 43

総額 2,598.3 615.0 1,292.6 142.4 122.5 94.0

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

　　１．はじめの10か月
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タイ

件数 54 21 17 15 15 7

総額 2,013.0 35.2 761.5 9.5 65.6 4.7

アメリカ

件数 8 2 4 4 2 5

総額 4.9 0.1 6.7 0.9 1.2 0.9

台湾

件数 6 1 1 2 3 1

総額 8.2 6.7 0.5 0.3 1.3 0.1

フランス

件数 11 6 8 5 11 4

総額 3 1.5 1 1 2.3 0.4

中国

件数 13 9 6 4 6 4

総額 8.9 8.1 3.2 3.5 6.5 5.4

マレーシア

件数 1 2 2 5 2 1

総額 3.4 5.1 211.2 73.2 3 11.4

イギリス

件数 1 1 3 1 2 1

総額 3.5 4 17.9 0.2 0.3 41.7

オーストラリア

件数 7 6 0 6 3 0

総額 7.1 1.7 0 5.6 1.5 0

図表６　国別直接投資認可額および件数（1994～99年）（100万ドル）

1994 1995 1996 1997 1998 1999
１/
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1994 1995 1996 1997 1998 1999
１/

韓国

件数 5 2 6 3 5 5

総額 2.8 277.4 276.8 6.9 6.8 3.8

シンガポール

件数 1 1 1 3 2 1

総額 0.5 0.2 10 2.2 0.4 1

日本

件数 5 5 4 8 5 1

総額 1 5.2 2.8 4.3 2 0.7

ドイツ

件数 4 0 0 1 1 0

総額 1.5 0 0 0.1 0.4 0

カナダ

件数 1 1 0 1 1 1

総額 0.1 0.3 0 0.2 0.7 0.02

その他

件数 14 6 11 15 10 12

総額 6.5 15.7 1.1 5.8 30.7 8.3

投資認可件数１/ 131 63 63 72 68 43

投資認可総額 2,064.3 366.3 1,292.6 113.8 122.5 78.4

〔出所〕ラオス政府及びＩＭＦ推計

　１．最初の10か月

　２．合弁事業を含む

　３．全投資額集計（エネルギー関連投資およびラオス人投資家による資本拠出金を除く)
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 18.1万㎞2 

２． 人 口 1,140万人（98年３月） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 30.3億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 268米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 1.0％（98年） 

６． 物 価 上 昇 率 9.1％（97年） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 リエル 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝3,700リエル（98年平均予想） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
404.0百万米ドル（97年） 
707.0百万米ドル（97年） 

11． 外 貨 準 備 高 － 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

－ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第６節「ようやく平和と安定を回復した国」：カンボジア 

関東学園大学法学部 教授 

今 川  幸 雄 

１．はじめに 

 カンボジアは、日本の半分ぐらいの面積で、人口は日本の12分の１という国である。 

カンボジアの特色は、第１に典型的な農業国で、農業以外では生きていけないこと、そし

て、第２に30年近くにわたる紛争と内戦が終わり、ようやく平和と安定を回復したことで

ある。これについては、パリ協定調印の1991年以来とか、新しい憲法が制定されて王制復

帰が実現された1993年以来とか、いろいろ言われるが、現実を見ると、一年余り前、1998

年 11月 30日に新しい政府ができて以来のことである。これまではずっと紛争ばかり続け

ていたという状況であった。 

 その他の特色は、敬けんな仏教国であり、王国で、旧共産主義者も王制を大事にすると

いう国であり、非常な親日国であるということ。しかし、これだけ、20余年にわたって国

内で殺し合いの紛争を続けてきたにもかかわらず、国内に民族的というか人種的、あるい

は宗教的な絡み合いはないということも特色だと思う。 

 

２．カンボジア紛争と和平 

 まず、紛争発生前のことに少しふれてみたい。1953 年 11 月９日、ラオスあるいはベト

ナムより半年ほど早く、初めてフランスから全部の権限を移譲されて完全独立を達成した。

それまで非暴力的に完全独立達成のための指導をしてきた若い国王ノロドム･シハヌーク

陛下が独立を機に1955年３月３日に退位し、それ以来、シハヌーク―現在再び国王になっ

ているが―殿下の国政指導のもとに、ロイヤル･ソーシャリズム(王制社会主義)―これはち

ょっと理論の矛盾でもあるが―、それから国内的には中立主義というよりも中立政策によ

って、隣のベトナムで大戦争が行われていたときも、約15年間にわたりずっと平和な時代

が続いた。しかし、1970 年３月に、シハヌーク殿下の下で首相兼国防大臣であったロン･

ノルがクーデター―これは、アメリカから買収されたということだが―を起こしてシハヌ

ーク殿下を追放し、自分の国をアメリカ軍が爆撃するのを認めた。これは、いわゆるホー･

チ･ミン･ルートといわれる北ベトナムからベトコン支援のための物資補給ルートの南端が

カンボジアに来ているということからだったが、60万人もの国民を殺傷するような大きな

爆撃が行われたため、カンボジアはめちゃくちゃになってしまった。つまり、1970年３月
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のロン･ノルのクーデターというのがカンボジア紛争の始まりである。 

 クーデターにより新政権ができたが、自国を外国に爆撃させるような政府は長く続くは

ずはなく、1975 年４月に、今度はロン･ノル政権に敵対してきた狂気の過激派・農本主義

の共産主義政権、いわゆるクメール･ルージュ(赤いクメール)と言われるポル･ポトー派が

プノンペンに入ってきて、ロン･ノル政権が崩壊した。このロン･ノル政権の後に来たクメ

ール･ルージュ政権は自国民を170万人も虐殺するという、これまた狂気の政権であった。 

 ２つの政権の続いた期間にカンボジア人は塗炭の苦しみをなめさせられたが、1979年１

月６日にベトナム軍がクメール･ルージュのベトナム領侵攻に反発して、カンボジア領に侵

攻した。大変強いとも恐ろしいとも言われていたクメール･ルージュであったが、実は単に

内部で恐ろしいだけであって、外に向けては大変弱く、わずか１週間のうちに首都プノン

ペンが陥落し、１ヶ月の間にクメール･ルージュ政権がカンボジア国内から消滅した。そし

て、ポル・ポトー派は、タイとカンボジアとの国境地帯の少しタイ側に難民あるいは亡命

者となってキャンプなどに入れられてしまった。こうした経緯を経て、ベトナム軍の支援

の下に新しく親ベトナムのプノンペン政府が樹立された。ヘン･サムリンが大統領になり、

ヘン･サムリン政権と言われるが、当時から今日まで一貫して政治を行っているのは首相と

なったフン･センであり、その政府が続いてきた。 

 ところが、1982 年に、親ベトナムのプノンペン政府に対抗するため、反ベトナム･反プ

ノンペン政府の｢３派連合亡命政権｣というものが、嫌がるシハヌーク殿下を名目的なヘッ

ドとして、マレーシアのクアラルンプールで設立された。フランス語でポッシュ･ド･レジ

スタンス(レジスタンス･ポケット)と言われる、カンボジア国内にほんのわずかの地域を押

さえている３派が作った亡命政権である。これは、ＣＧＤＫ(コアリシオン・ガバメント・

オブ・デモクラティック・カンプチア)と言うが、シハヌーク派、ソン･サン派、それから

ポルポト派という３派によるクメール･ルージュの(亡命)連合政府が出来上がった。 

 ただ、ここで一つぜひ述べておきたいことは、今カンボジアで一つの大きな問題となっ

ているクメール･ルージュの国際裁判をアメリカが強く主張しているが、この時点において

クメール･ルージュに対する支援を働きかけたのは、中国と他ならぬアメリカである。それ

は間違いない事実であり、国外に逃げてしまったクメール･ルージュに11年間にわたって

なお国連における唯一の正当な代表であるという地位を維持させ続けたのは、中国とアメ

リカの働きかけによるものである。そして、それに日本とＡＳＥＡＮ、一部の西欧諸国な

どがついてきたのである。 
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 そういうことで、1982 年に対立する２つの政権ができ、ロン･ノル政権の時代とは異な

るまた新しい内戦がここで起こった。しかし、1987年 12月になると｢もういいかげん、同

じ民族同士で殺し合いをすることはやめようではないか。｣とシハヌーク殿下とフン･セン

が言い出し、フランスのパリの東北東120キロメートルばかりのフェール・アンタルドゥ

ヌアという小さな村にある古いシャトー･ホテルで、シハヌーク殿下とフン･センによる第

１回の和平の話し合いが行われた。これはカンボジア和平にとって、あるいは東南アジア

情勢にとって非常に重要なことであった。それというのは、カンボジア和平は多くの困難

の後に最終的には成功するが、これが成功したのは、国連のためでもない、もちろんその

他の国々のためでもない。カンボジア人自身が和平のイニシアチブを取ったからこそカン

ボジア和平が成功したと私は信じている。 

 その後、1989年 7月 30日から８月30日まで、パリにおいてカンボジア和平パリ国際会

議（Paris International Conference on Cambodia、ＰＩＣＣ）が開催された。このＰＩ

ＣＣへの参加により、日本は第２次世界大戦後、初めてアジアにおける第三国の地域紛争

解決のための国際会議に加わることができたのである。それまでは、例えば、1973年にベ

トナムとアメリカとの間で和平が成立した後、15カ国によるベトナム和平の国際保障のた

めの国際会議がパリで開かれたが、この時日本はアメリカからもベトナムからも呼んでも

らえなかったという苦い経験がある。このカンボジア和平のとき初めて日本はパリ会議に

加わった。これはむしろ日本にとって大変重要な外交政策転換の契機だったと思う。 

 日本は、ただ単にパリ会議に加わっただけではなく、日本の得意とする分野である復旧･

復興及び難民帰還を扱う第３委員会の共同議長国となったのである。議長国は日本と豪州

で、日本が筆者である私、豪州がメリリーズ外務貿易省次官補代理で、この両者が共同議

長として１ヶ月にわたり第３委員会の議事を司会した。なお、第１委員会は軍事問題、第

２委員会は国際保障問題を扱った。第１委員会はカナダとインド、第２委員会はラオスと

マレーシアが議長国となった。この３つの委員会の活動では、第３委員会だけは、難物の

クメール・ルージュも入れて、パリ会議においても最も早く合意を達成できたのだが、第

1 委員会と第２委員会が非常に難行したため、その後２年２ヶ月にわたり、パリ会議は休

会となった。その間に多くの国々、特に国連安全保障理事会の常任理事国(Ｐ５)を中心と

して、カンボジアを入れたり入れなかったりしながら多数国間外交が網の目のように張り

めぐらされて行われ、日本もシハヌーク殿下とフン･センを呼んで東京会談などを成功させ

た。 
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 しかし、いろいろな経緯があって、カンボジア和平パリ国際会議が再び開かれたのは

1991年 10月 21日であった。日本からは中山太郎外務大臣が出席し、18ヶ国及びカンボジ

アの各派の代表が10月 23日にサインして、４つの文章から成るパリ協定、いわゆる｢カン

ボジア紛争の包括的政治解決のための協定｣ができた。その後、国連は、カンボジアで暫定

統治機構(ＵＮＴＡＣ)による平和維持活動(ＰＫＯ)を開始した。このＵＮＴＡＣは、日本

が占領されていた時代のマッカーサー司令部のようなもので、シハヌーク殿下がその間、

日本の裕仁天皇のような存在であったということができる。ＵＮＴＡＣは一生懸命活動し

たが、武装解除とか動員解除はクメール･ルージュの徹底反対により失敗した。しかし、総

選挙を実施するという最大の目的は達成した。この総選挙は立法議会ではなく制憲議会議

員の選挙であった。新憲法が制定され、公布されたのは1993年９月24日のことである。 

 憲法の制定は、カンボジア人に任せたわけだが、もちろん国連あるいはパリ会議におい

てもいろいろと議論され、パリ協定には憲法の基本的原理が決められた。それは、民主主

義や人権尊重であり、政治体制をどうするかということはカンボジア人に任せられた。当

時、少なくても50％は真っ赤か、又はピンク程度の共産主義者であったことは間違いない

が、その85％が王制復帰に賛成した。筆者を始めとする各国の大使や明石康ＵＮＴＡＣ代

表などは、いつ大統領選挙をやるかなどを大変真剣に考え、シハヌーク殿下自身もそれを

考えていたことがある。ところが、カンボジア人だけの制憲議会に任せたら、カンボジア

は王国になってしまったということで、新しい王国が成立して、シハヌーク殿下が国王陛

下に再即位した。そして、国王の任命により、二人首相制内閣という変則的な妥協の産物

が生まれて大変難しいことになったが、とにかく新政府は発足した。 

 その後、二人の首相の対立もあり、1997 年７月に、クーデターではないが、フン･セン

第２首相の武力行使によりラナリット第１首相が追放されるという大変大きな実力行使が

行われたこともあった。しかし、このときには日本が双方の当事者に対し大いに働きかけ

を行い、ようやく1998年７月26日にカンボジア人自身により行われた選挙は、国際的に

誰もが認める自由かつ公正な選挙であった。その結果フン･セン一人を首相とする新しい政

府が、多くの困難を乗り越えて、ようやく1998年 11月 30日に発足した。 

 

３．主要な経済指標 

 図表１に、カンボジアは大変な貧乏国であるという数字が出ている。この国のＧＤＰは、

大体2,900万ドル程度であるが、一人当たりのＧＤＰは、1996年までは確実に伸びてきて
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おり、300ドルまではいかないが、291ドル程度であった。その後、少し、低下したものの

1999年には290ドルくらいに戻っていると思う。大体こういうトレンドにある。農業水産

業のＧＤＰの構成比は大きい。実質成長率はずっと伸びていたが、1997年から１％ぐらい

になってしまった。しかし、為替レートはかなり安定している。また、輸出入は増大傾向

を示している。    

 なお、1997年から経済情勢は確かに悪くなっている。ＧＤＰの伸びも低下し、現地通貨

の為替レートが弱くなっている。これはタイを通じてのアジアの経済危機の影響を受けた

ということもあったと思う。しかし、その影響を受けるには余りにも小規模な経済であり、

むしろ内政上の理由の方が強いのではないか。つまり1997年７月５日から６日に、一番の

実力者であるフン･セン第２首相が軍隊を動かしてラナリット第１首相派軍を壊滅させて、

ラナリットを追放するという戦闘が国内で行われ、これに、アメリカが強く反発して、多

くの国が援助を一時的に停止したということの影響が強いのではないか。どっちがどのく

らいとはなかなか数字が出てこないが、タイを通じてのアジアの経済危機の影響よりも、

むしろ、政治的に元々フラジャイルな状況であるから、政治的に不安定要因が発生すると、

｢また内戦か｣ということで投資家等が全部、さっと投資を止めてしまうという状況にあっ

て、その影響の方が大きかったと思う。 

 

４．カンボジアに対する外国援助 

 カンボジアに対する外国援助は、図表２のとおりであり、日本が第１の援助国である。

これは1998年まで、つまりこの表に示されたところでは、日本の援助は全部、無償援助及

び無償の技術協力である。今年から初めて有償協力が提供されることになっている。 

 余談であるが、私のような親カンボジア派にとっては、無償協力はこのくらいで手一杯

だと思う。今後は、国際協力銀行が何とか有償援助を伸ばしてもらいたいと思っている。 

 なお、図表２の外国援助の表をみると、順位は日本が第１位、その次にフランスが第２

位、アメリカが第３位である。アメリカは大きな道路の修復建設などの援助を行ってきた

が、日本とフランスには及ばない。世界銀行以外の国連のあらゆる専門機関からの援助が

入っている。外国からの援助の合計額は1996年をピークに少しずつ減っている。 

1999 年３月に日本で行ったカンボジア支援国会合において関係各国から多くの支援の

約束がなされた。カンボジアが今後とも｢いい子｣になって、国内で争いをしないでやって

くれれば、かなりの国からの援助を得て自らの経済を再建することができると思う。 
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ところで、今までカンボジアは随分おかしなことが多過ぎた。例えば、筆者がいた1993

年、1994年のころ、干ばつあるいは洪水でどうにもならないという自然現象に原因を着せ

て、米ができない、だから食っていけない、緊急食糧援助を頼むと世界に向かって言って

きた。しかし、カンボジアの面積は日本の半分である。バングラデシュという国はとにか

く１億2,000万人の人口を養っている。大変なことである。カンボジアは、そのバングラ

デシュよりも大きい国土で、地勢的にはバングラデシュに非常に似ているように思うが、

そこでたった1,000万人の人口を養えないはずがない。これが食えないというのは明らか

に経済政策上の欠陥であったと思う。だが、ありがたいことに 1998 年、1999 年、つまり

アジア経済危機あるいはカンボジアの国内政情の非常な動揺の年であった 1997 年に経済

がひとたび悪くなって以後、カンボジアの農業生産はむしろ上がっているので、この調子

で行ってくれると、国際社会からもう少し理解を得ることができる国になるのではないか

と思っている。 

 

５．カンボジア復興支援の理念 

 ｢カンボジア復興支援の理念｣について少し述べたい。いろいろな国のいろいろな人がカ

ンボジアに向かって、何かというと｢パリ協定を守れ。｣と言う。パリ協定には 4つの文書

があり、そのうち第１が経過を書いた最終議定書である。第２及び第３文書は、一番重要

な国際条約だが、これには国連暫定統治機構（ＵＮＴＡＣ）がどうすべきかということが

書いてあり、既に終了したことである。今残っているものは、第４文書つまり、カンボジ

アの復旧･復興に関する宣言であり、今後とも重要である。これは日本が共同議長国として

豪州と一緒に案を作って、筆者自身、豪州のメリリーズ外務貿易次官補代理と一緒に共同

議長を務めたのだが、要するにカンボジアへの外国からの援助を｢市場開放｣しろというこ

とが柱であって、当時はこういうことを特にアメリカが非常に気にした。援助を一国ある

いは一陣営に任せてしまうと影響が大きくなり過ぎて、カンボジアがまた政治的に片寄っ

てしまうということを心配したわけだ。 

 

６．おわりに－カンボジア援助の主要目標 

 最後に、対カンボジア援助の主要目標について少し述べたい。今、筆者がカンボジアを

外から見て第１に重要と思うことは、援助に関して言えば、援助が直接間接に、人権尊重･

民主化促進というものに役立つものでなければならないということである。 
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 第２に、その援助がどっちの方向に行くべきか。これはgood governanceの実現の一語

に尽きると思う。三権分立による民主国家の実現ということで、青少年のみならず全国民

に教育をしなければならない。そして、法の支配の確立。これは今、国際協力事業団、日

本弁護士会あるいは東京弁護士会などから専門家を派遣している。これは絶対必要なこと

で、後は汚職の撲滅が当然必要である。財政健全化は、口で言うのは易しいが、実現のた

めには歳入の増加を図らなければならない。徴税の公正化と効率化は、私の好きなカンボ

ジアに対して失礼な言い方だが、要するに徴税吏が今、プノンペンの町の中の、もうけて

いる華僑の店がずらっとあるところへ行って、｢あなたのところの税金は幾らです。｣と言

っても、華僑の方がもっと頭もいい。華僑が｢こういう損失があって、さっぱりだめだ。こ

のくらいで勘弁してください。｣と言って、その中から１割ぐらいを徴税吏のポケットにそ

っと入れれば、それで｢もう結構です。｣と言うのが当たり前になっている。そういうこと

がないように徴税制度の確立、これは倫理の問題で、経済援助にはなかなかなじまないが、

どうしても実現させないと公経済が発達しない。やみ経済ばかりが伸び、そして貧富の差

がますます拡大するということで、非常に困ったことになると思う。 

 第３が、当たり前のことだが、小さな政府（cheap government）の実現であって、特に

軍、警察の動員解除をしなければならない。そして、それよりも前にまず、いわゆる幽霊

人口、幽霊兵士―実在しないが給料を払って、その給料が軍の幹部に入っているというこ

と―をなくす。これは簡単なことに思われるが、各派の実力に関することから非常に難し

い。 

後は、国の基礎産業としての農業分野への資金及び技術の投入、脱社会主義つまり市場

経済化の一層の促進、貧困対策と教育の普及、環境の保全とアンコール遺跡等クメール文

化遺産の保全修復などが、それぞれ大事である。特に環境保全は、今からしておかなけれ

ばならないし、更に、今日、日本も協力している地雷の除去―21世紀前半の全部ぐらいか

かると思うが―やっていかなければならない。 

 それから、刀狩、つまり武器の回収をしなければならない。カンボジアに行った人は分

かると思うが、つい先日も運転手でも｢私のはね｣と、ピストルなど、かなりいいものを見

せるし、そこらの雑貨屋の店主などが小型のロケット砲ぐらいは持っていても不思議では

ない。これはなんとしても押さえなければならないが、武装解除はＵＮＴＡＣでもできな

かった。これはなかなか難しい問題であるが、こうしたことをやっていくことは絶対に必

要である。 



－114－

（質疑） 

 

[ 斉藤(国) ] カンボジアとラオスは両国とも小さくて非常に貧しい、気の毒な国なの

だが、我々ＩＭＦの目から見ると、現時点では大分違いがある｡カンボジアは非常に出来が

いいが、ラオスは今一つうまくいかないということが言えると思う｡ 

 カンボジアは、ＥＳＡＦと呼ぶ、ＩＭＦとしては低利の中長期の貸し出しを 1999 年 10

月終わりに承認し、向こう３年間で8,000万ドル出す｡ＩＭＦの金はあくまで政策支援であ

るので、支援する政策の中心は、今川先生の報告にあったように、財政健全化と、森林資

源を中心とする環境保護ということである。財政の一番の問題は、徴税効率を上げること、

特に関税、石油税が中心であるので、その例外措置、特別措置等を洗い直して少なくし、

これらの例外は無くすということを中心にして徴税能力を上げる｡それから、森林資源は、

森林伐採権を出すに当たって、ガバナンスの問題がいろいろあるということで、これがＩ

ＭＦが援助できないボトルネックになっていたが､一応やるという決意を表明している｡こ

ういったことを中心にしてＩＭＦは一緒に仕事をすることになった訳である｡ 

[ 今川 ] カンボジアが非常に出来がいいと言われ､まるで自分が褒められているよう

にうれしい感じを受けた｡ 

 さて、和平ができる前から、明石さんのＵＮＴＡＣで、パリ協定の第４文書(復旧･復興

宣言)に従ってカンボジアの復旧･復興をどうやっていくかということが話された。その時､

私は､もちろん日本政府からの訓令があってのことであるが､とにかくＩＭＦのコンディシ

ョナリティーを守れということ厳しく言いつづけてきた。ところが、ＩＭＦは、私が思っ

ていたところとは大分違って、カンボジアに対して実に親切にやってくれた｡これが成功し

た原因だと思う｡厳しいことを言って､とにかくそれを少しでも守らせたら､今度はムチだ

けではなくアメも与えるという今のやり方であるが､少なくともカンボジアでは大変成功

したのでないかと思っている｡ 

[ 中村 ] スリランカは、過去 20 年近く内戦状態が続いていることが非常に大きな障

害になっているわけだが､カンボジアの経験が果たして―日本政府がカンボジアの問題に

積極的に貢献しようとした経験というものが―カンボジア以外のところで､例えば東ティ

モールの暫定政府が今作られようとしているが､ちょっと遠いスリランカのような内戦･紛

争解決に果たして貢献し得る可能性があるのか｡あるとしたら、どの程度のものなのか。そ

んなことを教えてほしい｡ 
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[ 今川 ] 私の感じではカンボジア和平は、何といってもカンボジア人自身が戦争に飽

きて､いいかげんもう仲良くしようという､殺し合いの最中に､殺し合っている双方の首脳

同士がフランスへ行って会ったということから始まっている｡そのイニシアチブがカンボ

ジア自身でとられた。これは大きいと思う｡国際社会でも､たまたまこのパリ和平会議が開

かれた年は 1989 年であるから､いわゆる冷戦が終了した年であった｡ブッシュ＝ゴルバチ

ョフのマルタ会談の年であるし、そのように東西両陣営あるいは中ソにしても中越にして

も話し合いができる環境になりつつあったという､国際環境も良かったと思う。 

 日本政府は､1945年に戦争に負けて以来、そして1951年に外交自主権をサンフランシス

コ条約でようやく得た後にも、経済や経済協力には一生懸命で､多くの国際会議に出ていっ

ていろいろ働いた。しかし、アジアにおいては、第２次世界大戦中のいろいろな問題もあ

ったということだろうが､政治問題に対しては非常に臆病であった。ある地域紛争解決の和

平問題で開かれた国際会議、例えば1954年のインドシナ停戦のためのジュネーブ会議、そ

れから1962年のラオス和平のためのジュネーブ会議､こういうものに呼ばれなかったのは

致し方ないとしても､1973 年のベトナム和平国際保障パリ会議のときは、私はパリにいた

ので本当につらい思いをした｡ 

 当時、日本ではポスト･ベトナムという言葉が先行してしまい､ベトナム戦争さえ終われ

ば日本は経済的にも政治的にもアジアで大いに働けるというようなことをニュースその他

で言っていたのに、日本は入れてもらえなかった。あの経験から考えても､何とかしたいと

いう気持ちが日本政府全体としてあった｡その時期に、カンボジアは非常にタイミングが良

かったと思う。そう考えてみると､今､中村先生の言われたスリランカは、まさに日本が働

くことのできる規模ではなかろうか｡カンボジアも､もしこれがもっと大きなベトナム戦争

だったら日本の手に余り、何もできなかったであろう。しかし､カンボジア紛争は、規模の

点で良かったというのと同じで、私は詳しいことを知らないが､スリランカは適切な規模で

あり､いかにも日本が貢献できる条件がそろっているような気がする｡ 

 幾つかのことを言うと､例えば､カンボジアで国連始まって以来の大規模な総合的ＰＫＯ

が行われたのだが､そのときの最高責任者がたまたま明石康という大変能力のある立派な

日本人であったということ､これはその前にパキスタンの某氏がなるということがほぼ決

まりかけていたのだが、その人が断ったということで､急に明石さんにかわった。これは日

本にとっても､私個人にとってもどれだけ幸運であったかわからない｡こういう大変な偶然

というものもあるが､私はカンボジアに行く前､パリ国際会議の第３委員会の共同議長をや
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ったとき、あるいは、その前からずっとこれをフォローして、更にＰＫＯが終わった後も

カンボジアにいたが、私のそういう経験に基づく感覚からスリランカというのは―もちろ

ん東ティモールは小さすぎるということと、東ティモールとの関係というのは―日本の対

インドネシア政策との関係において極めて微妙なところもあるのではないかと思うが､ス

リランカでは和平への貢献が何かできる可能性は大きく､素晴らしいのではないか｡私の個

人的な感じである｡ 

[ 河上 ] カンボジアでは､安いホテルに泊まれば、ホテル代が10～20ドルで非常に安

い｡ただ、アンコールワット､トムの拝観料が40ドルくらいするそうである｡そういった拝

観料は国庫に入っているのかどうか｡ 

 次に中村先生の質問に続くものだが、日本がアジアの平和維持活動に参加するための一

つの前提条件として､日本の法制整備の問題があると思う。ＵＮＴＡＣの活動として、確か

日本のボランティアと文民警察官が１名づつ亡くなったと思うが､こうした客観的な情勢

と日本の法制整備の問題についてどうお考えになっているか｡ 

[ 今川 ] 最初の質問のアンコールワット遺跡の拝観料については、拝観料は外国人の

ための車の通行料のようなものである｡私はフランスの大使と一緒にアンコール遺跡保存

修復国際委員会の共同議長をやっていたので、何度もこの問題を取り上げて､これは目的税

的な使い方にして道路を整備し、それから、遺跡が破壊されたのを修復するのに使うべき

ということを言った。しかし、残念ながら､私が辞めた1996年まで１銭も国庫に入ってい

ないらしい｡そこで実際やっているのは、警察と軍がそこで得たお金を全部山分けしていた

ということである｡1998年 12月１日にフン・センが政策演説をやったとき、この問題を具

体的に名を挙げて、必ず国庫に全部入れて､きちんとして遺跡を守るということを一応言っ

たのだが､最近、上智大学の研究者などに聞くと、それはまだ実際には行われていないので

はないかということで､誠に残念に思っている｡ 

 次にＵＮＴＡＣの問題だが､国連のＵＮボランティアであった中田さんという大変立派

な青年が、クメール・ルージュではないが、ごろつきのような地方のボスに狙われて殺さ

れてしまった｡それから、文民警察官の高田警視は、クメール・ルージュ支配地域に行って､

そこで殺されてしまった｡元々全く危険のないところであったら､ＰＫＯの必要がなく、Ｐ

ＫＯに危険が伴うことは止むを得ない。ＰＫＯは、国連憲章の第６章によるものと第７章

によるものがあって、第６章によるのが現在言われている自衛のための最小限度以外は非

武装のＰＫＯだが、そこでもはっきり自衛のための武器は持っていけということが文言か
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ら読み取れる｡自分で自分を守ることができないということでは非常に困る｡ 

 日本の自衛隊は結局フランスに守ってもらうという建前でいたが、自衛隊は非常にしっ

かりして、きちんとした態度をとって、毎日泥だらけになった車を洗って、筋を引いたよ

うに並べるということをやっていた｡クメール・ルージュの幹部は私に｢日本はとんでもな

いやつだ｡機関銃を２丁と小銃を何本しか持ってきていないと言っている｡こういう大うそ

をついて世論をごまかして我々を油断させた。あんなところへ攻めていったら大変だろう

ということで我々は攻めなかった。しかし、あの金持ち日本が機関銃などを持っていない

はずはない。たくさん持ってきたが､気の毒に使わないで持って帰ったであろう。｣という

ことを言っていた。そのくらい日本はぴしっとした態度をとったから、今後のＰＫＯにお

いてもこれは大変な教訓だったと思う｡しかし、外国のことを批判するのは誠に申しわけな

いが、だらしない国があった｡ 

 ただ、カンボジアで亡くなった方は、いずれも武官ではなく文民である。警察官であっ

ても､全く丸腰で､これはオランダの軍隊が警備するということだった。高田警視が乗って

進んでいた車列は、オランダの軍隊､日本の文民警察官、それからカンボジア人の車などが

行列走行していたのに、オランダ軍はみんな逃げてしまった。そういうことだから、やは

り人に頼るということには問題があると感じた｡ 

 そういうことで、制度としてもう一度､ＰＫＯを考える場合には、将来､東ティモールで

どうか、あるいは中央アジアでどうかというような場合にも、何も「ＰＫＦ」が重武装し

てという方へいく議論ではなく、現在の憲章第６章に基づくＰＫＯをやるのに、なぜ日本

はフランスあるいはオランダのような、そこまでの整備ができないのかということを議論

するということが必要ではないか、これは役所を離れた私の個人的な考えであるが、そう

いう気がする｡ 

[  原  ] 今の今川先生のお話は、日本人としてよく考えなければいけないことで、少

なくとも学者レベルにそういうきちっとした情報が入っていないということがある｡何が

起こっているのか、その事実がどれくらい日本国内に伝わるのか、ジャーナリズムの問題

も含めて、その辺の問題もあるような気がしている｡ 
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図表１ 主要な経済指標 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

GDP(注) 

一人当りGDP(ドル) 

2,013 

204 

2,409 

244 

2,938 

286 

3,114 

291 

3,044 

275 

2,905 

254 

GDP 

構成比 

（％） 

農林水産業 

鉱工業 

サービス業 

46.9 

17.7 

35.4 

45.1 

18.3 

36.5 

44.6 

18.7 

36.8 

42.7 

20.6 

36.6 

42.8 

19.8 

37.2 

 

GDP 実質成長率（％） 4.1 4.0 7.6 7.0 1.0 1.0 

物価上昇率（％） 

年央・為替レート 

(リエル／ドル) 

41.0 

2,470 

17.9 

2,543 

 

7.9 

2,463 

 

9.0 

2,643 

 

9.1 

3,075 

 

12.6 

3,700 

 

輸出（注） 

輸入（注） 

貿易バランス（注） 

219.0 

422.0 

－203.0 

461.7 

737.1 

－275.4 

808.6 

1,213.２ 

－404.6 

658.8 

1,102.2 

－451.4 

733.8 

1,037.１ 

－303.3 

 

（注）単位は百万ドル． 

〔出所〕世界銀行、経済･財務省、在カンボジア日本大使館 

 

 

図表２ カンボジアに対する外国援助 （単位：百万ドル） 

順

位 

供 与 国 又

は機構 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(推定) 

計 

１ 日本 66.9 102.0 95.6 117.9 111.0 59.8 71.4 624.6 

２ フランス 5.8 32.3 35.8 62.2 42.9 26.5 39.4 244.9 

３ アメリカ 35.6 33.8 31.7 45.1 28.8 30.5 31.4 236.8 

４ 国連 13.3 31.0 26.1 31.0 50.3 39.8 44.8 236.2 

５ EU(注) 32.1 19.1 9.2 28.9 57.6 36.8 23.3 206.9 

６ 世銀 ― 0.1 40.0 29.6 40.4 28.1 36.9 175.1 

７ アジ銀 ― 12.3 12.4 37.9 49.2 18.4 31.0 161.2 

８ 豪州 10.5 15.9 13.8 27.5 20.2 27.3 21.8 137.0 

９ IMF ― 8.8 21.2 42.3 0.4 ０ 72.7 72.7 

 そ の 他 を

含む計 

 

250.2 

 

321.9 

 

358.0 

 

513.3 

 

518.1 

 

375.4 

 

417.5 

 

2,754.4 

 全 体 に 占

め る 日 本

の 割 合

(％) 

 

 

25.7 

 

 

31.7 

 

 

26.7 

 

 

23.0 

 

 

21.4 

 

 

15.9 

 

 

17.1 

 

 

22.7 

（注）フランスを除く． 

〔出所〕カンボジア開発評議会資料、日本大使館資料 
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（年表） 

 

1953.11.9 カンボジア、フランスの保護国から完全独立． 

1954.7.20 インドシナ停戦のためのジュネーブ協定調印． 

1955.3.03 シハヌーク国王、自ら政治を指導するため退位．大同団結の政治団体 

 サンクム・レアストル・ニヨムを結成． 

   ―王制社会主義と中立政策による平和な時代― 

 

 

1970.3.17 ロン・ノルによるクーデター、シハヌークを追放． 

       ―米軍に自国領爆撃を認め、ベトナム戦争の戦火を導入した戦争の時代― 

1975.4.17 クメール・ルージュ（ポルポト派）軍プノンペンに入場、政権を奪取． 

    ―170 万人に及ぶ自国民を虐殺した狂気の過激派共産政権の時代― 

1979.1.6 カンボジアに侵攻したベトナム軍クメール・ルージュを掃討．親ベト 

 ナムのプノンペン政府樹立． 

1982.6.22 反ベトナム、反プノンペン政府の三派連合抵抗亡命政権樹立． 

    ―親ベトナム、反ベトナムのカンボジア両政権対立下に内戦継続― 

 

 

1987.12.2～４ 第 1回シハヌーク・フンセン会談―和平の萌芽． 

1989.7.30～8.30 カンボジア和平パリ国際会議第一会期． 

1990.6.4～５ シハヌーク・フンセン東京会談． 

1991.10.21～23 カンボジア和平パリ国際会議第二会期、パリ協定調印（23） 

1991.11.14 シハヌーク殿下亡命先の北京より帰国． 

1992.3.15 国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）によるPKO活動開始． 

1993.5.23～28 UNTAC による総選挙施行． 

1993.9.24 新憲法公布．王制復帰、シハヌーク国王再即位．ラナリット第一、フンセ

ン第二首相による新政府発足． 

1993.9.25 UNTAC による PKO終了． 
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1997.7.5～６ フンセン第二首相、軍を動かしてラナリット第一首相派軍を壊滅させ、 

 ラナリットを事実上追放． 

1998.7.26 カンボジアにおける総選挙施行． 

1998.11.30 フンセンを首相とする新政府発足． 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブルネイ・ダルサラーム国 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 5,765㎞2 

２． 人 口 32.3万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 47.0億米ドル（98年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 14,522米ドル（98年） 

５． 経 済 成 長 率 1.0％（98年） 

６． 物 価 上 昇 率 1.7％（97年） 

７． 失 業 率 4.9％（95年） 

８． 通 貨 ブルネイ・ドル 

９． 為 替 レ ー ト 
１ブルネイ・ドル＝77円（98年） 
（注：ブルネイ・ドルはシンガポール・ドルと
等価交換されている） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
3,989百万米ドル（97年） 
3,057百万米ドル（97年） 

11． 外 貨 準 備 高 － 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

－ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第７節 「資産大国が直面する構造調整問題」：ブルネイ 

麗澤大学国際経済学部 教授 

成 相   修 

１.はじめに 

 ブルネイは、他のアジアの周縁国であるラオスとカンボジアのように、いわゆる発展途

上国固有の問題を抱えていて、日本の援助政策においても検討対象である国とは異なって

いる。日本の対ブルネイ援助は技術協力だけがあったが、それも1998年をもって完全に終

了した。そういう国について、本研究会で一体どういう問題設定ができるかということを

考えてみると、次の２つが考えられる。 

 第１は、石油収入、海外資産を基礎に金はあるものの、小国として今後のＡＳＥＡＮ、

アジア全体あるいは世界経済のグローバルなインテグレーションの中でどうやって国家と

して生き伸びていくのかということを考えるヒントとすること。第２には、通貨・経済危

機以降のインドネシアでみられた政治・経済の混乱の中で見られたような中国人対インド

ネシア人の対立、あるいはイスラム教と経済発展との関連を考える軸を提供してくれる。 

 こうした２つの観点からブルネイについて整理してみる。この２つの問題設定に対して、

的確な発見や分析ができたかどうかは極めて疑問であるが、以下に述べていく。 

 

２.独立までの道のり 

 

（１）国の概略 

 ブルネイは正式な国名「ネガラ・ブルネイ・ダルサラーム（安寧の国ブルネイという意

味）」という。マレー人によるイスラム教国家を詠っている。地理的には、ボルネオ島に位

置している5,700平方キロメートルの小国である。東西を東マレーシアによって挟まれて

いる。西の方にサラワク州があり、東の方がサバ州である。日本で言えば三重県と同じ程

度の面積と考えていい。そこに人口は30万人程度しかいないという国である。 

 人種でいうと、マレー人が大体４分の３で、中国人が15％、残りがインド人やイバン族

等もともと住んでいた人間である。 

 公的な「言語」は「マレー語」であるが、ほとんど英語とマレー語とのバイリンガルの

国だと考えていい。高等教育を受けていない人間でも、英語は、少なくとも日本の高校生

よりも話せるという国である。 
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 政治制度は、ハサナル・ボルキアという50代前半の国王（サルタン）がおり、更に総理

大臣、国防大臣、最近では蔵相も兼務している。要するに、絶対的な権力はこの国王に集

中している国である。 

 為替レートは、ブルネイ・ドルという通貨で、これはシンガポール・ドルと完全にペッ

グしている。1997年では、大体１ドル1.5ブルネイ・ドル、日本円に直すと１ブルネイ・

ドルが70円から75円ぐらいになる。 

 

（２）独立以前の概略 

 1984年にブルネイは完全独立するが、それ以前の歴史を要約して述べる。この国の歴史

を述べた文献は少ない。筆者が国際協力事業団の経済専門家として1984年からブルネイに

2 年間勤務していた際に、主として英国の学者が書いたものを中心に資料を集めていた。

こうした資料を基にみよう。 

 16 世紀以前の歴史の記録が余りない。まず、「ブルネイ」の語源はサンスクリット語の

「水上の建物」ということだそうである。サンスクリット語に語源があるということは、

元々は仏教のほうの影響があったはずだが、13世紀ぐらいに、周辺の国と同じようにイス

ラム教の影響を受ける。イスラム教との関係を見る上で重要なことだが、マレーシアのジ

ョホール州の女王と初代サルタンが結婚している。したがって、マレーシアとのいろいろ

な意味での付き合いが長期かつ深いものとなっている。 

 16世紀半ばがこの国のピークであり、主として水上貿易国家であった。したがって、現

在でも水の上に住んでいる人が５万人ぐらいいる。元々全員、水の上に住んでいた。陸に

住むというのは近代になってからである。水の上に住んで交易を行っていた。このころの

勢力図を見ると、南フィリピンに至るなど、かなり広かったらしい。 

 西欧の列強が入り始めたのが16世紀で、スペイン、オランダと来て、結果的にはイギリ

スが19世紀半ばから大きな力を保つことになる。ジェームスブルックスがサラワクの知事

となったことが大きな意味を持った。20世紀初めには完全にイギリスの保護国ということ

になっている。これは、このブルネイの国を見るときに、小国をいかにして国として独立

させてきたかということにつながるが、うまく大国間の抗争を利用して、一番強い国につ

き、その国の威光を利用して、何とか自分の国の独立を守るという術を得てきたとみられ

る。 

 それから、第二次大戦中には日本軍の占領時代があった。日本府の栗田艦隊がセリアと
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いう石油基地から給油して南の戦線に向かったなど、いろいろな記録がある。年配の人の

中には片言の日本語を話す者もいる。 

 戦後は近代化を始めていくが、このときもイギリスの保護領として、立憲君主制の政治

体制をとりながらイギリスにかなり依存する国家運営であった。完全独立以前には、軍事

と外交は英国の専管事項で、国政に関してもイギリス人のハイコミッショナー（高等弁務

官）が取り仕切っていた。1960年頃に重要な政治的な事件が起こった。これは一説による

と、インドネシアのスカルノが仕掛けたという。つまり、共産主義の影響を受けた人たち

が、石油資源目当てにブルネイを乗っ取ろうとした。これが1962年のアザハリの反乱であ

る。この鎮圧のためにサルタンはロンドンに飛ぶ。イギリスのグルカ兵―ネパール人の非

常に屈強な部族からなる軍隊―の派遣を依頼し、これがこの鎮圧にあたった。 

 こうした対応は、ブルネイという国が大マレーシア連邦の構想をも巧みに利用しながら、

小国ながら独立を続けることができた１つの秘訣と考えられる。つまり、イギリスという

国を利用して、イギリスの石油会社が石油掘削に関して持っている利権を保障するという

条件の下に、イギリスの政治・軍事力を非常にうまく活用する。これは先代サルタンの時

代の出来事である。したがって、その父親のサルタンが賢明な君主であったということが

今日のブルネイが存続できた要因だと思う。この28代目サルタン、アリ・サイフディンが

1967年に突如として退位した。これは、自分の勢力がまだ続くうちに息子に継承すること

によって王権を確立させようとした現れである。その後、1970年代に入ってもイギリスと

の協定を改定し、国内政治をブルネイの専管とするなどブルネイの主権を拡大させていっ

た。しかし、財務長官はイギリス人が就いた。1979年の新協定で、1983年 12月の完全独

立を認めるということが決まっていくわけである。そして1984年１月に完全独立を達成し

た。 

 

（３）完全独立の意義 

 1984年１月１日をもって完全独立するが、その背景と意義を考えると、表の理由とホン

ネの部分の両面がある。まず、1970 年代から 1980 年代にかけての石油価格の上昇に伴う

中東諸国における資源ナショナリズムの台頭があった。天然資源の開発や管理、経営につ

いて自国の声を大きく反映させようとする狙いがあった。 

 他方、急増した石油収入の活用に関する国家主権の拡大があった。すなわち、国家財政

と資産運用の問題である。ブルネイは資産運用をイギリスのクラウンエージェントに全面
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的に委託していた。筆者はいろいろな資料から資産運用のパフォーマンスを推計してみた。

クラウンエージェントの資産運用の収益率が悪い。筆者（1985年）の推計によれば、1979

年から 1982 年にかけての資産運用利益率は当時の米国のＴＢレートより２～３％程度下

回るものであった。こうした悪いパフォーマンスはブルネイ人をして、「イギリス外し」と

より高い収益を上げるような形の資産運用ができないかと思わせることにも結びついた。 

 こうした状況のころ、日本の野村証券と大和証券がブルネイ政府と資産運用をめぐる協

議を開始していた。当時設立されたブルネイ投資庁のブルネイスタッフの人材育成を含め

て日本のプレゼンスが増大した。海外資産運用の実績が高く評価されたこともあって、ク

ラウンエージェントにかわって、大和証券がまず単独でその地位をしとめ、それと同時に

野村も一緒になって資産運用にあたった。この２つの証券会社がブルネイの資産運用にお

ける重要な役割を果たしている。 

 また、完全独立以前では、イギリス人の財務長官が歳出について口やかましく指示する

ことから逃れたいというホンネがブルネイ人にはあったとみられる。自分たちで歳出を決

める、言い換えれば歳出を増やしたいという心情があったとみられる。 

 

３．石油依存のモノカルチャー経済の形成 

 

（１）マクロ経済構造からみた石油依存体質  

 まず、ブルネイの石油依存体質をマクロ経済構造から見よう（図表２－３）。石油の生産

量によって実質ＧＤＰの成長率も全て決まってくると考えられる。ＧＤＰ の 60％程度が

石油及び天然ガスの生産である。輸出の90％が石油と天然ガスである。石油が40％程度、

天然ガスが50％程度である。天然ガスの輸出先は全て日本である。東京ガス、東京電力が

主な買い手である。 

 このように石油と天然ガスに非常に依存した典型的なモノカルチャー経済である。政府

の財政は、95％程度が石油関連収入だと考えられる。つまり、ロイヤリティーとか石油関

連の会社からの税収ということである。したがって、ＧＤＰの６割、輸出の９割、それか

ら財政収入の95％、これが石油だということである。 

 ところが、雇用面でみると異なっている。石油・ガス関連の就業者は全体のわずか６％

である。つまり、ＧＤＰ60％に対して、就業構造で見ると６％と対照的となっている。わ

ずか６％の人間が一生懸命働いて稼いだ金で残りのブルネイ人を養っているという構図で



 －127－

ある。雇用構造のなかで最も大きい部門は政府である。政府部門が45％から50％近くを占

める。特にマレー人について言うと、マレー人の大体90％が政府部門だと考えられる。 

 

（２）石油開発の歩み 

 こうしたマクロ経済の構造の中で、石油開発の歴史を振り返る。 

 大恐慌があった1929年ごろ第１号の油井が掘り当てられる。この石油会社はシェルの前

身であり、アングロサクソンといった。石油を掘り当てる前まではモビールなどの米系の

会社も来ていたが、結果的にはシェルが成功した。現在の生産量は、そのときの石油価格

によって左右されるが、日産14万バレルから16～17万バレルというところである。原油

産出量でみると世界全体が30億トン程度に対し、ブルネイの原油生産量は815トン程度に

すぎない。天然ガスでみると、日産 3,200 万立米であり、世界全体の生産量の 0.5％程度

となる。 

 石油の確認埋蔵量も、その時々の価格等によっていろいろ変わってくるが、1993年の推

計だが、現時点では長く持っても25年ということである。天然ガスの埋蔵量はもう少し長

く、40 年ぐらいと言われている。この辺の数字は若干出入りがあるが、石油については、

あと20年ぐらいは何とかもつと考えていい。 

 石油関連の生産や販売に関する組織体については、以下のようになっている。まず、Ｂ

ＯＧＡ（ブルネイ石油ガス委員会）があり、―これは1990年代に入ってからつくったもの

であるが―これは石油政策全般について提言をする機関である。実は筆者が経済開発専門

家として赴任した1984年に、政府の経済計画をつくる担当の人と話していて、彼らが石油

に関するデータを何も持っていないことに大きな驚きを持った。政府の開発計画担当者は

石油生産量・価格について何も知らない。つまり、石油生産に関してはシェルに全部任せ

切りなわけであった。1990年代に入ってからやっと政府の中に石油政策を議論する委員会

ができた。 

 実際石油を掘っている会社、あるいは天然ガスの積み出し・販売を行っている会社とし

て、ＢＳＰ（ブルネイシェル石油）、ＬＮＧ（ブルネイ天然ガス）、ブルネイコールドガス

がある。ＢＳＰというのは、ブルネイ政府とシェルとの合弁企業である。当初はブルネイ

政府の出資が25％あった。筆者が赴任中に持株比率を50％以上高めることが議論されてい

った。1977年にブルネイ政府の出資比率が51％に増えてきたということである。天然ガス

の生産は、ブルネイ政府・三菱商事・シェルの三者出資による会社である。これも、当初、
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ブルネイ政府側の出資がたった10％にすぎなかったが、1977年に三者同率の出資となった。

天然ガスは、マイナス 260℃という低温にしないと液化しないので、積み出しには大規模

な設備が必要である。ブルネイコールドガスは、ガスを日本に販売する会社である。東京

電力、東京ガス、大阪ガスとの長期契約に基づいている。1993 年に更に 20 年の契約更新

を行った。 

 こうしたブルネイ側の出資比率の上昇は、経済自立の方向に進んでいることの現れであ

る。 

 

４．経済開発計画の変遷と実績 

 

（１）第１次開発計画（1953～58 年）から第４次開発計画（1980～84 年）まで 

 次に、経済開発の変遷と実績を見よう。筆者自身がブルネイに赴任するきっかけは、1985

年からの第５次経済開発の作成に対する技術協力であった。それまでの第１次から第４次

の開発計画というものは一応作成されていたが、マクロのフレームを設定するとか、そう

いうことは一切なく、例えば道路に幾ら、飛行場に幾らという、要するに政府の投資の配

分計画なのである。 

 その投資計画の推計方法を見ると、ハロッド・ドマーモデルが使ってある。例えば、Ｇ

ＤＰ成長率６％、資本係数３と想定し、ＧＤＰに占める投資比率を18％程度とはじく。こ

のうち民間部門による投資を４割とみて、残りが政府投資の必要額とみなしていた。その

分野別配分計画を作成することが開発計画の目的であった。資本係数の推計に関しても、

その根拠は不明であった。スタッフは、「大体こんなものでいいと英国人が言った。」とい

うわけである。全てイギリス人任せに、こんな数字をもっともらしく作っていたわけであ

る。 

 

（２）第５次開発計画の作業と内容 

 第５次開発計画作成作業では、こうした手法を改善すべく、石油の生産とか石油収入の

数値化ということから始めた。石油価格は当時まだバレル当たり28ドルから30ドルぐら

いだった。彼らはそれが永遠に続くと思って政府の歳出をどんどん増やしていた。 

 政府の歳出の中で最も大きい公務員給与と給与以外のいろいろなフリンジベネフィット

が増加した。これは例えば車に対する金利ゼロの補助金である。車を買うのに、政府が完
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全に補助金を出しているようなものである。したがって、車の保有台数は 16 万台。人口

30万人で車は16万台、つまり必ず成人１人１台は持っているという国である。 

 また、勤続年数に応じて、海外旅行への招待、といった様々なベネフィットがある。こ

うしたフリンジベネフィットを計算してみると、１人の公務員に対して年収と同額程度の

金額となる。 

 第５次開発計画の特色は、石油生産と石油収入を明確に数値化したこと、マクロ経済の

フレームを提示した上で投資計画を作成したこと、石油価格低下と財政支出拡大の下で財

政収支を予測したこと、産業振興のための開発準備基金の蓄積を政策目標としたこと、な

どである。 

 第６次開発計画以降は、作成されたようであるが内容については明確ではない。例えば、

第７次計画の1996年から2000年については、平均ＧＤＰ成長率５％ぐらいでいこうと言

っているようだが、方法が不明確である。 

 

５．1990 年代の経済構造の問題 

 

（１）ＩＭＦによる構造改革の提言 

 1990年代の動きとアジア通貨・金融危機との関連を見よう。ＩＭＦに1995年に入った。

ＩＭＦの処方箋の中でブルネイに対し、為替制度と貿易制度の改革が提言された。そして

前に述べたように完全にシンガポール・ドルとのペッグだから、ブルネイには実は中央銀

行がない。したがって、金融政策もない。そういう国であるから、独立性の全然ない金融

政策である。これらの改革が注文された。 

 次に、社会資本の開発などについての提言もある。インフラについては非常に金を使っ

てきているが、その使い方が、非常に単価の高い買い物をしたりしてうまくいっていない。

こうした投資の効率化の提言がなされている。更に前述した公務員給与をいかにコントロ

ールしていくか。税制については、個人の所得税は存在していない。したがって、石油と

石油関連の大企業からの税収が全てである。個人に対する税をどうするか。あるいは間接

税をどうするか。関税はどうするのか。政府支出面では、過度の補助金の廃止、官民の賃

金格差の是正が注文された。また、経済統計の整備が指摘された。 

 

（２）通貨危機後の対応 
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 こうした提言を受けて、通貨危機の後の対応についてみる。まず、財政、特に経常収入

と経常支出を見ると赤字である。この赤字を金融資産からの収益、場合によっては金融資

産を取り崩している可能性も無きにしもあらずだと思うが、そういうもので何とか賄って

きている。したがって、歳出を減らす必要性に迫られてきた。それを実施してきたら1998

年ぐらいから建設部門が急速に落ちており、外国人労働力や外国人スタッフがどんどん減

っているというのが現状である。 

 ２番目の影響が、マレーシア・リンギが急落したことによって、ブルネイ人がマレーシ

アの町へ行って砂糖とか食用油を買うという現象が生じている。ある数字によると、１日

35万ブルネイ・ドルというから、大体2,200万円の買い物をブルネイ人がマレーシアでし

たという記録があるぐらいである。それは何を意味しているかというと、ブルネイ国内の

消費支出の低下ということをもたらしている。 

 もう一つの影響は、現在のブルネイ・ドルが、シンガポール・ドルにリンクしているこ

との無理がだんだん顕在化してきている。その証拠に、外貨準備増加額が1996年の59億

ドルから、現在は 40 億ドル程度と縮小している。外貨準備残高は依然として１億 3,000

万ドル程度と大きいが、残高の増加テンポが縮小してきている。こうした中で、現在の通

貨を守ることが困難になっているのではないか。したがって、通貨制度の見直しというこ

ともブルネイの問題になっている。 

 

６．おわりに－現在と今後の課題 

 最後に、現在と今後の課題を指摘しよう。以前から言われてきた非石油部門をいかに活

発化していくかである。これは最近やっと縫製業が発展を見せているようだが、民間部門

を育成するような金融制度が十分ではなかった。しかし、ここに来てイスラム色が強まる

懸念がある。その背景にサルタンの末弟によるスキャンダル発覚と経済危機に関連がある。

このスキャンダルは、国王の末弟のジェフリ―ブルネイ独立来以来、大蔵大臣をやってい

た―が、彼の所有していたゼネコン会社アメディオが、建設不況によって金融危機に陥っ

て、非常に大きな赤字になってしまった際、その赤字補填のために、彼自身がコントロー

ルできる国家開発予算を投入してしまったらしい。これは大変なスキャンダルである。ま

た、彼はブルネイ投資庁の長官をやっており、ここはブルネイの外貨資産を担当している

ところだが、ここの金も随分使ったらしい。 

サルタンは彼を解任したが、国内外に対しイスラムというものを前面に出さなければい
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けない状況になってきたと思う。こうしたイスラム色を強めた経済制度を作ることが近隣

諸国との関係にどう影響するかを考慮する必要がある。 

マレーシアなどとの関係はうまくいく。ところが、マレーシアとの関係も複雑である。

マハティール首相は、今回の通貨危機の際、ブルネイから資金援助を打診した。サルタン

は承諾したが、一つだけ条件をつけてきた。その条件は、ジョホールの有力な政治家を大

蔵大臣につけたら資金供与を行うという条件であったと言われている。かなり信憑性の高

い情報だと思う。マハティールの方は、その申し入れを蹴ったという話があるらしい。 

小国というこの国の性格の中で、近隣諸国とどういうふうにうまくやっていくかという

ことを考えるときに、資金的な支援による関係構築も重要である。しかし、一方で、イス

ラム色を強めた政治・経済制度を作っていくことは、周辺のイスラム教国との協調関係、

非イスラム国との関係の円滑化に大きな影響を持つことを考慮する必要があろう。 
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（質疑） 

 

［  原  ］ 以前、ブルネイについてイスラム経済原理に則った株式取引制度が発足し

たということを聞いたことがあるが、これはどのようなものか。 

［ 成相 ］ 実は私も、これを知ったとき情報を収集しようとしたが、その後、これは

こういうことだというものがない。だから、どうも、制度だけ作って、まだ機能していな

いのではないかという気がする。 

 それで、私はきょうはむしろ皆さんにお伺いしたい。イスラムの制度に基づく株式とい

うのはどういうものかということである。つまり、イスラムの考え方に基づく銀行という

のは、金利はつけられないが、いろいろな方法で行っている。ところが、株式の場合は、

要するに金の運用ではなく、資本財を買って、それでリースするとかという、何かひとひ

ねりする工夫が当然なければならない。それと株式市場がどう結びつくのか、私もここは

大きな疑問である。 

［  原  ］ 私は一時期このイスラムの利子のない銀行というのを研究したことがある。

そのときに、サウジアラビアとかパキスタンで、イスラム原理主義者と随分議論した。彼

らの話を聞くと、株式は全然問題がないのである。コーランには「リバーを取るな。」と書

いてある。リバーというのが利子か高利かというのはイスラム原理主義者でも分かれると

ころだが、自分が投資して損することもあり得るわけであり、それはいいのだと言ってい

た。だから、株式というのは、事前に確定利子とかを約束し、一定額の利子をくださいと

いうことをやらないから不労所得にならないようだ。どうも原則から言うと、株式の取引

というのは全然問題はないようである。 

［ 成相 ］ そうすると、その考え方は、株式はその企業のいろいろな資本財とか生産

設備に対する出資であると考えるのか。 

［  原  ］ ある意味では経営において、例えばイスラムの人が株を買うというのは、

損金をパティシペートすることになる。だから、それはいいのだという解釈を、国王たち

はしている。 

［ 村上 ］ 石油・天然ガスのモノカルチャー経済のブルネイで、もし石油・天然ガス

だけに頼っていれば、いずれはオランダ病になるのだろう。しかし、ブルネイの場合は人

口が非常に少ないから、ほかの産油国と同様に考えてはいけない部分がある。この人口を

相当に配慮しなければいけないと思う。現在のように天然ガスを中心に生産活動を続けて
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いく限り、40 年という可採年数を考えれば、恐らく 2020～2030 年までは安定して維持で

きる。それからまた新たに発見されるものがあれば、また別の話になってくるだろうが、

いずれにしても長期的に産業政策というものを考えていかなければいけないと思う。その

場合に、これくらい少ない人口のところで、どのように産業政策を考えているのか。 

［ 成相 ］ まず、資源に依存した経済の特質として、天然ガスで輸出が増えれば、本

来は為替が切り上がっていく。ところが、この国の場合、幸いなことにシンガポール・ド

ルとペッグしているため、資源輸出の増加ほどには通貨は切り上がらないという特性があ

る。それをうまく生かせばいいと思う。 

また、製造業の輸出をこれから興すかというと、それは必要ないと思う。それでは、輸

入代替産業でよいのか。これは、人口がこれだけの国ではまず無理である。それでも、人

口がこのぐらいであったら、輸入代替産業というのは中小企業で十分なわけである。そう

いう可能性について、私も経済計画を作るに当たって、一つは天然資源との絡みで何かで

きないかと提案してきた。 

 あとは食品関係である。食品といっても農業はだめである。これは、養鶏がある。マレ

ー人の社会では結婚式等で、冷凍の鶏を真っ茶色になるまで油で炒める料理をする。とこ

ろが、結婚式間近になると何が起こるかというと、オーストラリア製の冷凍チキンを大量

に買ってくる。私は、天然ガスを凍らせる設備があるわけだから、冷凍チキンぐらいは当

然できるのではないかというような極めて現実的なこともいろいろ言い、養鶏場について

も言ってみた。政府の産業の方向としても、養鶏関連、それに関連する食品工業を考えて

いる。それから、セメント、タイル等は、あの辺の海岸の砂を使えば十分できるわけであ

り、そういう産業は現に存在している。それらをもう少し効率的にしていくという形の産

業政策を政府もとろうとしている。 

 他方で、最大のネックはやはり企業である。官民格差は大きく、官が高ければ、だれも

好きこのんで苦労して民間企業はやらない。したがって、若い人はみんな楽な政府部門に

入っていく。それで高給を取って、車もすぐ買ってもらえる。産業政策だけを議論してい

てもだめで、官民の給与格差を是正しないといけないと思う。しかし、政府の役人はまず

やりたがらないだろう。そこが問題点である。 

 もう一つ、製造業以外のサービス業の方がむしろ可能性がある。あの辺の地図を見ると、

ブルネイという国はＡＳＥＡＮの真ん中にある。飛行場は、１日数便しか飛ばないという

ことでもったいない。飛行場の周辺はまだ更地になっているので、そこに例えばコンピュ
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ーターの半導体装置のストックヤードを作る。そうすると、そこからいろいろな国に持っ

て行けるのではないか。それから、その在庫技術などについては、彼らは非常に得意であ

る。エアコンが極度にきいた部屋でコンピューターをたたいているのが大好きな人たちで

あるから、サービス産業の方がむしろいいのではないかなど、いろいろなことを提案して

きた。 

 しかし、その後十数年間の動きを見ていても、ネックはやはり給与である。インセンテ

ィブがない。そこが問題だと思う。 

［ 河上 ］ ブルネイの在外資産というものは、株式、債券、あるいは、ドル、円、ヨ

ーロッパの通貨とどういう配分になっているのか。わかる範囲内でご教示願いたい。 

［ 成相 ］ これは野村証券、大和証券のまさにノウハウ、粋を集めてやっていると思

うが、現在のような状況であれば、恐らく円建てというのは少ないはずである。ドル建て

の株の運用というのがかなりの部分になっているだろう。現在、日本のその２社や、モル

ガンとかシティが中心になってやっているので、少なくとも現時点における構成比は、私

自身もつかんでいないが、恐らくは彼ら自身も最も利益を得て、かつブルネイの資産も増

えるような形で運用している。ということは、現在どういうところに運営されているかを

想像してもらえると思う。 
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図表１ マクロ経済指標 

 

(1) 概況 （年） 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

GDP と主要構成要素（注のない限り対前年変化率、％） 

 名目 GDP（10億米ドル） 4.0 4.1 4.4 5.0 5.3 4.8 

 実質 GDP -1.1 0.5 1.8 2.0 3.5 4.0 

 総消費支出 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  民間最終消費支出 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  政府最終消費支出 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 総固定資本形成       

  民間投資 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  公的投資 24.6 49.7 6.5 17.6 -27.5 42.2 

 財貨・サービスの輸出 -9.5 -4.6 -8.2 0.2 2.8 17.5 

 財貨・サービスの輸入 -0.3 5.0 24.0 22.0 15.0 -10.0 

財政及び国際収支（GDPに対する割合、％） 

 財政収支 -5.0 0.3 14.0 10.2 2.8 2.4 

 貿易収支（f.o.b.） 24.7 11.1 10.1 7.9 4.4 12.2 

 経常収支 60.0 47.8 63.7 47.4 52.1 48.9 

その他の主要経済指標（注のない限り対前年変化率、％） 

 GDP デフレター 0.3 -0.2 -0.3 7.1 0.4 0.7 

 消費者物価指数 1.3 4.3 2.4 6.0 2.0 1.7 

 M2 4.6 10.8 39.5 6.7 -4.0 -1.1 

 短期利子率（％） 6.0 5.8 6.0 6.5 6.5 7.0 

 為替レート（ﾌﾞﾙﾈｲﾄﾞﾙ・米ドル） 1.63 1.60 1.53 1.42 1.41 1.68 

 失業率（％） 4.5 4.1 3.6 4.9 5.0 5.0 

 人口（百万人） 0.27 0.28 0.28 0.30 0.31 0.31 

〔出所〕ブルネイ統計年報（1998年）など 

 

(2) 見通し （前年比％、年） 

 1998 1999 2000 2001 

実質 GDP 1.8 2.3 2.5 3.0 

実質輸出 7.8 6.5 7.3 8.2 

実質輸入 -6.0 2.5 3.5 4.0 

消費者物価指数 2.0 2.2 2.5 3.0 

〔出所〕APEC経済委員会予測（1998年） 
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図表２ 産業別国内総生産 

(1) 名目価格 （100 万ブルネイドル、年） 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
農 林 漁 業 173.6 179.7 187.8 201.0 218.3 231.9 
鉱 工 業 ・ 砕 石 業 2,626.1 2,453.4 2,769.3 2,737.0 2,778.0 2,633.6 
電気・ガス・水道 67.3 69.8 74.2 79.0 82.6 87.5 
建 設 業 334.0 364.4 404.7 454.7 510.2 539.2 
商 業 ・ 飲 食 業 805.8 794.9 － － － － 
運輸・通信・倉庫 318.4 338.2 358.8 376.4 403.4 422.4 
金融・保険・不動産 403.6 432.7 － － － － 
住 宅 所 有 73.1 75.5 80.0 81.9 83.3 85.4 
社会・個人サービス 1,947.5 2,152.5 2,390.3 2,497.1 2,611.9 2,673.1 
(-) 銀 行 手 数 料 164.3 176.0 188.3 201.5 216.5 219.7 
合 計 6,585.1 6,686.2 7,394.2 7,684.8 8,051.0 8,111.0 
う ち 石 油 部 門 2,753.3 2,541.3 － － － － 
同 比 率 41.8% 38.0% － － － － 
一 人 当 た り 所 得 23,833 23,502 24,980 25,188 25,608 25,065 

(2) 1974年実質価格                    （100万ブルネイドル、年） 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
農 林 漁 業 58.8 60.4 60.7 63.8 67.3 69.6 
鉱 工 業 ・ 砕 石 業 2,027.6 2,028.6 2,061.7 2,077.7 2,108.5 2,075.3 
電気・ガス・水道 32.2 32.7 33.7 36.1 38.4 41.0 
建 設 業 108.8 115.4 124.7 134.8 146.8 149.8 
商 業 ・ 飲 食 業 373.1 384.1 355.5 374.0 396.9 405.1 
運輸・通信・倉庫 125.8 132.7 136.8 150.5 164.6 170.1 
金融・保険・不動産 156.3 164.9 175.1 189.5 206.2 213.7 
住 宅 所 有 22.3 23.6 25.0 26.8 28.1 29.0 
社会・個人サービス 927.0 997.2 1,059.1 1,130.5 1,201.6 1,256.9 
(-) 銀 行 手 数 料 103.9 111.2 121.7 133.8 143.3 153.7 
合 計 3,728.0 3,795.6 3,910.6 4,049.1 4,215.2 4,256.8 
う ち 石 油 部 門 2,150.8 2,129.6 2,105.6 － － － 
同 比 率 57.7% 56.1% 54.4% － － － 
G D P 成 長 率 0.50 1.81 3.03 3.54 4.10 1.00 

〔出所〕ブルネイ統計年報（1998 年） 

 

図表３ 貿易額 （100 万ブルネイドル、年） 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
輸 出       

原 油 2,036.4 1,785.6 1,549.8 1,475.8 1,702.1 1,650.1 
石 油 製 品 121.3 122.2 － 110.7 116.9 110.3 
天 然 ガ ス 1,562.2 1,591.4 1,412.6 1,561.4 1,582.7 1,859.5 
そ の 他 193.5 72.0 － 240.1 267.9 353.1 
総 計 3,913.4 3,632.3 3,290.5 3,388.0 3,669.6 3,973.0 

輸 入       
食 糧 ・ 動 物 239.3 228.9 326.6 324.3 353.6 351.5 
化 学 製 品 140.1 133.9 143.2 166.1 188.0 200.8 
原 料 別 製 品 545.4 602.4 629.6 908.9 865.4 803.9 
機 械 ・ 輸 送 機 器 1,061.1 1,514.1 1,171.5 1,039.4 1,503.9 1,229.4 
雑 製 品 300.5 449.4 339.3 303.0 350.3 364.3 
そ の 他 129.6 126.1 150.3 217.9 255.3 204.1 

総 計 2,416.0 3,054.8 2,760.5 2,959.6 3,516.5 3,154.0 

〔出所〕ブルネイ統計年報（1998 年） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モ ン ゴ ル 国 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 156万6,500㎞2 

２． 人 口 245万人（99年12月31日現在） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 8.9億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 376米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 3.5％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 10.0％（99年） 

７． 失 業 率 3.2％（99年12月） 

８． 通 貨 トグログ 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝1,069.13トグログ（99年12月現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
3.4億米ドル（99年） 
4.3億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 － 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
2,870億トグログ（98年） 
32.8％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第８節「新国家建設の苦悩」：モンゴル 

亜細亜大学国際関係学部 教授 

鯉 渕  信 一 

１．はじめに 

 モンゴルは1989年 12月の小さな民主化集会をきっかけに、社会主義体制から議会制民

主主義・市場経済体制への移行に踏み出して今年でちょうど 10 年目を迎えた。この間に

1990年５月には一党独裁を放棄して多党制を取り入れ、1991年１月には価格の自由化を実

施して市場経済化への第一歩を踏み出し、さらに1992年２月には新憲法を発布して社会主

義体制の放棄に至るなど劇的とも言える変化をみた。また、革命以来、全面的に依存して

いた旧ソ連からの自立、いわゆる「ソ連離れ」を実現した。しかもこの体制の大転換は流

血の惨事もない、一人の逮捕者も出さないという見事なものであった。 

 しかし、政治的民主化を果たし、ソ連離れも実現して国民の誇りは満足させたが、一方

で政治、経済、社会全般に大きな混乱を呼び起こすことになった。一時インフレ率は前年

比300％を超え、犯罪増加率も40％を超えるなど、その混乱ぶりは「危機的」とまで言わ

れた。ＩＭＦ、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関や日本、欧米諸国などが支援に

乗り出し、1994年頃から、その混乱は若干落ち着きを見せ始めたが、まだまだ収束したと

は言えず、ましてや安定成長といったものにはほど遠い。 

 以下、民主化以降10年間のモンゴルの国家再生への動きと現状を概観してみる。 

 

２．モンゴル社会の特質 

 モンゴルはアジアの他の開発途上国とは異質の幾つかの特徴を抱えている。モンゴル問

題を検討する場合、常にそれを念頭におく必要がある。 

 第１に、国土の広大さと人口の少なさである。国土は日本の約４倍強あるが、人口はわ

ずか245万人に過ぎない。しかも全人口の３分の１近くが首都ウランバートルに集中して

おり、国土の大半は超過疎状態にある。この国土の広大さと過少人口は、モンゴルの経済

開発はじめ種々の分野に様々な制約を課している。 

 第２に、遊牧的牧畜が産業の重要な地位を占めていることである。モンゴルは年間平均

降水量が200mmという乾燥した自然環境下にあり、また半年近くが０℃以下の寒冷地にあ

るため耕種農業は北部の一部分に限られていて、砂漠地帯を除く国土の４分の３では伝統

的な遊牧が営まれている。そして、この牧畜産業がＧＤＰの約30％を担っているという国
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である。いわば世界に類例をみない遊牧社会と都市社会が共存している国と言っていい。 

 第３に、内陸国で海港への出口を持たないことである。内陸国は少なくないが、モンゴ

ルは中国とロシアという大国の狭間で、その政治的影響を強く受けざるを得ない地理的環

境下にある。国境線はロシアと約3,500キロメートル、中国とは実に約4,700キロメート

ルにも及ぶ。そうした環境下で革命以来、国の安全保障、経済開発などを全面的に旧ソ連

に依存してきた。 

 また、モンゴルが歴史過程で商品経済というものをまったく経験したことのない国だと

いうことも、市場経済原理による国作りを目指す上での困難の一つである。 

 

３．民主化前夜－「シネチレル」運動 

 モンゴルは他の多くの社会主義国同様、長い一党独裁のもとで生産は低迷し、社会全体

が沈滞していた。そうした最中、「シネチレル（shnechlel）」（刷新）と呼ばれる改革運動

がソ連のペレストロイカの強い影響下に、第 19 回人民革命党大会（1986 年 5 月末）を契

機に開始された。経済メカニズムや管理システムの抜本的改革による経済活性化を目指し

たもので、具体的な施策としては「国有企業法」（1987 年）や「個人営業活動法」（1988

年）、「協同組合法」（1989年）などの制定・施行、中央管理機構の改革（1987年）、家畜私

有枠拡大（1987年）といったものが中心であった。 

  しかし、国有企業法は企業の自主管理幅を広げて活性化を狙ったが、実際には多くの規

制が残り、また効率的システムを目指した機構改革もソ連のそれに無理に歩調を合わせた

もので、効果はなかった。結局、党や国家の役割など政治面の改革を避けたため、当初か

ら行き詰まった。辛うじて成果をみせたのは、牧畜民の労働意欲を刺激した家畜私有枠拡

大、消費物資生産やサービス活性化に小規模ながら寄与した個人営業活動法くらいであっ

た。ただ経済効果としては見るべきものは少なかったが、一連の取り組みは国民の意識改

革面でその後の民主化、市場経済移行へ少なからぬ貢献をしたと評価していい。 

 政治改革が論じられるのは、漸く第４回党中央委員会総会（1988 年 12 月）においてで

ある。バトムンフ書記長が党の現状に厳しい批判を加え、党綱領や憲法の改正、党と国家

機関の権限分離、地方議会や党初級機関の権限強化などの政治制度改革を提起した。特に

党組織の不合理性、党員のモラルの低下、特権の集中などを指摘し、党の民主化と活性化

は経済改革に優先するとまで強調したのである。しかし、これらはソ連の改革を倣ったも

のであり、社会主義的民主化の枠を出るものではなかった。東欧激変後の1989年 12月の
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第７回党中央委総会でも、バトムンフ書記長は「改革は一歩たりとも社会主義から後退す

るものではない。」と強調していた。 

 

４．民主化運動の展開 

 

（１）流血を回避した民主化運動 

  しかし、1989年 12月 10日に開催された民主化要求集会を境に状況は一変した。300人

足らずの小さな集会だったが、これを境に経済活性化を目指して始まったシネチレル運動

は、政治的な民主化運動へと様相を大きく転換させたのである。そしてスピードの面でも

内容の面でも、ソ連のペレストロイカを大きく越えていくことになる。特に流血の惨事を

見ず、一人の逮捕者も出さずに体制を移行させた経過は、目をみはるものがあった。 

 当初、在野勢力の要求は民主化と公開性の強化、官僚主義の打破、法治国家の原則確立、

出版・言論の自由、民族の文化・伝統の尊重といったもので、ペレストロイカを「革命的

改革」と評価し、目的は党・政府打倒ではなく改革の加速化を求めるものだとしていた。

しかし、運動は急速に拡大し、党・政府との対立を深めていった。民主化集会は３ケ月後

には数万人規模となり、地方にも飛び火した。そして1990年２月18日には初の野党「民

主党」が結成されるに至り、要求も自由選挙の即時実施，憲法改正、ソ連軍の即時全面撤

収、スターリン像の撤去、指導部交代などと先鋭化していった。 

 しかし、人民革命党側は、一貫して、こうした民主化要求を「シネチレルの成果」だと

して是認し、抑圧の姿勢を取ることをしなかった。例えば前述の民主党結成は、まだ憲法

改正前で憲法違反であったにもかかわらず、政府は祝意さえ伝えた。そして３月12日の第

８回党中央委総会では党指導部の総辞職、中央委員の60歳定年制、憲法改正、複数政党制

導入などを早々と決議したのである。まだ十分、余力を残した中での決定であった。 

 また、ソ連の影響下からの離脱、いわゆる「脱ソ連」が民主化運動のスローガンの一つ

になったが、これさえも人民革命党は積極的に取り込んだ。いち早くオチルバト書記長が

訪ソして不平等の是正、ソ連軍の全面的撤収の合意を取り付けるなど（1990 年５月）、ソ

連との関係見直しを図った。ソ連の抑圧で奪われていた民族文化、例えば旧モンゴル文字、

ラマ教、チンギス汗などの復興運動にさえ積極的に取り組んだのである。 

 こうした対応は流血を回避し、また民主化が人民革命党主導のもとに着々と進んでいる

ことを内外に印象づけて、その後の人民革命党の主導権確保に大きく寄与した。 
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（２）社会主義体制の放棄 

 最初の民主化集会から５ヶ月後、早くも1990年５月には社会主義体制は維持したものの

複数政党制を盛り込んだ憲法改正を行った。そして７月には国際監視団立会いのもと、自

由選挙を実施した。選挙は結局、前述のような政策が奏効して人民革命党が圧勝した。 

 だが人民革命党は単独政権をとらず、第２、第３野党まで取り込んで連立を組み、挙国

一致内閣を発足させたのである。これによって民主化をめぐる政治闘争に一区切りをつけ、

次の段階として社会主義の放棄、市場経済移行に向けて動き出すことになった。 

 その後、人民革命党主導の連立政権の中で政治体制の転換が図られ、ついに1992年２月

には70年続いた社会主義体制を放棄した新憲法が発布された。最初の民主化集会からわず

か２年、国名も「モンゴル国」に変えて名実ともに新生国家を誕生させたのである。 

 そして1992年６月、新憲法下での第１回選挙が実施されたが、ここでも人民革命党は定

員76議席中、70議席を獲得するという大勝利を収めた。人民革命党は1996年選挙で破れ

るまで単独で政権を担うが、他の旧社会主義国の共産党がことごとく体制移行の過程で壊

滅的とも言える打撃を被ったのとは対照的であった。 

 

５．民主連合政権の政治 

 

（１）史上初の非人民革命党政権誕生 

 1996年６月に新憲法下第２回目の国政選挙が行われ、今度は一転して民族民主党、社会

民主党など４党連合による民主連合が人民革命党政権を破って政権を樹立した。ここに史

上初の非人民革命党系の政権が誕生したのである。 

 民主連合勝利の要因は、その政策への支持もさることながら、長期政権による人民革命

党の腐敗の構図が国民の批判を浴びたものだった。人民革命党は多党制導入以後も国民の

支持を得て政権にあったわけだが、優勢な情況が続いたために改革をなおざりにし、権力

の濫用や賄賂政治といった人治主義的手法を清算できなかった。一方、民主連合は、若く

清新なイメージを打ち出し、中央集権体制の解消や行政改革、汚職防止、各種規制の撤廃、

土地の私有化促進など190項目に及ぶ公約を掲げ、大胆な改革を主張して奏効した。民主

連合議員の平均年齢は37歳、閣僚の平均年齢も41歳という若さであった。 

 民主連合新政権は発足早々から大胆な改革を断行した。それは中央省庁13省を一挙に９

省にまで削減、カシミヤ原料などの輸出規制撤廃、電力、石炭など基本料金の自由化、公
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共料金の値上げなどに象徴される。その後も農産物課税や輸入関税撤廃，土地の貸借開始、

公有住宅私有化などを次々に断行した。こうした改革は避けて通れないものであったし、

ＩＭＦの支援条件である構造調整プログラム実行の面からも急がれる問題ではあったが、

動きが余りに急であったためその指導力に高い評価が生まれる一方で、経済が混乱し国民

の反発も高まった。特にその政治手法が旧政権と変わらないコネ優先の人治主義的な、あ

るいは一方的な押し付けの手法であったために、国民の不信感を高めた。 

 例えば省庁統廃合は政権発足から１週間後には法制化し、移転先決定がその５日後、そ

してその10日後には一斉移転という性急さ、しかも人民革命党人脈一掃と自派人材登用が

露骨な人事異動であった。カシミヤ原料の輸出自由化によって、国内カシミヤ企業が原料

不足で操業が危ぶまれる状況に追い込まれ、基本料金の自由化などはインフレを招き、機

構改革では行政の継続性や公務員の士気が損なわれた。トグリグが急落し、銀行での現金

取り付け騒ぎまで起こった。市場経済移行当初の混乱がやや収まりかけ、社会が安定方向

に向かっていた中での混乱であったために、国民の新政権への期待感が急速に減退した。 

 

（２）リーダーなき政治状況 

 こうした国民の不満は、国政選挙から３ヶ月後の地方議会選挙と翌1997年５月の大統領

選挙に如実に反映された。この二つの選挙では一転して、民主連合側の惨敗であった。こ

れによって国会と政府は民主連合が押さえ、大統領と地方議会は人民革命党が握るという

ねじれ現象を招いたのである。加えて民主連合内部の対立が激化して、1998年４月から１

年余りの間に首相が４人も交替するというリーダーなき政治状況となった。 

 政治混乱のきっかけは、1998年４月のエンフサイハン内閣総辞職であった。民主連合は

エンフサイハン政権発足に当たって、「国会議員の閣僚兼任は違法」との憲法裁判所判断を

尊重して全閣僚を非議員から選出した。これは民主連合の主張であり、議員が閣僚を兼任

した人民革命党政権批判の一つでもあった。しかし1998年１月、民主連合自身が国会で「議

員の閣僚兼任は合法」という決議を採択し、自らが推した非議員からなる内閣の総辞職を

求めたのである。「閣僚が非議員では、立法府と行政府の緊密な連携が十分図れない。」と

いうのが大義名分であったが、実態は大臣ポストをめぐる権力争いの観が拭えなかった。

いずれにせよ、この政変は与党内部の対立を生み、その後の政治混乱を誘引するきっかけ

となった。 

 1998年４月、エンフサイハン退陣を受けてエルベグドルジ民族民主党党首が首相に選出
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されが、同内閣は在任わずか３ヶ月で銀行の不良債権処理問題に端を発した混乱で総辞職

した。大量の不良債権を抱えて経営破綻した国営の復興銀行を民間のゴロムト銀行に強引

に吸収合併させたことが発端であった。吸収合併の決定自体は政府自身によって撤回され

たが、ここでも結局、与党会派から離反者が続出して内閣が潰れた。 

 エルベグドルジ政権退陣後、後任首相候補が大統領の承認を得られず、５ヶ月にわたっ

て首相不在という異常事態が続いた。11回にわたって、議会が提案した首相候補を大統領

が拒否したのである。政治のねじれ現象が招いた結果であった。結局、12月９日にナラン

ツァツラルト（民族民主党）が首相に選出されたが、同首相も与党内部の離反で在任７ヶ

月の短命で退陣に追いやられた。同首相が、政府や国会などにはからずロシア側にエルデ

ネット鉱山のロシア側持ち株分を民間会社に売却することを承認する書簡を送ったことが

追求されたのである。株の一部がマフィアの手に渡っているといった情報が流れたりして、

９閣僚中７閣僚が辞任してしまい1999年７月に総辞職を余儀なくされた。 

 新首相にはアマルジャルガル前外務大臣が選出された。新内閣は法務大臣を除く全閣僚

を残留させ混乱を食い止めようとしたが、次々と首相が交替するという不安定な政治状況

の中で国民の厳しい批判を受けながらの政権発足であった。 

 モンゴルの政治は、このように不安定な状態が続いている。しかも2000年７月の次期総

選挙を控えて与野党の対立のみならず、与党会派内の分裂、各党内の派閥争いが複雑に絡

んで政治を一層複雑化させ、さらに新党結成や小政党の合従連衡が進んで混沌とした状況

になっている。 

 

６．経済再建の苦悩 

 

（１）市場経済移行の混乱 

 モンゴルは 1990 年５月の多党制による総選挙と人民革命党主体の連立内閣発足を受け

て、政治闘争に一応の区切りをつけ、市場経済移行への本格的な取り組みを開始した。 

 1990年 12月に国家小会議において「市場経済移行プログラム」が採択され、翌1991年

１月15日に市場経済移行への第１段階として、まず主要35品目（同年９月に17品目，1992

年３月に９品目に削減）を除く価格の自由化措置が取られた。価格調整や給与所得、銀行

預金などを２倍にするといった措置が同時に取られたが、事前の告知もなく突然のように

実施されたため混乱と急激なインフレを呼び起こした。 
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 その後、経済政策はＩＭＦの横造調整プログラムに沿って市場経済移行に向けて、様々

な急進的政策が取られていくことになる。価格自由化に続く重要措置には「国有財産民営

化法」の制定がある（1991 年５月）。そのほか 1991 年に税法（１月）、資源利用法（同）、

印・関税法（同）、銀行法（５月）、企業法（同）、破産法（６月）などの法整備、貿易、為

替の自由化などが短期間のうちに積極的に進められた。 

 国有財産民営化法は全国民に1万ﾄｸﾞﾘｸﾞ分のバウチャーを配布し、それを媒介にして国

民に国有財産を引き取ってもらおうというものであった。一種のショック療法であった。

国民に市場経済に対する十分な知識も準備もない中で、しかもインフラ整備も経営改善の

措置も取られないまま急激に進められたために、当初は大きな混乱を引き起こした。 

 しかし混乱しつつも、1994年末現在でバウチャー配布率は99.5％、商業・サービス部門

のほぼ 100％、家畜の 90％の私有化が完了し、株式会社 466、有限会社 1,297、協同組合

1,907、個人事業者 350 が生まれ、そしてこれら民営機関がＧＤＰの 50％余りを生産する

に至ったと発表された。その後大規模企業体も次々と民営化が進んでおり、1999年末現在

ではＧＤＰの68.3％を民営企業が占めるに至っている。 

 だが個別企業の民営化は進んだが、その一方でこれまで国が担ってきたインフラ部分、

例えば流通システムや金融システムは放棄されたままであり、市場は依然として機能的に

動かず、経済の混乱が続いている。 

 

（２）旧ソ連・コメコン枠組み崩壊の衝撃 

 経済的困難をもたらした要因は上述の市場経済移行に伴うものが一つだが、直接的最大

の要因は旧ソ連、コメコン諸国の枠組み崩壊による援助停止や貿易の激減にある。 

 モンゴルはこれまでコメコン諸国に畜産品及び地下資源を提供し、その見返りに様々な

物資、機械・設備、技術の提供を受けてきた。いわゆる「社会主義的国際分業」によって、

モンゴル自身は紙一枚、釘一本作らずにやってきたのである。またモンゴル経済はＧＤＰ

比30％余りに及ぶ援助で成り立っていたが、その援助の90％余は旧ソ連、残りは東欧諸国

からのものであった。 

 貿易を見ても旧ソ連依存体質がよく分かる。旧ソ連に銅、モリブデン、畜産品などを輸

出し、旧ソ連から石油はじめ各種原材料、機械、設備、消費物資を輸入していたが、その

シェアは 1980 年代、ほぼ一貫して貿易総額の 80～85％を占めていた。この他のコメコン

諸国を加えると、社会主義圏シェアは実に95％にも達していたのである。 
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 こうした中での「ソ連離れ」、ソ連・コメコンの崩壊である。モンゴル自身が「脱ソ連」

を求めた立場であったが、そのダメージは実に大きかった。例えば、100％旧ソ連に頼って

いた石油が1990年には計画の60％ほどしか供給されず、1991年には40％近くにまで激減

した。機械やスペア･パーツなどの供給も同じような状況に陥った。その結果、燃料不足で

石炭生産が落ち込み、輸送が停滞して発電所の発電能力が低下した。電力がないので工場

が動かない、部品がなくて修理もできない、ガソリン不足で小麦の収穫もできないなどと

いった悪循環が生じて、経済が麻痺状態に陥ったのである。市場経済移行期当時の経済の

低落状況は、図表２、図表３に見るとおり実に厳しいものであった。 

 

（３）国際支援とマクロ経済の安定化 

 こうした状況の中で、モンゴルは新たな対外関係の構築を迫られた。これまで疎遠であ

った西側諸国との関係を強化し、ＩＭＦや世界銀行、アジア開発銀行など国際経済協力機

関への加盟によって危機の打開を目指したのである。 

 1991年９月、日本のイニシアチブによって第１回モンゴル支援国会合が東京で開催され、

モンゴル支援の枠組みが出来上がった。越冬もままならないという状況の中で、第１回会

合では緊急援助的意味合いの濃い短期的援助が中心となったが、第２回目以降は緊急支援

から徐々に体制移行への支援、自立のための経済基盤構築支援へと性格を変えつつ、現在

まで国際支援が続いている。 

 国際支援はドナー数、金額ともに年々拡大した。ちなみに1990～94年の支援額累計は5

億 1,600万ドル（承諾ベース）であったのが、第５回会合で２億1,000万ドル、第６回会

合（1998年）で２億5,000万ドル、1999年の第７回会合では総額３億2,000万ドル（表明

額、18ヶ月間）の支援が約束されるに至っている。モンゴルのＧＤＰはほぼ10億ドル（名

目）という水準であることを考えれば、相対的にみていかに大きな支援額であるかが分か

る。このうち日本の援助は全支援累計の３割を占めており、1998年３月までの累計で無償、

有償、技術協力を合わせて800億円に達し、国際機関・二国間を通じ最大ドナーとなって

いる。 

 こうした国際支援を背景に強力な経済安定政策が実施された結果、1994年を境にモンゴ

ル経済はマクロ面でみるとプラス成長に転じ、一応回復の兆しを見せ始めた。図表２でみ

るようにＧＤＰは一貫してプラス成長を維持しており、インフレも沈静化するなど好まし

い展開を見せている。 
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（４）低迷続く製造業部門 

 しかしＧＤＰがプラス成長に転じたとはいえ、それは農牧畜業と一部鉱物産品、サービ

ス産業に支えられたもので、内実をみると問題は山積している。例えば、ＧＤＰの産業別

シェアは通常の発展パターンとは逆の第１次産業シェアが増大し、第２次産業シェアが減

少するというパターンになっていて産業の活性化に十分つながっていない。 

 またＧＤＰの37％を占め、かつ成長を支えている農牧畜業部門にしてもその内実をみる

と、家畜が増加して牧畜部門が順調な伸びを示しているのに対して、耕種部門は都市部近

郊の野菜を除いて低迷している。主要作物である小麦の1999年収穫量は、市場経済に移行

直前の 1990 年と比較して４分の１ほど、家畜飼料は 12％にしかすぎない。増加著しい家

畜についても子細にみると、ヤギの増加だけが目立っている。 

 鉱工業部門も銅精鉱、モリブデン精鉱、金採掘などの一部鉱業部門は順調な伸びを示し

ているが、製造業は惨憺たる状況である。1999 年の鉱工業生産状況を 1990 年と比較する

と、電力は66.8％しか生産されておらず、同様にセメントは27％、石灰48.1％、絨毯29％、

製パン23％、板材に至っては実に３％という有様である。また家畜の増加にもかかわらず

食肉生産は20％、毛織物は16％、乳製品は僅か３％である。 

 こうした製造業不振には多くの原因があるが、特に政府が企業活動を支援する具体的な

政策も予算も持たないこと、また金融システムの不備、銀行の脆弱性などが大きい。銀行

は大量の不良債権を抱えて企業活動を支えられないばかりか、最近１年間に６銀行が倒産

している状況である。 

 

７．おわりに 

 以上見てきたように、新生国家建設に向けたモンゴルの 10 年の試みは、多くの困難を

抱えつつ進められてきた。問題はまだまだ山積している。目まぐるしい政権交代にみられ

る政治の混乱、汚職、貧富の差の拡大、犯罪の増加等々の現実を前に、国民の政治不信も

高まっている。1999 年 11 月に国会とＵＮＤＰモンゴル駐在事務所などが合同で世論調査

を実施したが、それによると「汚職が蔓延している」が 48.8％あり、「かなりの程度広が

っている」を加えると、実に93％の国民が何らかの形で「汚職がある」と認識していると

いう驚くべきものであった。この数字は政治への不満の表明でもあろう。 

 しかし、僅か10年の実績をもって新国家建設の評価を下すのは時期尚早であろう。モン

ゴル社会は確実に大きな変貌を遂げつつある。経済の安定成長にはほど遠い観はあるが、



 －148－

数値に表しにくい国民の政治意識、市場経済理解などは確実に高まっていることは断言で

きる。もちろん一方で、一向に変化しないものも、失ったものも少なくない。 

 いずれにせよ、欧米的でもない、旧友好国・ロシア型でもない、モンゴル独自の国作り

が目指されており、直面している困難もまた、モンゴルならではのものも少なくない。遊

牧を基盤とした国家は世界的にも稀である。モンゴルがどのような国家を築いていくのか、

文明史的にも興味深いものがある。 
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（質疑） 

 

［  原  ］ 体制が変わっても、モンゴルにとっては対ロシア、対中国関係が極めて重

要だと思うのだが、現在はどういう関係にあるのか。 

［ 鯉渕 ］ おっしゃる通り、決定的に重要な関係にある。これは過去もそうであった

し、近い将来に変わるとも思えない。 

 モンゴルは建国以来、中ソ両国の政治的思惑、力関係で自国の運命が決定づけられてし

まうという宿命を背負わされてきた。一方、中ソ両大国にとってモンゴルは戦略上の角逐

の場でもあった。中ソ蜜月期と言われた時期でさえも、表面はともあれ、基本的にその構

図には変化はなかったと言っていい。 

 そうした中でモンゴルは一貫してソ連寄りの立場を取り、中国とは対立関係（1950年代

の約 10 年間を除いて）にあったわけだが、1986 年７月の中ソ和解を呼びかけたゴルバチ

ョフのウラジオストック演説を境に中・ソ・モ三国関係は大きく変化した。1987年には中

モ両国間の懸案であった駐留ソ連軍の撤収が始まり、1988 年には 20 年間途切れていた北

京＝ウランバートル間の定期航空路が再開され、更に1990年には国家元首としては28年

振りにオチルバト大統領が訪中するなど両国関係は急速に改善された。その後、「脱ソ連」

の動きやソ連自体の激変を受けて、中モ両国は交流を深め、モンゴルにおける中国の存在

が高まった。例えば10年前、貿易全体に占める中国の比重は僅か２％程度であったのが、

1999 年には対輸入は 17％、輸出は実に 58％を占めるに至った。また直接投資も件数、金

額ともに第１位を占めており、累計額は全体の25％を占めている。外交面でもソ連一辺倒

から対中・ロ等距離外交に転換した。両国との間にそれぞれ対等かつ平等の「友好協力条

約」を結び直し、いずれにも偏らないモンゴルの立場を確立した。 

 ただこうした中国の存在の増大に対して伝統的な対中警戒感も高まり、1992年ころから

はロシアとの関係再構築も進んでいる。ちなみにモンゴルは現在、「対外政策の指針」

（1994年、国会決議）を外交の基本に据えているが、それによればロシア，中国との等距

離の友好協力を第一義におき、第２に日本や欧米との関係発展、更にアジア諸国との関係

強化を図るとしている。 

［ 小島 ］ 現在、中国では草原の劣化が大きな問題になっている。1950年代のいわゆ

る「合作化」で牧地の農地転換を進めたり、また遊牧民の定着化を進めたため、狭い地域

での過放牧状態となって草原が劣化し砂漠化が進んでいる。モンゴルの家畜の急増は、そ
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うした問題を引き起こしていないのか。 

［ 鯉渕 ］ モンゴルでも部分的には草原劣化はすでに始まっている。モンゴル草原の

家畜包容力はどのくらいなのか、定着型牧畜は可能なのか、農耕はどれくらい可能かなど

といった論議もなされてはきたが、結論の出ないままに放置されている。 

 社会主義時代、国営農場が作られソ連型の大規模農業が取り入れられて大々的に開墾事

業が展開された。その耕地の大部分は現在、荒れ果てたまま放置されている。モンゴルの

寒冷で乾燥した環境下では、大地は一度掘り返されると容易に雑草さえ生えず、そこから

荒地化が拡大してしまう。 

 家畜の急増も手放しでは喜べない。1999年の家畜数は1970年、1980年代と比べて40％

前後の増加、つまり約900万から1,000万頭も増加した。社会主義時代は家畜数2,500万

頭を目標にしていて一度も達成できなかったのだが、自由化した途端に急増したのである。

しかし、そのうちの70％余がヤギで占められた。カシミヤが現金化しやすいため生じたこ

とだが、ヤギは羊と違って草を根こそぎ食べて草原を破壊するというので、モンゴルでは

伝統的に羊の群れの中に数頭飼う方式が取られてきた。また雪害、冷害にも弱いという。 

 今年の冬から春にかけて、モンゴルでは大雪で300万頭に及ぶ家畜が死んだが、これも

家畜の急増、草原の劣化と無関係ではない。 

［ 柳原 ］ 広大な地に互いが遠く離れて生活する遊牧社会の共同体というものは、ど

んなものなのか。社会主義時代とそれ以前、そして現在ではどんな違いがあるのか。 

［ 鯉渕 ］ 伝統的な遊牧社会の共同体組織には「ホトアイル」というものがある。家

族・親類縁者、仲間同士で寄り集まったものが多いが、互いに特長を生かし合おうと組織

されたり、力のある者に依存する者があったり、形は様々である。いずれにせよ共に遊牧

する基本単位である。ホトアイル、つまり遊牧単位自体は自然環境、遊牧の性格からむや

みに肥大化はできないが、経済力のあるホトアイルが弱い者を吸収することで大きな共同

体組織を生んだ。 

 社会主義時代はこのホトアイルを解体して、すべての遊牧民をネグデルという協同組合

に組み入れた。遊牧民はネグデルのメンバーとして、「お前は羊飼い」、「お前は馬飼い」と

いうように分業方式で役割分担を与えられて牧畜に携わったのである。社会主義崩壊後、

ネグデルが解体されてホトアイルが復活し始めている。しかし、まだホトアイル同士を結

びつける有効な組織が生まれていないというのが現状だ。遊牧民個人では余りにも弱い、

ネグデル的な役割を担う組織が必要だと思う。 
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［ 絵所 ］ 遊牧社会を市場経済化するということは、実際、可能なのだろうか。第一

に、土地の所有権そのものが成立するのだろうか。 

［ 鯉渕 ］ 確かに遊牧は今のところ、市場経済の中で十分機能しているとは言い難い。

また遊牧社会が土地所有観念が極めて希薄だというのもそのとおりである。 

 遊牧は土地にしがみついていては成り立たない。たとえ50キロメートル四方の土地を所

有したところで、そこを柵で囲んでは生きられない。自分の50キロメートル四方の土地が

旱魃で草の成長がなければ、雨の降ったところに移動しなければならないし、大雪になれ

ば雪の少ないところに移動する。互いに所有権を主張していては自分の首を締めることに

なってしまう。そこで土地は「天からの借りもの」、つまり共有のものと考えるわけだ。 

 また遊牧は「移動すること」で成り立つ生業だから、モノを貯め込んでは生活が不便に

なるだけだ。だからモノを持つこと、蓄積することにあまり価値を置かないということは

ある。しかしそうは言っても、ヤギの急増で分かるように遊牧民にも欲はある。自給自足

率が極めて高い生業ではあるが、モノを買うには現金が必要であり、教育にも金はかかる。 

 市場経済の中に遊牧民をどう取り込んでいくかということは、遊牧民が個々に参加する

というのは非効率だし、実態として困難だろう。家畜が大幅に増えているのに工場での乳

製品や食肉加工が低迷しているのは、遊牧が市場経済の流通システムの中で機能していな

いことを示している。ホトアイルを基盤にして、協同組合のような組織を作って参画する

ことで市場経済の一翼を担うことは可能だろう。また遊牧は基幹産業でもあり、その遊牧

を市場経済の中で機能させなければ、モンゴルの市場経済化は完成しないと言っていい。 
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図表１ 基礎統計   
 1990年 1991年 1993年 1994年 1996年 1998年 1999年 

人口 （1000人，年末） 2,149 2,187 2,250 2,280 2,353 2,423 2,457 

消費者物価上昇率（％） － 52.7 183.0 66．3 53.2 6.0 10.0 

失業者数（1000人、年末） － 55400 71900 74,881 55,400 49,800 39,800 

為替相場（1㌦=ﾄｸﾞﾘｸﾞ、年末） － 40.00 396.51 413.53 693.40 902.00 1070.80 

〔出所〕 『モンゴル経済、社会統計』モンゴル国家統計局、2000年2月、及び統計局各年版資料より作成 

 

 

図表２ 主要経済指標 
 1991年 1992年 1994年 1996年 1997年 1998年 1999年 

ＧＤＰ成長率（％） -9.9 -7.6 2.3 2.6 4 3.5 3.5 

工業総生産（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ、95年価格） 240.8 204.7 184.7 205.2 226.9 234.3 237.0 

工業総生産成長率（％） -12.8 -14.9 3.7 -2.5 4.4 3.3 1.1 

投資（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ、名目） 4.0 5.3 62.2 148.1 193.3 198.5 195.5 

国家歳入（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ） 6.1 113 86.1 86.1 159.2 227.3 259.4 

国家歳出（ 同上 ） 8.9 12.4 101.3 174.2 284.1 324.8 344.4 

 財政収支（ 同上 ） -2.8 -1.1 -15.2 -15.0 63.4 97.5 -85.0 

貿易総額（100万ドル） 708.9 806.7 625.9 875.2 919.8 848.4 761.4 

 輸 出 （ 同上 ） 348.0 388.4 356.1 424.3 451.5 345.2 335.6 

 輸 入 （ 同上 ） 360.9 418.3 258.4 450.9 468.3 503.3 425.8 

 貿易収支（同上 ） -12.9 -29.9 97.7 -26.6 -17.2 -158.1 -90.2 

総家畜数（100万頭） 25.5 26.7 26.8 29.3 31.3 32.9 33.5 

 子家畜育成数（100万頭） 9.6 8.7 8.6 9.0 9.5 9.9 10.2 

 出生数に対する育成率（％） 93.8 83.7 94.2 92.7 94.6 90.4 90.5 

〔出所〕 図表１に同じ。 

 

 

図表３ 主要工業生産状況 
 1990年 1992年 1994年 1996年 1997年 1998年 1999年 

電    力    （100万ｋｗｈ） 2814.2 2357.8 2122.7 2046.7 2078.1 2105.4 2239.1 

石    炭    （１０００ｔ） 7157.0 5977.8 5012.4 5110.6 4951.2 4698.0 4952.8 

  金        （ｋｇ）     － － 1789.5 6976.4 8451.0 9531.4 10246.2 

銅 精 鉱     （１０００ｔ） 354.0 300.2 343.3 351.5 454.2 358.4 361.9 

モリブデン精鉱  （ｔ） 4208.0 3500.0 4396.0 4684.0 4129.2 4240.0 4157.0 

セ メ ン ト    （１０００ｔ） 440.8 132.5 85.8 106.0 111.6 109.0 103.5 

赤 レ ン ガ   （100万個） 110.9 39.1 27.3 20.3 14.5 17.9 17.0 

絨    毯    （1000ｍ） 1971.2 1037.0 681.5 667.0 643.6 587.7 628.6 

フェルト      （１０００ｍ） 745.1 494.8 107.7 96.2 75.0 102.6 136.8 

梳毛カシミヤ   （ｔ） 240.1 97.6 232.1 517.0 330.8 502.1 612.5 

小 麦 粉     （ｔ） 189.8 181.9 124.3 92.3 68.0 68.9 67.3 

食肉加工     （１０００ｔ） 54.3 24.7 11.3 8.5 7.5 6.7 12.0 

肉 缶 詰     （ｔ） 1108.5 568.9 243.1 339.2 650.8 322.0 71.9 

家畜飼料     （１０００ｔ） 119.1 82.7 33.7 19.1 14.9 15.0 13.9 

〔出所〕 図表１に同じ。 
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 1,707万5,400㎞2 

２． 人 口 1億4,550万人（2000年1月1日現在） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 3,949億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 2,680米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 3.2％（99年速報値） 

６． 物 価 上 昇 率 － 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 ルーブル 

９． 為 替 レ ー ト 
１ルーブル＝100カペイカ 
１米ドル＝28.3ルーブル(2000年３月30日現在) 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
739億米ドル（99年） 
595億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 6,628百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
6,647億ルーブル（99年） 
14.8％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第９節「シベリア・極東の発展可能性」：シベリア 

北海道大学スラブ研究センター 教授 

村 上   隆 

１．はじめに 

 本稿では、対ロ支援の見直しあるいは対ロ支援はどうあるべきかということを検討する

に当たって、その前提条件としてシベリア・極東の基礎的な問題を扱うことにしたい。ロ

シアの地域の概況を明らかにする場合、利用できる統計データが著しく制限される。ここ

で依拠する統計データは、ロシアの国家統計委員会が出している二つの資料である。一つ

は「ロシアの地域」という、1997 年からこれまで２年続けて発行されている統計であり、

地域の概観を述べたものである。もう一つは「ロシアの社会・経済状況」で、これは月別、

年別に発行されている。この他、ロシアには「国民経済統計年鑑」あるいは貿易について

は「関税統計」があり、新生ロシアになってから国際機関の支援の下で統計の整備、とり

わけ産業連関表やＮＮＰからＧＤＰに移行する統計が整備されつつある。「ロシアの統計

が信用できるか。」という問題が常に話題になるが、その一方で「ロシアも最近はなかな

かよくやっている。」という評価も存在する。 

 

２．領域 

 シベリアという地域について、我々は日頃「シベリア」というと、シベリア出兵とかシ

ベリアの捕虜とか、あるいはシベリア開発という言葉から、どちらかというとハバロフス

クあるいはヤクートというようなところを連想する。しかし、ロシア人はここをシベリア

とは呼ばない。この地域を極東と呼び、東の最果てと位置づけている。ロシアの行政区分

あるいは経済地域区分によれば、ウラル山脈の東側を西シベリア、その東のバイカル湖周

辺を東シベリア、さらにその東を極東と呼んでいる。ちなみに自然地理学では分水嶺によ

って区分されており、この場合サハ共和国は極東に含まれない。 

 ロシアの地域区分でもう一つ重要なことは、「アジア部」という言葉の存在である。ウ

ラル山脈をシベリア鉄道で通過すると、「ここからアジア」という大きな標識がある。な

るほど、このことからもアジア部の存在をよく理解できるが、伝統的にロシアのアジア部

というのはウラル山脈以東だけではなく、北コーカサスが含まれている。ロシア人に「北

コーカサスはアジアですよ」と言うと驚くが、アジアに含めるのが伝統になっている。ち

なみに、ロシアでいうアジアは、トルコから東を全部含めている。近年、ロシアの統計に
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はアジア部という分類は全くない。1920年代の旧ソ連の統計をみると、アジア部の統計が

出てきて、そこにはコーカサスも含まれている。日本との関係でみると、例えば戦前の日

本の貿易年表は露領亜細亜と露西亜の２つに分かれている。露領亜細亜の中にはコーカサ

スが入っているのである。一昨年、日本政府がコーカサスへの支援ということを打ち上げ

たことがあるが、アジア部への支援という解釈に成り立っているとすれば納得できる話で

ある。 

本稿のテーマは「シベリア」ということであるが、極東を含めたシベリアと理解してい

ただきたい。以下、便宜上シベリア・極東と呼ぶ。この地域は大変広い（図表１）。「そ

の他」というのは、ウラル山脈から西側のヨーロッパ部及び北コーカサスを指す。シベリ

ア・極東の領域は大変大きく、全ロシア領域の75％を占めていることが容易に理解できる。

日本の約45倍の面積のうちの75％はシベリア・極東で占められているということになる。 

 ロシアは近年、盛んにアジアという言葉を使っている。その典型例は、1986年７月にゴ

ルバチョフ書記長（当時）がウラジオストクで行った、いわゆるウラジオストク演説であ

る。この演説は、アフガニスタンからの軍事力撤退を宣言したことで有名であるが、同時

に、ゴルバチョフは「ソ連もアジアの一員ですよ」ということを表明したのである。それ

以後、ロシアの日本研究者も極東に関心を示し始めた。ロシア人にアジアに目を向けさせ

た点でも、ゴルバチョフ氏は貢献したわけである。 

もう一つの例として、アジアの仲間入りという点での象徴的なことは、ＡＰＥＣ（アジ

ア・太平洋経済協力閣僚会議）に1997年 11月、ロシアが正式に加盟したことである。こ

のことがアジアの一員であるという確かな証になっている。 

 

３．特徴 

広大なシベリア・極東の人口は非常に少なく、ロシアの人口（1998年初現在１億4,700

万人）の78.5％はヨーロッパ部及び北コーカサスにある。民族的にみてもロシア人のシェ

アが非常に高い。よく、ロシアは多民族国家であり、百数十の民族がいると言われている

が、81.5％がロシア人なのである。次いでタタール人が 3.6％、ウクライナ人が３％、そ

れ以外に、多くの少数民族が住んでいる。ソ連流に言うと民族を「尊重」して自治共和国

あるいは自治管区を作ってきたわけであるが、これらの地域ですらロシア人が中心である。 

 広大なシベリア・極東の領域の際立った特徴は、天然資源が豊富なことである。その一

つは石炭資源であり、シベリア・極東がロシアの石炭確認埋蔵量の90％を占めている。こ



 －157－

の地域は森林資源も豊富である（1993年初の木材蓄積量はロシア全体の77％）。シベリア

の上空を飛ぶと、どこまでも広がる森という印象が強いが、特に東シベリアや極東には豊

富な森林資源がある。石油・天然ガス資源についてみれば、シベリアの埋蔵量は豊富であ

り、チュメニ州でロシアの石油の約70％が生産されている。しかし、最近石油生産量は減

少し続けており、埋蔵量も世界の確認埋蔵量の８％程度を占めるにすぎない。石油生産に

限界が生じているのに対し、シベリアの天然ガス資源は豊富にある。ロシアは世界の天然

ガス埋蔵量の35％も占めるほどの巨大な埋蔵量を持っており、超資源大国として位置づけ

られているわけである。 

シベリア・極東を生産力の点からみるとどうであろうか。「地域総生産」、Gross 

Regional Product という余り聞き慣れない言葉が、ロシアの統計で最近使われ出してい

る。ＧＲＰ（地域総生産）はＧＤＰ（国内総生産）とどう違うのかということであるが、

ＧＲＰ（地域総生産）は、各地域で生産された商品とサービスの新たに作られた価値のこ

とであり、ＧＤＰに含まれている国防、あるいは国家行政の付加価値額、金融・貿易の仲

介機関によって生み出された付加価値額、更に対外貿易で生み出された税金を含んでいな

い。したがって、ＧＲＰというのは、ＧＤＰの大体80％から85％ということになる。 

 シベリア・極東の生産力は弱く、地域総生産でみるとロシア全体の30％しか生み出され

ていない。固定フォンドの面から産業構造をみると、工業だけではなく農業も弱い。シベ

リア・極東の工業生産高のロシア全体に占めるシェアをみると、1997年現在、西シベリア

14.9％、東シベリア 6.2％、極東 4.6％であり、シベリア・極東全体で 25.7％のシェアし

か持っていない。農業についても、西シベリア 11.3％、東シベリア 7.2％、極東 4.2％で

あり、シベリア・極東はロシア全体の４分の１にも満たないことが分かる。シベリア・極

東は、気候条件の大変厳しいところであるから生産力が弱いわけで、面積が広くても土壌

や気象条件が農業に適していないのである。 

投資の面からみても、1997 年のシベリア・極東に対する固定資本投資はロシア全体の

30.6％にすぎない。 

 

４．産業構造 

 固定フォンドにおける産業構造（1997年）をみると、工業は、全ロシアが24％を占めて

いるのに対して、西シベリアは 50％、東シベリアは 45％、極東は 32％と全ロシアに比べ

てシベリア・極東の工業生産のシェアが高い。これはサービスや農業が弱体であり、ひと
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えにエネルギー部門の生産量が大きいからである。 

 工業部門構造をみると、電力・燃料は、全ロシアでは34％程度であるものが、西シベリ

アになると70％と極めて高い。チュメニ州の石油とチュメニ州北部の天然ガスが最大の産

業であるために大きなシェアになる。東シベリアについてはそのシェアは約30％であるが、

これは電力部門、特にイルクーツク周辺の水力発電所、あるいはクラスノヤルスク地方の

石炭産業がシェアを押し上げている。東シベリアで特徴的なことは、非鉄金属が大変重要

な産業になっていることである。特に北極海に面したノリリスクの非鉄金属が世界的にも

有名である。 

 極東のエネルギー産業では、石炭の開発は進んでいるが、石油・天然ガス開発は埋蔵量

が豊富であるにも関わらずほとんど進んでいない。その一方、非鉄金属では、サハ共和国

（ヤクーツク）の金、ダイヤモンドあるいはマガダン州の金、その他の非鉄金属が強力で

あるために、極東の非鉄金属産業の貢献度が大きい。 

 エネルギーの地域別生産状況をみると、石炭は、シベリア・極東とヨーロッパ部にばら

けている。伝統的なドネツ炭田がウクライナに位置しており、この炭田の一部がロシア領

域のロストフ州に食い込んでいるので、ヨーロッパ部で大きな生産量がみられる。西シベ

リアにはクズネツク炭田というウラル・クズネツクコンビナート計画で有名になった巨大

な炭田があるし、東シベリアには、クラスノヤルスク地方にカンスク・アチンスク炭田と

いう、露天掘りの有名な炭田がある。極東にも数多くの炭田が散在する。 

石油は、圧倒的に西シベリアが強力で、1997年にはロシア全体の生産量（３億560万ト

ン）のうち、西シベリア・チュメニ州では67％（２億690万トン）が生産された。その他

の地域として、かつて1900年頃にはアゼルバイジャンのバクーが世界の石油開発の拠点に

なっていたが、その後、1960年代にウラル・ボルガ地域に第２バクーと言われる石油生産

地域が生まれた。この地域では現在も石油生産が行われている。現在では第３バクーと言

われるチュメニ州がロシアのほとんどのシェアを持っているわけである。 

 天然ガスになると、もっと極端で、西シベリア、特にチュメニ州北部が90％の生産量を

誇っている。世界的な水準でロシアのエネルギー生産をみれば、シベリアの天然ガス生産

が群を抜いて重要である。 

 

５．極東を中心とした最近の経済事情 

 シベリア・極東は豊富な天然資源を保有しているが、ソ連邦崩壊後、工業生産の落ち込
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みが激しく、ロシア全体に比べ減少率が大きい。全ロシアの平均は、1991年以降、一貫し

てマイナス成長を続けてきた。1997 年にやっと、前年に比べて生産量がプラスになった。

ところが、1998年８月に金融危機が起こって、また大きな落ち込みをみせた。1999年には

若干回復して、６％増になっているが、依然として、ロシアの工業生産は振るわない。シ

ベリア・極東となると、減少率はより深刻な事態になっている。 

 ロシアの産業が復興できない最大の要因は、投資が産業に向かっていないことにある。

資料でも明らかなように（図表２）、1995年の西シベリアを別にして毎年落ち込みを続け

ている。 

 経済困難の中で、シベリア・極東の人口がどういう動きをしているのかをみると、1991

年と1998年を比較してみると、ロシア全体で１％ほど減少した。その中でシベリア・極東、

とりわけ極東の減少幅が大きく、この間、72万 1,000人も減っている。東シベリア、ある

いは西シベリアも若干減っているが、それほど大きな減少ではない。 

 次に極東に絞って経済状況をみてみよう。極東はロシアの他地域に比べて幾つかの際だ

った特徴をもっている。その第１は、自然・気象条件が厳しいことである。広い領域の90％

は永久凍土に覆われており、永久凍土でない地域は南部のシベリア鉄道沿線やサハリン島

程度である。第２は人口が希薄で、しかも都市部に集中していることである。極東には昔

からわずかな北方少数民族しか住んでいなかったために、農村は発展せず、主として軍事

的目的による都市が形成された。第３は石油、天然ガス、石炭、非鉄金属、森林、水産物

といった天然資源に恵まれていることである。第４はこれらの資源依存型の漁業、林業、

非鉄金属産業が産業の主体になっていることである。第５は軍産複合体が中核的な産業と

なっていることである。第６はアジア・太平洋に大きく窓を開いていることである。 

 極東の地域別工業生産高をみると、ロシア平均では1990年を100とすると大体50にな

っているが、極東の経済状況はほとんどのところでロシア平均よりも悪い。とりわけユダ

ヤ自治州、ハバロフスク地方、さらにアムール州といったところの減少が目立っている。 

 一般的に言えば、自治共和国とか自治管区の経済状況が悪いが、ハバロフスク地方が激

しく落ち込んでいるのは、軍産複合体の不振にある。この地域では元々軍産複合体の産業

基盤が強固であった。それに伴う機械工業が産業の中心であった。しかし、ソ連崩壊によ

って、かつてのゴススナブ（国家資材機械補給委員会）による資源配分のシステムが壊れ

たために、遠隔地は市場を失って大きな打撃を受けたのである。極東で大きな落ち込みを

みせているユダヤ自治州は、スターリン時代にユダヤ人を強制的に移し（実際にはユダヤ
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人は全体の人口の７％ほどしか住んでいない。）、ここに繊維産業、軽工業を興したが、

こういった産業が壊滅的な打撃を受けている。アムール州についても、軍産複合体が中心

で、不振を極めた。 

 極東の工業生産の不振に拍車をかけたのは輸送問題であり、グラフから明らかなように

（図表３）、新生ロシアでは1992年１月から市場価格の自由化が始まったが、消費者物価

に比べて輸送費のほうがはるかに大きな落ち込みをみせている。 

 国内の消費地から遠隔の地にある極東は国内よりも身近なアジア・太平洋地域に市場が

求められたかというと、市場の転換が成功したとは、とうてい言い難い。ソ連崩壊６年後

の1997年になっても、依然として極東の貿易依存度は低く、ロシア全体に占めるシェアは

輸出で 2.9％、輸入で 3.5％にすぎない。主な貿易相手国は日本、中国、韓国、アメリカ

であるが、市場を転換できるほどのパワーはまだ持っていない。 

では、外国投資の導入ではどうかというと、この点でも大変に弱い。全ロシアで 1997

年にはおよそ 123億ドルの外国投資があった。しかし、その内訳をみると、モスクワに85

億ドル投資されており、全体の60～70％のシェアになっている。この投資は、直接投資と

ポートフォリオ、もう一つは「その他」を構成するのはいわゆる信用供与であり、60％は

国際機関からの信用供与である。この数字は、言ってみれば対ロ支援の成果であり、生産

活動に民間が投資するような環境にはないことを物語っている。 

ロシア・極東地域の人口の減少という問題であるが、1991～1998年間に人口減少が激し

かった地域は、チュコト自治管区の45％余、次いでマガダン州の35％、カムチャッカ州の

15％、サハリン州の13％である。 

 以上のような貧しいところは、ナショナル・ミニマムの観点から、当然国が支援してい

くことになるが、補助金として地域財政支援基金が連邦から各地域に支出されている。こ

の地域財政支援基金を受け取っていないところはロシア全体で 89 構成主体のうちわずか

９地域しかない。補助金を必要としていない典型例はモスクワ市であり、ハントゥイ・マ

ンシ自治管区とヤマロ・ネネツ自治管区である。後者の２つとも天然ガスの生産地域であ

る。この他、クラスノヤルスク地方は水力発電や露天掘りによる石炭開発を行っており、

財政支援基金を受けていない。極東の全地域は地域財政支援基金を受け取っており、しか

も、その額はロシア全体の40％も占めているのである。 

 もう一つ、極東の経済状況が良くないことを示すのが、最低生活水準以下の貨幣所得者

の割合である。ごく最近の統計では、最低生活費は、月1,000ルーブルになっているが、
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この額以下の層の割合が、全ロシア平均で20％であるのに対し、シベリア・極東では30％

前後と大きくなっている。 

 

６．シベリア・極東の発展可能性 

最後に、シベリア・極東の今後について述べてみたい。シベリア・極東の経済が発展す

るためには、この地域の経済潜在力をどのように生かせるかにかかっている。経済潜在力

は何かといえば、天然資源の開発に尽きよう。ソ連邦崩壊後ロシアにおける外国投資の環

境は極度に悪化した。特に、政治的不安定、朝令暮改の法律制定、経済破綻といった環境

が外国投資を誘致できなくなった。そこで、外国企業の知恵を借りて超法規的なステイタ

スを持たせて成立させたのが生産分与法という外国資本導入形態である。1996年１月、生

産分与法が発効した。その後この法律は関連法との整合性がとられ、1999年１月に修正法

として発効した。生産分与法による資源開発形態はインドネシアで最初に始められ、その

後の世界の資源開発の一般的な形態となったが、ロシアで取り入れられたのは石油、天然

ガス開発が最初である。その雛形になっているのがサハリン大陸棚での石油、天然ガス開

発プロジェクトである。サハリン島北部の大陸棚には、今のところ５つの開発地域が将来

の生産分与法に基づく開発の対象になっているが、このうち、議会の審議を経て生産分与

法による開発の指定を受けたプロジェクトは、サハリン～Ⅰ、サハリン～Ⅱ及びサハリン

～Ⅲのうちの第４鉱区（キリンスコエ鉱区）である。サハリン～Ⅱプロジェクトはこの地

域で最も早くから開発準備を進めてきており、1999年 7月にはアストフスコエ鉱区におい

て生産が開始された。今後、全体開発が進み、天然ガスの開発に移行すれば、北東アジア

最大の石油、天然ガス供給地域に変貌することになる。当面、解氷期の６カ月間だけ生産

が行われ、天然ガスの需要家が見つかれば本格的な開発が始まる。サハリン大陸棚の石油、

天然ガス開発はどのような意味を持つのであろうか。その第１はサハリン州の経済を復興

できることである。既に述べたようにサハリン州の経済は悲惨な状況にある。石油、天然

ガス開発が順調に進めば長期にわたって年間約15億ドルの収入が見込まれ、わずか70万

人足らずの人口にこれだけの収入が生まれることになるわけである。第２は極東の逼迫し

ているエネルギー需給を緩和することができることである。極東には確かに石油、天然ガ

ス、石炭といった資源が豊富に存在する。しかし、本格的な開発が進んでいるのは石炭だ

けであり、しかも石炭の品質は劣り、最近では減産の傾向が著しい。石油の自給率は今の

ところ10％程度にすぎず、サハリンからの供給が実現すれば、自給率は大幅に高まる。第
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３は生産分与形態による資源開発がロシアの他の地域の開発のパイオニアになることであ

る。ロシアには豊富な資源があるが、開発するための資金と技術がない。サハリンで生産

分与法による開発が成功すれば、他の地域でも容易に実現できよう。第４は天然ガスが環

境面で大きく貢献できる。将来、中国でのエネルギー消費量が急激に増え、その多くを石

炭に依存することになる。天然ガス開発が進めば、石炭開発にブレーキをかけることが可

能になる。第５は北東アジアのパイプライン網建設のきっかけとなることである。日本の

周辺には国家間のパイプラインはまだ存在しない。サハリン大陸棚の天然ガス開発によっ

て、国家間輸送方法としてパイプライン輸送が注目されるようになった。第６はサハリン

の石油、天然ガス開発は日本にとってもエネルギー供給源の分散化に役立ち、エネルギー

安全保障面で大きく貢献できることである。 

以上のような利点がある反面、当然のことながら制約要因もある。その最大の問題は開

発コストが他の世界の供給源に比べて割高なことである。第２は、天然ガスのユーザーが

決まっていないことである。そのために大規模開発に移行できないでいる。第３はオホー

ツク海の自然・海象条件がまだ十分に解明されていないことである。この地域に外国の研

究者が入れるようになったのは新生ロシアになってからのことであり、日が浅い。第４は

開発に伴う環境面での影響が心配されることである。第５はロシアに対する信頼性が欠如

していることである。ＬＮＧの潜在的ユーザーは日本の電力業界である。しかし、彼らは

ソ連時代からのロシアに対する不信感を依然として払拭できないでいる。天然ガスの供給

のような20～25年という長期にわたる供給には信頼性が重要なファクターである。第６は

ロシアの法制が未整備であり、しかも透明性に欠けることである。 

以上のような問題点を抱えており、身近に豊かな資源がありながら本格的な開発に移行

できないでいる。この壁を破るには政府レベルの支援が必要であろう。経済的に不利な側

面をどう克服するかが鍵である。その場合、領土問題の解決を含めて日本にとって何が国

益に合致しているかである。中東への極度の石油依存体質は危機管理面やエネルギーの安

全保障の観点からは脆い。エネルギー供給源の分散化による安全保障の確保と経済復興策

としてサハリン大陸棚の石油、天然ガス開発が大きく貢献できることから、ロシアの経済

復興の起爆剤になり、日本がこれにより積極的に協力することによって領土問題の解決に

寄与できるだろう。 

７．おわりに 

 ロシア極東地域がどのようにしたらアジア・太平洋地域経済にインボルブできるのだろ
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うか。おそらく、将来的にもロシア極東地域は原燃料の供給源であり続けるであろう。そ

の場合、サハリンの石油、天然ガス開発がメガトン級の起爆剤になりうることは間違いな

い。一つの成功が周辺の成功を導く。逆に石油、天然ガス開発に失敗すれば極東の経済発

展の将来は暗い。 
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（質疑） 

 

［ 小島 ］ 将来、日本の資本と中国人の労働者と北朝鮮の労働者でシベリアを開発す

るという可能性はあるのだろうか。 

［ 村上 ］ 大変難しい問題であるが、日本の資本力が核となって中国や北朝鮮の労働

力を利用してシベリア開発を行うというパターンはもうないというか、今までも厳密に言

えばそれはなかったので、難しいのだろうと思う。むしろロシアや中国のイニシアチブに

よって、日本とは限らない外国の資本力を呼び込む。例えば具体的なケースを言うと、東

シベリアのイルクーツクにコヴィクチンスコエという大きなガス田があり、このガス田の

ガスをモンゴル経由で北京、最終的には韓国、日本まで持ってくるという構想があって、

これに対して中国とロシアでは基本的にアグリーメントを結んでいる。今、フィージビリ

ティー・スタディーの段階だが、これは日本政府、とりわけ石油公団がかねてから積極的

に働きかけて、日本は資金アップしてもいいということを明言しているわけだが、お呼び

でないよとお二方に断られている。 

 このような場合に考えられるのは、中国はガスを受け取るかわりにパイプラインの建設

を請け負ってくると思う。そうすると、その中で一番強いのは労働力の問題である。逆に、

今度はサハリンの開発などの場合には、中国人の労働力というのは全く利用されていない。

かなり大規模に開発が始まるのだが、おそらく利用されないだろう。なぜかというと、ロ

シアにまだ今のところ労働力が余っている。それは経済が50％も落ち込んでいるわけだか

ら余っているのと、ロシア自身が、生産分与法の中で、それぞれの開発主体のオペレータ

ーが結ぶ契約の中にローカルコンテンツという内容のものが必ず入っていて、これが大体

70％に設定されているわけである。「70％はロシアの資機材や労働力を使いなさい。それ

が義務ですよ。」と言われている。これを一番簡単に消化できる、つまり西側にとって都

合のいいのは、設備等でなく労働力なのである。パイプラインを建設する労働者のほうが

はるかに、リスクが少ないので、これをなるべく活用する。ロシアの資機材を使って果た

していいものができるかという点で、「70％」の枠内に、オペレーターは「国際規格の水

準に合ったもの」という条件を付していることからもわかるように、ロシアのものはなる

べく使いたくないというほうに動いてくるわけである。 

 例えば、今、サハリンの大陸棚でアラスカで使用されたことのあるプラットフォームが

据えつけられているが、水深が深いために、下駄を履かせなければいけない。その下駄を
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履かせるための作業をするのはロシア人の労働者だが、そこに張りつける鋼板は質のいい

ものでないと、氷がぶつかったら壊れてしまうから、これは日本から供給している。こう

いう形に典型的に見られるように、ロシアの労働力をまず基本的には使う。それでだめだ

ったら、次の段階として、中国の労働力が大きくクローズアップされてくるのだろう。し

かし、かつてのように、日本がイニシアチブをとってシベリア開発をやっていた時代とは

大分違って、資源開発に日本の出番がむしろなくなってくると、端的に言えば、どこが経

済採算に乗るかという判断で進めていくだろう。その場合に、中国北東部の１億人の労働

力というのは、やはり魅力ではあると思う。 

 それから、北朝鮮の労働力についてはかなり限定つきで、やはりロシアも国際社会のリ

ーダーシップを保つために、あまりむちゃな北朝鮮の労働力の雇用ということはやらない

だろうが、ロシアは国際政治への影響力維持という点から、北朝鮮はロシアの手のひらの

上で動くという部分を持ちたいだろうから、北朝鮮の労働力を使って仕事をすること、つ

まり今までどおりの木材の伐採での労働力利用を続けるのだろうと思う。 

 だから、この３つがうまく結びつくというのは現実にはなかなか難しいと言えると思う。 

［ 中井 ］ 極東地域で地方政府というのは、いろいろな政策決定、開発で、モスクワ

を外して一体どれだけ自由度があるのか。というのは、１年ほど前、国際会議に出ていた

ら、ヨーロッパの人々が、ちょうどルーブル危機の後で、「モスクワを相手にするのは難

しい。地方政府と直接いろいろネゴをやりたいのだけれども、中央政府を外して後でもめ

ても困る。一体どこまで中央政府を外してネゴできるのか。」というようなことを議論し

ていた。結論は出なかったのだが。 

 先ほどのローカル・コンテンツのような話、例えば、シベリアは特殊なので鋼材といっ

てもなかなか調達できないから、このプロジェクトは地方で決定するというようなことを

地方政府ができるのかどうか。 

［ 村上 ］ 複雑な問題を簡単に答えるが、地方政府には全く力がないと考えたほうが

いいと思う。 

 例えば、今、極東で一番進められているのはサハリンの開発の問題だが、プロジェクト

が50万ドルを超えると中央政府が扱うようになる。それから、大陸棚のものは中央政府し

か扱えない。そういう法的な縛りもある。 

 それから、地方政府の考え方が、地方政府は自立するのだと言っていても、モスクワ依

存型の体質から抜け切れない。これは、経済的に独立できていないからそうなるのだが、
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そのための経済的な、お金がそこに落ちるような仕組みをまだもっていないわけである。

部分的にはなりつつあるが、まだ、あと10年か 20年かかるだろう。 

 もう一つは、特に金融機関の機能が全部モスクワ中心で、地方で稼いだものを全部モス

クワが吸い取っているという構造がある。例えばハバロフスクとかウラジオストクに幾つ

か銀行があるが、地方にお金を落とす銀行というのはほんのわずかしかなくて、そのシェ

アは非常に小さい。だから、モスクワがだめだから地方とつき合ったら何とかなるかとい

うことは考えないほうがいいかも知れない。ただ、それはもちろん固定的に考えるべきで

はなくて、変わっていく。 

 最後にちょっと紹介したい。ロシアの新聞によると、昨年ロシアは貿易で一体幾らもう

けたかというと、貿易収支の黒字は何と 400億ドルである。これはひとえに石油価格が上

がったおかげである。天然ガスも石油価格に追従する。この面から見ても、ロシアはチェ

チェンの戦争はやめない。ソ連が崩壊してから一番いいパフォーマンスを示してきたのは、

ずっと貿易だけである。その貿易は、すべてモスクワが握っているのである。だから、そ

ういうところからいっても地方の構造というのはなかなか立ち上がってこない。 
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図表１ シベリア・極東の領域 (％) 

 

図表２ シベリア・極東の固定資本投資減少率 (1991-1997) 
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図表３ ロシアの消費者物価と鉄道輸送費の推移（倍率） 
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第３章  中心国とその「周縁諸国」 
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 328万7,263㎞2 

２． 人 口 ９億6,238万人（97年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 3,574億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 370米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 5.9％（99年度推定値） 

６． 物 価 上 昇 率 2.0％（99年12月） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 ルピー 

９． 為 替 レ ー ト 
１ルピー＝2.7円（2000年２月現在） 
１米ドル＝43.6ルピー 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
333.6億米ドル（98年） 
418.6億米ドル（98年） 

11． 外 貨 準 備 高 24,203百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
２兆5,947億ルピー（98年） 
14.7％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第１節 インドとその「周縁諸国」 

法政大学経済学部 教授 

絵 所  秀 紀 

１．はじめに：世界経済の周縁としての「南アジア経済」 

 図表１は、南アジア各国の一人当たりＧＤＰ、人口、及びＧＤＰを比較したものである。

インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール５カ国を合計した人口は世

界総人口の21.5％を占めている。中国をしのぐ規模である。しかしこれら５カ国のＧＤＰ

合計は世界全体のわずか 1.5％しか占めていない。中国のそれの６割に満たないし、我が

国のそれの 8.5％でしかない。南アジアは経済規模の小さな地域であり、経済的に見ると

世界経済の周縁に位置している。一方、南アジア地域内に目を移すと、インドとその周辺

国との間には大きな経済格差がある。人口規模の格差も大きい。ＧＤＰの大きさを見ると、

インドを100としたときにパキスタンは19、バングラデシュは９、スリランカは４、ネパ

ールは１しかない。世界経済の中で南アジア地域は「周縁」であるが、その周縁の中では

インドが他を圧倒する「地域大国」だという構造になっている。 

 ところでひとまとめに「南アジア」と呼んでいるが、そもそも「南アジア」という概念

が成り立つのかという問題を考えておきたい。この解答は、どのくらいの距離から「南ア

ジア」を眺めるかによって異なってくる。至近距離から南アジアを見ると、どの国も相当

違う。宗教も全く違うし、経済規模も人口規模も、政治システムも違う。しかし、距離を

持って遠方から眺めると、そこには東南アジア世界や東アジア世界とは歴然と違った、「南

アジア世界の一体感」がうかがわれる。習慣、食べ物、あるいは衣服、そういうものに南

アジアスタイルというものがある。また、ネパールは違うが、各国とも長い間イギリスの

植民地支配下にあったという歴史を共有している。それから、世界の大貧困地帯を形づく

っているという共通項がある。世界の貧困者数の半分が南アジア地域に集中している。さ

らに、例えばカトマンズやダッカやカラチに行くと、正直言ってインドの一地方都市とい

う印象を持つ。南アジアには文化的な連続性がある。 

 

２．基礎経済データ 

 

（１）マクロ経済指標 

 1960年時点では、南アジア諸国と韓国との購買力平価で計測した一人当たりＧＤＰはほ
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とんど同水準であった。それどころか、スリランカのそれは韓国のそれの２倍もあった。

しかし 1995 年になると、南アジア諸国のそれは韓国のそれの 12％～28％程度にまで差が

開いた。一方すでに1970年時点で南アジアの成人識字率は非常に低く─これもスリランカ

は例外─、韓国との間に大きな格差があった。教育レベルの相違が、その後の経済成長に

大きな影響をもったことが示唆される。また南アジア諸国の人口規模はとてつもなく大き

く、この要因が成長の足かせになっている。 

 1970 年代から 1996 年にかけて、バングラデシュ、インド、パキスタン─スリランカも

1990年代に入るとそうだが─は、農業成長率が顕著な低下傾向をたどっている。工業成長

率にもほぼ同様の低下傾向がみられる。東アジア・東南アジア諸国とのＧＤＰの大きな差

に結びついた原因である。ＧＤＰの部門別構成をみると、特に工業部門で、東アジア・東

南アジアとの間に大きな差が出ている。南アジアでも付加価値に占める農業のシェアは継

続的には下がっているが、その下がった部分の大半がサービス部門に吸収され、第２次産

業部門に向かっていない。サービス部門のシェアは、1996年時点で見ても、南アジアでも

東アジアでもほとんど同じ大きさである。しかし工業部門で大きな差が出ていて、ここが

成長率の差に反映している。 

 国内貯蓄率と投資率を見ると、インドを例外として南アジア諸国は貯蓄率も投資率も相

対的に低い。東アジアの方がはるかに大きい。粗貯蓄率を見ると、東アジア諸国はすべて

35％、38％など非常に高い数値になっていて、クルーグマン風に言うと、何が何でも貯蓄

して投資したという構図が見え隠れする。インドの貯蓄率もそれなりに高いが、技術革新

による生産性の向上がない限り、20％台だとそれほど高成長は達成できないということに

なろう。かつてロストウは、経済成長の初期段階ではネットの投資率が10％になると一人

当たり２％の純国民生産成長率が達成され、当該途上国は「離陸」したと判断できるとい

う議論をしていた。多くの経験を積んだ現時点からみると、「一人当たり２％の純国民所

得成長率＝離陸」というイメージには妥当性がない。これよりもはるかに高い成長率が数

年間持続することが離陸の条件であろう。 

 インフレ率を見ると、南アジアはどの国をとっても低インフレ国である。せいぜい10％

程度である。ラテンアメリカは非常に劇的な（超現実的な）インフレ地帯であるが、南ア

ジアはかなり安定している。南アジアは、高成長もないが、高インフレもないという世界

である。ただし財政赤字／ＧＤＰ比率はかなり高い。財政インフレ的な体質をどの国も持

っているということがうかがわれる。 
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（２）人間開発指数・貧困・所得分配 

 南アジアの人間開発指標は、スリランカを例外としてとてつもなく悪い。どの国も国際

的にみると最低グループに属している。また、絶対的貧困者数の比率をみると、どの国に

も30～40％ぐらいの貧困者がいる。更に、農村人口のうち絶対的貧困ラインに達しない人

の比率は、1986年と 1990年を比較すると、南アジア４カ国どの国でも増えている。 

 ジニ係数と五分位数の所得比率によって所得分配をみると、国際的に比較すると南アジ

ア諸国は、それほどいいほうではないが、極端に悪いというわけでもない。しかし、所得

分配のデータに問題があるかもしれない。 

 

（３）貿易・直接投資・為替レート・対外債務・ＯＤＡ 

 財・サービスの貿易のトレンドを見ると、バングラデシュ、インド、パキスタンは、1980

年から1995年にかけて、ＧＤＰに占める輸出比率は相当急激に増加した。どの国も２倍ぐ

らいになっている。各国とも増加しているのだが、例えばインドネシア、マレーシア、韓

国、タイと比べると、依然として貿易依存度はスリランカを例外として著しく低い。イン

ドの場合は、経済規模が大きいからだと説明されてきた。パキスタン、バングラデシュも

確かに人口規模は大きいから大規模国と言えるかもしれない。しかし、例えばインドネシ

アもパキスタン、バングラデシュと同じぐらいの人口規模があるが、そのインドネシアと

比べても貿易依存度は相当小さい。南アジア各国の閉鎖的な経済運営が示唆される。 

 世界の輸出に占める南アジア各国の比率をみると、いずれの国も0.04％とか0.15％とか、

マージナルもいいところである。インドが最近増えて0.55％となっているが、1950年代、

1960 年代ぐらいはインドのシェアは１％強あった。それから、1960 年代、1970 年代の閉

鎖的な経済運営のときにどんどん下がってきて、最近になってまた少し上がってきた。 

 南アジアの歴史的文脈から評価すると、どの国の経済も進んでいるように見える。成長

率は、1970 年代に比べれば 1980 年代の方が加速しているし、1980 年代に比べれば 1990

年代の方が加速している。貿易依存度も着実に上がっている。しかし国際的な比較という

座標軸の中に置くと、その変化は余りにも小さくて、ほとんどインパクトを持っていない。 

 バングラデシュ、スリランカの貿易赤字は大きい。経常収支の赤字は、各国ともみな大

きいが、特にパキスタン、スリランカが大きい。 

 インドの1993～94年の主要な輸出品目を見ると、一番大きいのが宝石類、特にダイアモ

ンドの研磨である。それから、綿糸・綿織物、それから既製服である。バングラデシュの
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場合には、1989年時点では、既製服とジュートが２大輸出品であったが、1996年には既製

服が 50％を占めている。パキスタンはどうかというと、やはりガーメントである。1990

年にはガーメントが60％ぐらいを占めている。1996年になるとコットンクロス、綿糸が大

きなシェアを占めている。スリランカは、1990年がお茶とテキスタイル・アンド・レディ

ーメード、1995 年をとってもほぼ同様である。要するに、ほとんどの国が、１次産品か、

あるいはそれを加工したもの、及び繊維製品が輸出の大宗である。これが結局、輸出入比

率は小さいけれども、慢性的な貿易赤字に陥ってしまっているという構造をもたらしてい

る。 

 外国直接投資の南アジアへの流れをみてみよう。1991年からインドは本格的な経済自由

化に踏み切り、1995 年では 17 億 5,000 万ドルの直接投資があった。1989 年は３億 5,000

万ドルあったが、そのちょっと前の時期を見ると、インドの直接投資は一桁小さかった。

そのときと比べると非常に伸びている。パキスタンも、スリランカも、バングラデシュも

伸びている。バングラデシュへの直接投資は、1990年には300万ドルしかなかったが、1995

年には１億2,500万ドルにまで急増した。しかし日本のアジアに対する直接投資をみると、

南アジアへの直接投資はないに等しい。インドが一番大きいが、日本の直接投資の 0.5％

しか占めていない。バングラデシュは0.04％しかない。 

 インドとその周辺諸国の為替レートを見ると、最初は、パキスタン、バングラデシュ、

スリランカ、どの国もインドの為替レートに対して１対１の比率で出発している。バング

ラデシュも独立した当初は、インド・ルピーに対してバングラデシュ・タカは１対１の比

率から出発したが、その後はインド・ルピーより安くなる形に落ちついている。ただ、イ

ンドには1966年に為替レートを大幅に切り下げたので、そこから、パキスタン・ルピーの

場合には６年間、スリランカ・ルピーの場合には11年間、インド・ルピーより高く維持さ

れた。それから、1992年に、またインドがルピーを切り下げた後にパキスタン・ルピーが

５カ月ほど、インド・ルピーに対してわずかに高くなった。しかし、それらの時期を除く

と、パキスタンの場合はインド・ルピー１に対して0.8ぐらい、バングラデシュ、スリラ

ンカの場合は0.6から0.4ぐらいの間に落ちついている。インド・ルピーを一応の目安に

してインド周辺国の為替レートが設定されているという印象を受ける。 

 一方、独立後から現在までの間にＵＳドル、ポンド、マルク、円に対してインド・ルピ

ーがどう変化したかを見ると、大変なデバリュエーションである。メジャーな通貨（特に

ドル）に対して為替レートを切り下げるという形でインドが先行し、それに呼応する形で
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微調整が南アジア諸国の中で行われてきたという構造になっている。 

 インドの対外債務の絶対的な規模は965億ドルに達しており、依然として世界で５本の

指に入る。しかし債務返済比率は、30％に達していないから、まあまあの状態である。南

アジアの中では、インド、パキスタンの債務返済比率が抜群に大きい。対照的にバングラ

デシュ、スリランカの債務返済比率は非常に小さい。これはコンセッショナルな資金が中

心であるためであろう。 

 ＯＤＡはどの国にも相当入っている。これだけＯＤＡがこの地域に流れ込んでいるのは

世界の貧困地帯だというイメージを反映したものであろう。 

 

（４）南アジア域内貿易 

 南アジアには、ＳＡＡＲＣ (South Asian Association for Regional Co-operation)と

いう組織がある。1985年に設立された地域協力機構である。1995年にはＳＡＰＴＡ(SSARC 

Preferential Trading Arrangement)がＳＡＡＲＣの中にできた。関税引下げによる域内の

貿易促進を目的としたものである。各国が優遇関税品目を設定している。インド 106、パ

キスタン35、スリランカ31、モルディブ17、ネパール14、バングラデシュ12、ブータン

７の品目を優遇関税品目に指定している。ところが、実際にはＳＡＡＲＣはほとんど進展

していない。インドとパキスタンとの間の政治的な反目が足かせになっている。経済的な

協力にとどまっている。しかし経済的に見てもなかなか進みづらい面がある。ＳＡＡＲＣ

は地理的にみると、圧倒的にインド・セントリックな地域である。インドはパキスタンと

もスリランカとも（スリランカとの間には海があるが）、ネパールともバングラデシュと

も接している。ところが、ほかの国同士では国境を接していない。 

 輸出品目を見ると、極めてよく似かよっている。各国とも主要輸出品目はガーメントで

あって、競合状態が続いており、相互補完的な域内貿易が進まない。域内貿易の輸出（1993

年）を見ると、そのシェアはわずか3.8％でしかない。しかも、1987年と比べると、その

シェアは4.2％から3.8％に下がっている（図表２）。域内投資は、ほとんどネグリジブル

である。 

 構成国の政治システムや外交スタイルもみんな違う。ＡＳＥＡＮのような、例えば「共

産主義に対して一緒に戦おう。」といった「共通の脅威」がない。各国それぞれの脅威は

あるが、それは対外的なものではなく、むしろ域内での安全保障をめぐる脅威である。南

アジアではインドとその周辺国との間での紛争が最大の脅威である。インド・パキスタン
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紛争、インド・バングラデシュ紛争、インド・ネパール紛争、インド・スリランカ紛争が

ある。それ以外の紛争は、ほとんどない。同じく、貿易をとってみると、わずかではある

がインド－パキスタン、インド－スリランカ、インド－バングラデシュ、インド－ネパー

ル間の貿易はあるが、例えばパキスタン－ネパールとかネパール－スリランカ間の貿易は

ほとんどない。横のネットワークが欠けている。 

 

（５）インド国内の地域間格差 

 最後に触れておきたい点は、インドの中での大きな地域間格差についてである（図表３）。

ウッタル・プラデーシュ(ＵＰ)州は、インドで一番人口規模の大きい州である。1991年の

人口は１億3,900万人である。日本よりも大きい人口規模である。ここがインドの最貧困

州の１つでもある。1951年時点での識字率を見ると、ウッタル・プラデーシュ州は10.8％

しかなかった。この時点で識字率が最も高かったのはケーララ州で 40.5％である。1991

年にはどうなったかを見ると、ＵＰ州の場合、女性の識字率は依然として 25％しかない。

男性は 56％ある。それに比べてケーララ州は、女性も 86％、男性は 94％という非常に高

い。1951年での州間格差がそのまま持ち越された形になっている。 

 アマルティヤ・センが強調しているように、男女人口比率を見ると、女性のほうが大き

くなるというのが「正常」である。ケーララ州だけが「正常値」となっている。男性1,000

人に対して女性800人台の州は、ＵＰだけでなく、パンジャーブ、ハリヤーナーもそうで

ある。ＵＰは、インドの最貧困地帯であり、女性差別が貧困と関連していることが示唆さ

れる。しかしパンジャーブ、ハリヤーナーは農業の進んだ豊かな州だが、ここもＵＰと同

程度の女性差別がみられるという非常に複雑な状態になっている。識字率を見ても、例え

ばパンジャーブ、ハリヤーナーの女性の識字率は決して高くない。識字率の面での男女格

差が相当ある。 

 しかし貧困比率が最も小さい州はパンジャーブである。都市・農村別にみても、相対的

にいいほうである。他方ケーララ州の貧困比率は高い。農村で44％、都市で44.5％にも達

し、ＵＰとほとんど変わらない。貧困比率が最も大きい州はビハールだが、そのビハール

と比べてもケーララが顕著にいいというわけではない。センは「ケーララ・モデル」を賞

賛してやまないが、貧困比率をみると、事態はそれほど単純ではなさそうである。 
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３．21 世紀に向けてのインド経済発展の展望 

 南アジアはインド中心の地域である。南アジアは、21世紀の最初の四半世紀にはどうな

るだろう。いろいろなファクターを考えなければいけないが、インドの場合には、少なく

ともその潜在的な発展可能性、社会構造による発展の制約、独立後の開発戦略の影響、1991

年以降本格化した自由化の影響の４点を考える必要がある。 

 

（１）大国－人口規模、経済規模、大国型外交スタイル、大国意識、ナショナリズム 

 第１に、インドは「大国」だということである。人口規模が大きい。経済規模は小さい

が、南アジアの中では大きい。大国型の外交スタイルにこだわり、大国意識が強い。これ

が国際社会によるインド評価との間に埋まりそうもない「ずれ」を生んでいる。国際経済

の中でみると、インドの経済規模は小さく、マージナルな位置しか占めていない。しかし

マハトマ・ガンジーの指導によって画期的な独立運動を展開したこと、その後ネルーとい

う傑出した政治家を輩出したことなどによって、インドは一時代を形成した。そのときの

ナショナリズムの残滓が、現在でも残っている。「インドは何でもできる。」とか「我々

は大国なのだ。」という変形した形で、大国ナショナリズム意識として表現される。 

 

（２）近代国家－議会制民主主義、文民統治、世俗国家、法治国家 

 第２に、インドは形式的には近代国家のスタイルを十分に整えているという点である。

議会制民主主義が定着しているし、文民統治（シビリアンコントロール）が徹底している。

また宗教と政治とが分離された「世俗国家」であって、法治国家である。 

 

（３）社会の多様性と大きな経済格差・地域間格差 

 しかし、社会を見ると非常に複雑で、よくインドという一国になっていると思うぐらい

異質のものが同居している。言語も違うし、食料・衣料・生活習慣なども東西南北で随分

違う。宗教も多様だし、カースト制度もあるし、多くの人種を抱えている。国家としてよ

くまとまっているというぐらいの多様性がある。国民の間での経済格差は大きいし、生産

物市場も生産要素市場も分断されている。地域間経済格差も非常に大きい。 

 

（４）非効率な政府・公共部門、及び深刻なインフラ不足 

 経済自由化の関係で言うと、手付かずに残っている分野がある。第１は、非効率な政府
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と膨大な財政赤字問題である。第２は、公共部門の改革・民営化とそれに関連した深刻な

インフラ不足問題（特に電力、灌漑）である。第３は、農業部門の改革である。そして第

４に、労働部門の改革である。企業の清算とそれに伴う労働者の解雇（「エグジットポリ

シー」と呼ばれている。）に手がつけられていない。 

 

（５）経済自由化による止めどない消費革命、機会の拡大、社会環境の劣化 

 しかし、他方で経済自由化の結果、外資流入が顕著に増加し、一部の国民の間で止めど

ない消費革命が起こっている。人々の欲望がそのまま噴出する状態になっている。金が入

ったら、すぐに消費に回す。しかも健全なものに消費するのではなくて、つまらないもの

を購入する。アメリカナイゼーションの影響がある。規律を失った、倫理観が一挙に崩れ

ていく社会になりつつあるのではないかという恐ろしさがある。 

 それと同時に、社会環境がとてつもなく悪化している。自動車公害の蔓延、空気の汚染、

水の汚染、衛生の悪化等々、目に余る劣悪な環境である。道路も悪い。デリーはいいが、

デリー以外の都市へ行くと非常に悪い。 

 ただ、人々の機会が拡大していることは間違いない。「新中産階層」と呼ばれる階層が

拡大している。新中産階層の中核を形成しているのは、民間大規模企業のサラリーマン層

である。彼らは大学出であり、一流企業に勤めて相当な高給をもらっている。しかし、機

会が増えているのは、彼らだけではない。都会では、随分下のクラスにもチャンスが増え

てきている。例えばムンバイに行くと、田舎出の中学校卒業程度の若者でも、レストラン

に勤めたりして、まじめにずっと働いていけば店長にまでなれるというルートができてい

る。彼らは本当に一生懸命働いて、人をだますなどということもない。社会の一部ではそ

ういう職場倫理が生まれてきてきて、相対的に貧しい人間、あるいはそれほど高度の教育

を受けていない人間にも、チャンスが生まれつつある。こうした動きが将来のインドを引

っ張っていく希望の一つである。 

 

４．おわりに－今後の見通し 

 最もありうべきシナリオとして、今後年平均６％の経済成長率、年平均２％の人口増加

率を想定してみよう（すなわち、一人当たりＧＤＰ増加率は年平均４％程度である。）。

現在の一人当たり所得はほぼ400ドルであるので、2010年の一人当たり所得は600ドル強で

あり、1,000ドルを超えるのは2024年である。これに対し４％の低成長を想定すると、2025
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年の一人当たりＧＤＰは650ドル程度である。また８％の高成長を想定すると、2025年の一

人当たりＧＤＰは1,650ドル程度である。どのシナリオをとっても、2025年時点でインドは

依然として低所得国あるいはせいぜい低位中所得国にとどまることになる。 

 しかし、膨大な人口ベース・人口増加率及び穀物成長率を考えると、2025年には食糧不

足が悪化している可能性がある。また、年平均10％程度の工業成長率を予測すると、燃料

不足とインフラ不足が一層悪化する、高い可能性がある。更に、様々な環境問題や社会問

題（産業公害、空気や水の汚染、エイズの蔓延、犯罪の増加）が一層悪化する、極めて高

い可能性がある。加えて高度成長路線をたどった場合には、債務危機が生じる可能性もな

いとは言えない。こういったマイナスの意味で、2025年にインドが「世界の脅威」となる

ことが十分に考えられる。 

 経済の活性化・流動化によって、人種、宗教、カースト、言語による社会構造の硬直性

は急速に縮小していくことが予測される。しかし、他方でこうした「社会的要因」が政治

的に利用され、政治不安や社会的差別が助長される可能性も高まるであろう。 
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（質疑） 

 

［ 下村 ］ 南アジアの農村の貧困人口の比率が、1980年代半ばから改善が見られない

というか、悪化しているという話があったが、1990年以降、おそらく経済成長は加速した

とは思うのだが、1980年代も後半はインドあるいはこの辺の成長率だけはかなり高かった

わけである。そこで、経済成長はするけれども絶対的貧困が減らないのはどういうことか

ということで意見を伺いたい。アマルティヤ・センが言っているような世界は、この地域

の昔からあったわけで、新しい要素ではない。1980年代後半に絶対的貧困がむしろ悪化し

たということを説明するにはああいうアプローチでは難しいのではないか。経済成長も貧

困緩和に貢献していないということがこれで明らかなわけだから、トリックルダウンもう

まくいっていない。 

 そうすると、私は、こういう状況というのはインド、南アジアだけではなくて、かなり

多くの低所得国あるいは後発途上国に見られる現象ではないかと思うが、貿易が自由化さ

れて世界経済システムに組み込まれると絶対的貧困がひどくなるという可能性を示唆して

いるのではないか。これは西欧の人たちが言っているのと逆のことが恐らく起きているの

ではないかという漠然とした感じを持っていて、これからその辺はいろいろデータを見て

みないといけないかと思うのだが、そういうことを何となく示唆するような現象ではない

かと思うが、ほかに何か説明があるだろうか。 

［ 絵所 ］ 事実確認が難しいかもしれない。貧困推計には様々な研究がある。所得分

配・貧困ラインがどう推移したかについての定説はまだない。最近の研究ではどちらかと

いうと貧困者数が減っているという研究のほうが優勢である。しばらく前まではインドで

はトリックルダウンは起こらないという研究が圧倒的だったが、近年では雇用機会が拡大

することによって貧困者数が減少してきたという点を強調する研究が増えてきたような気

がする。 

［ 下村 ］ 識字率とか栄養摂取量とか、そういうデータだと貧困状況は改善している

のだと思う。しかし、貧困線というのは時によってだんだん上がってくる。だから、貧困

線以下の人口が、特に比率だが、すごく減っているとか、目覚ましく改善されているとい

う状況はないのではないか。 

［ 絵所 ］ 目覚ましくは改善していない。ただ、これは統計上の問題が大きいのでは

ないかと思う。1992～93年のときに計画委員会が新しい貧困ラインの推計方法として、物
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価指数を州ごとに推計したが、そのことによって、貧困者数はずっと増えた。ちょっとし

た操作でものすごく変わってしまう。貧困線は貧困計測の目安程度のものと考えた方がい

い。 

 貧困線の大もとは栄養摂取基準だが、それを基準にして商品バスケットを作って、それ

らをルピー換算し、また成人男子を標準にした推計を重ねて作成される。一番難しい問題

は、デフレートのところだと思うが、どの物価指数を使うか。インドに、各州ごとに消費

者物価指数があるかというと、疑問である。10％ぐらいの誤差が出てしまう可能性がある。

下村先生が指摘されたように、顕著に良くなったとは言えないが、顕著に悪くなったとも

言えない。 

 雇用機会が拡大してきたのは事実ではないかと思う。どのあたりの国民までが、その流

れに乗れるかどうかが問題だが、教育のある人は間違いなくみんな乗れている。特にトッ

プレベルの大学院出となると、そこの労働市場は国際市場になっている。ソフトウエア産

業あるいは金融関係等の情報産業が典型だが、アメリカやイギリスなどの英語圏の企業か

ら直接リクルートに来る。大学卒レベルでのかなり優秀な人材だと、インドのトップレベ

ルの国内企業に就職できる。あるいは官僚になる層が出てくる。それから、高卒で相当優

秀で、インディアン・テクノロジー・インスティチュートで２～３年間の研修を受けると、

一流企業の工場労働者になれる。ここまでは一応「中間層」である。その下でも、さっき

言ったように結構雇用機会は増えている。 

 各種の経済活動が活発になってきているから、それなりに雇用機会が増えてきて、それ

が生み出すプラスがあるから消費革命が止まらないのだと思う。経済自由化の結果、所得

格差だけが開いて、多くの国民がマイナスだと思ったならば、どこかで経済自由化は頓挫

するのではないか。まだそんな感じではない。「私も頑張ればテレビを買えるんじゃない

か。」という方向の方が強くなっている。 

 なお、図表３「インド主要州の主要経済指標」だが、各州の貧困比率が載っている。こ

れはインドでどの地域が生活実態を反映しているかを見るうえで、とてもおもしろい数字

だと思う。南アジアのほうが住みやすそうだと私は感じるのだが、ケーララの貧困比率は

都市部が 44.5％だし、タミール・ナドゥは農村部 51.3％、都市部 39.2％である。またそ

れぞれカルナータカも42.3％、45.0％、アンドラ・プラデーシュが31.6％、40.0％である。

要するに南インド各州の貧困比率は、農村をとっても都市をとっても相当高い。インド全

国平均値並みか、あるいはそれよりも高い州がかなりあって、数値でみる限り殊更「住み
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やすい」とは言えそうもない。しかし、明らかにビハールなどと比べると「住みやすさ」

に大きな差がある。実感との間に大きなズレがある。 

 貧困というと、たいていは貧困ラインだけを考えてしまう傾向があるが、この手法はラ

フな目安だと見た方がいいのではないだろうか。むしろ社会指標を見た方が、実態に近い

数値が出ている。実感に近い数字が出てくるので、総合的に見ないと「住みやすさ」はわ

からない。 

［ 斉藤（国）］ インド及びその周辺国は皆、デモクラシーのフレームワークがあり、

文民コントロールの伝統がある。しかし、フレームワークはあるのだが、その結果はいま

ひとつだと私は思う。そのいまひとつという理由は二つあって、その一つは、出てくる人

が、独立のときに貢献した者の家族で、夫人であり娘であり嫁であるというような人が順

番を待って出てくる。 

 もう一つは、第１の点と関連していると思うのだが、政策が現状維持的で、改革志向が

なかなか出てこない。私の質問は、具体的には、去年から今年にかけてインド周辺は、選

挙の年であるが、古い流れから新しい流れに変わる芽があるのだろうか。 

［ 絵所 ］ 改革についてはずっとそうかもしれない。経済改革の面から見てみると、

政権がどう交代しても、やれた分野とやらない分野がある。やらない分野の筆頭は、民営

化と財政改革である。国営企業の改革。いわゆる組織経済部門労働力の７割ぐらいが州政

府管轄企業も入れた広い意味での国営部門に勤めていて、膨大な力を持っている。全然手

がつかない。すぐにストライキをする。 

 それと、民間を入れた意味では、例えばエグジットポリシーというものがない。「エグ

ジットポリシーがない。」というのは、100 人以上の規模の企業の場合だが、企業が赤字

になったときに閉鎖できないことを意味する。 

 それから、農業部門の改革が未着手である。これらの部門と比較すると、貿易・産業政

策の改革はかなり進んだ。それから、金融改革もある程度まで進んだ。外国からの投資規

制は相当緩和された。そういうエリート層の生活にかかわるようなところは自由化してい

る。ところが、農民とか労働者に利害が及ぶような分野での改革はほとんど手がついてい

ない。これは選挙戦を見てみると分かるのだが、この前の選挙もそうだし、その一つ前も

そうだが、自由化そのものは争点にならなかった。インド人民党(ＢＪＰ)も国民会議派も

中道・左派の国民戦線もみんな自由化推進派である。 

 何を議論しているかというと、昔ながらのリザベーション─アウトカースト及び「その
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他後進階層」の人たちの優遇政策─を重視するというポピュリズムや、あるいは補助金を

出すというポークバレルである。そこで使われている政治的言説と国際社会向け言説とし

ての経済自由化との間には、大きなギャップがある。インドは民主主義国家だから、選挙

に勝たないと議員になれない。そうすると、昔ながらのポークバレルは変わらない。農民

票をどうつかむかが選挙によって選抜されるかどうかを決定する。この構図は、現行の政

治システムでは、どの政党をとっても手がでない。そういう意味で、インドの経済自由化

には、大きな限界があると思う。 

 これまでに実施した自由化措置は、既存の制度には手をつけないで─例えば基幹産業の

国営企業化には手をつけないで─、従来国営企業だけが担当していた分野に外資を含んだ

民間企業の参入を許可するか、あるいは従来インドの産業・企業がほとんど育成されてい

ない分野を外資に開放するというスタイルである。したがって、それほど競争が起こらな

い。公企業のみが担当できる分野を民間企業に開放すれば当然競争は起こるのだが、だか

らといって公企業がつぶれるかというと、エグジットポリシーがないために、つぶれない。

となると、自由化した結果、どうなるか。新たな要素（新しい産業・新しい企業）が付け

加わっていくというだけの話で、本当の意味で市場競争は働かない。付け加わった分だけ

活気が出ているのは間違いなく、雇用も増えているのだが、その結果経済効率が高まった

かというと、なんとも言えない。 

 民主主義を支える重要な要素に「民度」があると言われてきた。どれくらい選挙民がマ

チュアしているかとか、政治的判断能力があるかという問題も当然ながら問われている。

インドの識字率は低い。そこで選挙をやるわけだから、それ一つをとってみても、そう簡

単には旧来の政治スタイルはブレイクできない。 
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図表１ 南アジア諸国の経済規模と人口（1995 年） 
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図表２ ＳＡＡＲＣ域内貿易の大きさ（％） 
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図表３ インド主要州の主要指標 
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１． 面 積 51万4,000㎞2 

２． 人 口 6,081万人（97年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 1,250億米ドル（99年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 2,045米ドル（99年） 

５． 経 済 成 長 率 4.1％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 0.3％（99年） 

７． 失 業 率 5.2％（99年） 

８． 通 貨 バーツ 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝37.88バーツ（2000年３月14日現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
566億米ドル（99年） 
470億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 24,905百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
8,426億バーツ（98年） 
18.3％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第２節 タイとその「周縁諸国」 

法政大学比較経済研究所 教授 

下 村  恭 民 

Ⅰ．東アジア金融危機の波及 

 

１．はじめに－中心国としてのタイ、周辺国としてのタイ 

 タイの経済規模は、域内の経済大国である日本のそれの３％程度(1998年)にすぎない

が、隣接するミヤンマー、ラオス、カンボジアの３カ国（以下、周辺３カ国と呼ぶ）と

比較すると、それぞれの20倍から100倍近い巨大さである。 

 タイ経済が日本にとっていかに重要かは改めて強調するまでもないが、貿易や直接投

資の数字が示すように、タイにとっての日本の存在が日本にとってのタイの存在に比し

て圧倒的に大きく、両者の関係に非対称性が見出されることも事実である。これと類似

した非対称の関係がタイとその周辺３カ国との間に見いだされる。タイと周辺の国々と

の間には、日本とタイの間にあるような、中心国と周辺国(center and periphery)に似

た関係があると言えよう。もっとも、このような文脈で中心国と周辺国という用語を使

用するのは、ややミスリーディングかもしれない。ラウル・プレビッシュが意図したの

は、工業国である中心国と一次産品生産国である周辺国の立場の相違を明らかにするこ

とだったが(ＵＮＣＴＡＤ、1968年 P.29-33、絵所1997年 P.21）、ここでは、プレビッ

シュの描いた世界にも暗黙に含まれていたと思われる経済関係の非対称性に着目して、

この概念を採用している。 

 図表１に見るように、1960年当時のタイとミヤンマーの間にあった経済規模の差は、

それほど大きなものではなかった。したがって、中心国と周辺国という構造は、その後

の発展パフォーマンスの差によって生じたものである。ただ、周辺３カ国とも、途上国

の中では相対的に優れた経済成長実績を記録してきた。1990～98年の期間における平均

成長率はミヤンマー6.3％、ラオス6.7％、カンボジア5.5％と（中国、インドを除く）

低所得途上国平均の3.6％を大きく上回っている(世銀統計)。 

 図表２の貿易統計は、タイと周辺諸国の間の国境貿易を十分にカバーしているとは思

えないので、周辺諸国にとってのタイの比重は、公式統計上では過小評価されている可

能性が高い。なお、ミヤンマーについては、次のような点を特記しておきたい。西欧の

マスメディアは、日本の対ミヤンマーＯＤＡを厳しく批判しているが(例えば、
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Financial Times1999.12.15,International Herald Tribune2000.1.31,2000.2.17. な

ど)、1991/92年以降に認可されたミヤンマーへの直接投資の国別構成を見ると、上位７

カ国に西欧の４カ国（２位英国、５位フランス、６位米国、７位オランダ、ＩＭＦ統

計）が入っており、日本は８位にすぎない。 

東アジアの金融危機によって、タイ周辺の小さな経済は深刻な打撃を受けた。これが

本稿のテーマである。その前に、タイと周辺諸国の共同プロジェクトとしてのメコン河

流域総合開発構想について若干ふれておきたい。 

 

２．メコン河流域総合開発構想 

 タイとその周辺諸国は、ベトナム、中国（雲南省）とともに、メコン河流域の豊富な

資源（水資源、エネルギ―資源、森林資源、鉱物資源、農業資源、そして人的資源）を

共有しつつ、いわゆる「大メコン圏(Greater Mekong Subregion)」を構成している。 

 約2.3百万平方キロの面積と2.4億人の人口を持ち、巨大な開発潜在力を有する大メコ

ン圏の総合開発構想は、1957年にＥＣＡＦＥ（国連アジア極東経済委員会）の支援に

よって「メコン委員会（メコン河下流域調査調整委員会）」が設立されて以来、長い期

間にわたって進められてきた。その間、インドシナ半島を舞台とした戦乱のために休眠

を余儀なくされた時期が長かったが、1991年にパリで「カンボジア和平包括協定」が署

名されたことにより復活した。1990年代に入るとアジア開発銀行(ＡＤＢ)が積極的にイ

ニシアティブを取るようになり、日本も1995年２月に「インドシナ総合開発フォーラ

ム」を開催するなどして積極的に取り組んだ。同年、タイ、ラオス、カンボジア、ベト

ナムの４カ国によって、「メコン河流域の持続可能な開発のための協力に関する協定」

が調印され（中国、ミヤンマーはオブザーバー参加）、新たに「メコン河委員会」が発

足した。 

 当初、「バーツ経済圏」や「黄金の四角地帯」などのかけ声の下に、この構想を推進

するエンジン役であったタイが、1997年以降の金融危機の影響もあって、熱意を失って

しまったかのように見えるが、総合開発構想は徐々に進捗しつつある。特に、域内を結

ぶ交通インフラ建設が着実に進められており、国境をまたがる複数国プロジェクトの多

いことが注目される。東アジア金融危機の後遺症からの回復が進めば、進捗が加速する

ものと思われる。 

 これまでに完成済みのものを含めた主要なプロジェクトを挙げれば、以下のとおりで
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ある。 

  ・友好橋（東北タイのノンカイとラオスのビエンチャンを結ぶ） 

  ・ホー・チ・ミン（ベトナム）＝プノンペン（カンボジア）道路 

・東西回廊プロジェクト：特に第二メコン国際橋（南部ラオスのサバナケットと

タイのムクダハンを結ぶ）、ダナン港（ベトナム）改修など 

  ・チェンライ（北タイ）＝昆明（雲南省）道路改修 

 大メコン圏開発構想は、タイと周辺諸国がメリットを共有するという点で重要なテー

マであるが、本稿では、紙数の制約から、1997年からのタイの金融危機の周辺諸国への

波及に焦点を当てることとしたい。 

 

３．タイの金融危機の周辺諸国への波及 

（１）タイの危機 

1997年７月のバーツ急落を契機とするタイの危機は、当初の通貨危機（為替急落）か

ら金融危機（金融部門の破綻と不良債権の急増）、さらにはマクロ経済危機（マイナス

成長と生産水準の低下）へと進展し、特に貧困層、社会的弱者の生活に深刻なダメージ

を与える「人間の危機(human crisis)」を生んだ。なお、危機の社会的側面については、

World Bank/ＵＮＩＣＥＦ/Chulalongkorn University/Mahidol University(2000)によ

る詳細なレビューがある。最近、東アジアのマクロ経済指標は急速に改善しているが、

経済が回復しても、一家離散、自殺、初等教育からのドロップアウト、麻薬犯罪の増加

などの社会的な後遺症の克服には、数世代にわたる長い歳月を必要とするであろう。今

回の危機をマクロ経済にのみ限定して考察し、「ラテン・アメリカは、債務危機によっ

て10年を失ったが、アジアの危機では１年ちょっとが失われただけだ。」(Financial 

Times, February 23,2000)と考えると、21世紀型の危機の本質を見失う結果となる。 

 

（２）周辺３カ国への波及：共通点と相違点 

 タイ（及び他の東アジア諸国）の金融危機が、世界的に波及する中でこれら３カ国に

も負の影響を与えたことは確かであるが、波及に関するデ―タはまだ十分でなく、その

実態について解明されていない点が多い。断片的な情報を総合すると、３カ国に共通す

る要素もあるものの、国ごとに状況がかなり異なることが分かる。以下、主要な側面に

ついて検討したい。 
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①通貨下落とインフレ 

 ミヤンマーとラオスに生じた共通の深刻な問題は、通貨価値の大幅な下落とそれに伴

うインフレの高進である。 

 ミヤンマーの通貨チャット(kyat)の実勢対ドル・レートは、危機以前の100～150

チャットの水準から1997年12月には370チャットに急落した。1998年４月には266チャッ

トまで戻したものの、その後再び下落して1999年10月には356チャットとなった(ＥＩＵ 

Country Report 4th Quarter 1999)。1997/98年度（ミヤンマ―の財政年度は4月/3月）

のインフレ率は33.9％であったが、輸入物価の上昇に加えて天候不順によるコメの不作

もあったため、1998年第2四半期には年率60％近くまで上昇した。ただ、1999年に入っ

てから緩和傾向となり、1998/1999年度の平均では49.1％となっている(図表５)。 

ラオスでは、後述「ラオスへの危機の波及」にもあるように、米ドルと並んで実質的

なハード・カレンシーとしてラオス国内に流通している、バーツの急落に連動する形で

通貨キープ(kip)の価値が低下し（図表８）、最終的に下落幅は80％に達した。インフ

レも深刻化して三桁台となり、1999年３月のピーク時には年率167％となった。 

この両国に比較すると、カンボジアでの通貨リエル(riel)の下落は相対的に軽微で、

1997年末までの下落幅は27％にとどまった(ＩＭＦ1998b P.14)。1999年に入ってからは、

物価上昇率も年率で一桁台となっている(ＥＩＵ Country Report 3rd Quarter 1999)。

カンボジアではドル化が進んでいて、取引の８割前後がドルで決済されているため、通

貨面での影響が軽微だったと考えられている(Okonjo-Iweala et al. 1999 P.49)。 

 

②生産の停滞 

 1998年のラオスの経済成長率は、危機以前に比べて低下したものの４％水準を維持し

ているが（図表７）、これは、もっぱら電力・ガス・水道部門の63％に上る高成長によ

るものである。タイへの輸出用水力発電プロジェクトの完成という特殊事情によるもの

なので、その後の経済成長率が低下に向かうことは避けられないものと思われる。 

 カンボジアでは、1997、1998年の２年間はほぼゼロ成長となった(図表６)。直接投資

流入の45％の急減(1997年)という経済的要素だけではなく、1997年７月に生じたフンセ

ン、ラナリットの二大勢力の間の軍事的緊張に伴う政治的混乱の影響も大きい。 

ミヤンマーの経済成長率は、1997/98年度の5.7％、1998/99年度の5.0％と好調に推移

したが(図表５)、その後の各種情報を総合すると、直接投資流入の減少などが影響して、
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かなり低下しつつあるものとみられる。 

以上を総合すると、これら３カ国の経済成長に対する金融危機の影響は無視できない

ものの、極めて深刻な状態は回避できたと言えよう。 

 

③国際収支と外貨繰り 

 中心国の経済停滞によって周辺国からの輸出が低迷することが予想されたが、これま

でのところ、ラオスとカンボジアでは国際収支は悪化していない。カンボジアの場合に

は、欧米市場へのクウォータに支えられた繊維製品輸出の好調によるところが大きく、

ラオスの場合には、新たな水力発電所の完成によるタイへの電力輸出の３倍増(1998年)

が大きく貢献している。 

ミヤンマーでは、外貨準備の不足が懸念される状況になっているとの情報が増加して

いる(Tin Maung Maung Than1999 P.224  International Herald Tribune1999.11.15.)。

このような状況の背後に、直接投資流入の減少、観光客の減少、労働者海外送金の減少

など、東アジア金融危機の影響が作用していると説明されている。確かに、1999年３月

末の外貨準備高(2.96億ドル)は前年度輸出額の1.9カ月を賄い得るにすぎない（ＩＭＦ

統計）。ただ、ミヤンマーの外貨準備の顕著な減少は、1996/1997年度に生じており

（前年度の3.81億ドル、2.5カ月から1.88億ドル、1.7カ月に減少、ＩＭＦ統計）、単純

に現状を東アジア金融危機に結びつけることが妥当とは言えない。 

 

④社会的側面 

 この地域における経済の低迷とインフレ（特に食料価格の高騰）が、貧困層、社会的

弱者を中心として国民生活にダメージを与えたことは確実である。タイの場合と同じよ

うに、これらの国々についても、生活の窮迫による売春の増加と、それによるエイズの

蔓延などの社会的悪影響が大きな問題となっている(Okonjo-Iweala et al.1999 P.50)。 

 ところで、このような現状をもたらしたタイの金融危機波及のプロセスを考えると、

ミヤンマーとラオスの二つの事例に基本的な相違点のあることに気づく。以下では、こ

の点を検討したい。 

 

 

（３）ミヤンマーとラオスの相違の意味するもの 
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 ミヤンマーの事例は、基本的に従来型プロセスによる中心国からの危機の波及を示し

ていると考えられる。タイ及び東南アジア諸国の景気後退に伴って生じた輸出の伸び悩

み、直接投資流入の減少、観光収入の減少、労働者海外送金の減少などが経済不振の主

因として言及されているからである。ミヤンマーは金融や通貨の面で国際システムに統

合されていないので、1997年に東アジアの新興市場に発生したような直接的な波及から

は遮断されている。ただ、東アジアの経済停滞の結果として、ミヤンマー経済の先行き

に悲観的な観測が強まった結果、ヤミ市場でチャットが売られインフレにつながったも

のと考えられる。 

それに対して、ラオスの事例は、21世紀型経済危機の時代に特有の新しいタイプの波

及パターンを示すものと言えるだろう。開かれた小国であるラオスでは、バーツの急落

に連動する形で通貨の急落が発生し、インフレ高進とマクロ経済不均衡の激化の引き金

となった。ところが、世界銀行やＩＭＦによる分析(ＩＭＦ1998,ＩＭＦ1999,Okonjo-

Iwaela et al.1999)は、ラオスの危機が、「不適切なマクロ経済運営」と「輸出と直接

投資流入の減少」によって生じたという従来型の経済危機の説明を踏襲している。確か

に、1997年７月から時間が経過するにつれて、これらの要素の影響が優越するように

なったが、ラオスの経済的困難を説明するには、これらの要因だけでなく、「（中心国

タイでの為替急落という）偶発的な外生ショックによる為替の急変」という新しい側面

も考慮することが不可欠である。残念ながら、国際機関の各種報告書はこの側面につい

て全くと言ってよいほど注意喚起をしていない。 

 

４．おわりに 

 国際社会は、多くの専門家が指摘するように、東アジア金融危機の新しい特質を正し

く把握できず、その結果、東アジアの実情にそぐわない不適切な内容の緊急支援パッ

ケージを提示することによって、事態を著しく深刻化させた。同時に、タイの周辺国に

おける危機の分析においても、従来型の波及パターンという固定観念から脱却できず、

適切な対応をとれなかった。21世紀型の危機は今後も頻発せざるをえないが、その際、

小さく無力な周辺国に深刻なダメージを与えないようにするためには、タイの周辺諸国

の経験から引き出される貴重な教訓を、国際社会が十分に学習した上で支援策を設計す

ることが求められる。 
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Ⅱ．ラオスへの危機の波及：もう一つの21世紀型経済危機 

 

１．はじめに－本稿の目的 

 小国ラオスは、現在、深刻な経済危機に見舞われている。この危機に関する国際社会

の見方は、ＩＭＦや世界銀行の見解(ＩＭＦ1998,1999,Okonjo-Iweala et al.1999)に代

表されるように、「ラオス政府の放漫で不適切な財政金融政策」が「東アジア金融危機

の影響」によって破綻したとし、前者を危機の主因とするものである。このような分析

は、ある時期以降のラオス経済については妥当するが、ラオスの経済危機の発生につい

ては説明できない。従来型の経済危機の感覚にとらわれていて、21世紀型の危機の一環

であるラオスの状況が示す新しい特徴を把握しきれていないとも言える。 

 国際社会は、1997年の７月に始まった危機の持つ新しい性格を正しく理解できず、そ

の結果、適切さを欠いた緊急支援パッケージを東アジア諸国に提示し、事態の深刻化を

招いたが、従来型の危機の概念では十分に説明しきれないラオスの状況への対応にも大

きな問題を残した。本稿の目的は、これらの点に留意しながらラオスの経済危機の全体

像を再検討することにある。 

 

２．何が起きたのか？ 

図表７に見るように、ラオス経済は双子の赤字、高率のインフレなど深刻な不均衡に

陥っている。最も大きな問題は物価の高騰で、1998年及び1999年のインフレ率は三桁の

水準に達した。ただし、1999年３月の年率167％をピークに改善に向かっており、同年

12月には年率87％まで下がっている。インフレと密接に関連しているのは通貨(kip)の

急落で、1999年５月には、危機以前の水準に対して20％程度にまで落ち込んだ。 

 もともと対ＧＤＰ比10％前後の持続不能な水準で推移していた財政赤字は、1998年に

は対ＧＤＰ比16％近くまで悪化した。国際均衡面では、経常収支赤字が、1997年に対Ｇ

ＤＰ比10％を超えたが、1998年にはドル建て輸出の増加と輸入の減少によって5％弱ま

で改善している。その一方、経済成長率は低下したものの、依然としてプラス水準で推

移している。 

 世銀が指摘しているように(Okonjo-Iweala1999 P.50)、今回の危機で、特にインフレ

の悪化は、ＬＬＤＣであるラオスの人々の生活水準に深刻なダメージを与えた。とりわ

け、貧困層の食糧、栄養、初等教育などベーシック・ヒューマン・ニーズに打撃を及ぼ
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し、いわゆる「人間の危機(human crisis）」を生んだものと考えられる。 

 

３．なぜ危機が生じたのか？ 

（１）基本的な事実関係 

 なぜ東アジア危機の波及がラオス経済に深刻な打撃をもたらしたかを分析する上で、

以下のような基本的な事実関係を考慮しておく必要がある。 

第１に、ラオスはタイ周辺の小国で、世銀統計によると1998年のＧＮＰ(16億ドル)は

タイの経済規模のわずか1.2％にすぎない。外国からの直接投資の７割以上がタイ企業

によるものであり、タイとの国際貿易は全体の42％の比重を占めている（ＩＭＦ統計）。

タイ・バーツは、米ドルと共に事実上のハード・カレンシーとして国内流通しており、

1997年の商業銀行の預金の通貨構成を見ると、タイ・バーツが86％の比重を占めていた

（米ドル６％、キープ８％、ラオス中央銀行資料）。 

 第２に、東アジア危機が進行していた頃、1996年の食糧生産が不振だった影響もあっ

て、ラオス政府は５カ年計画の中で2000年までに食糧自給を達成することを最優先課題

として掲げ、意欲的な灌漑整備計画に着手していた。援助に頼らず基本的に自己資金で

計画を進めた結果、1998年末までにＧＤＰ(1998年水準）の５％に相当する金額が中央

銀行によってファイナンスされた(ＩＭＦ1999 P.5)。この灌漑整備計画が重い財政負担

になった。 

 第３に、為替レートは政府の裁量色の強い管理フロートによって決められる仕組みに

なっているが(ＩＭＦ1999 P.23-24)、筆者が現地で聴取した範囲では、ラオス政府の当

局者たちの間で、パラレル・レートの動きに追随する受け身の姿勢が濃厚であった。パ

ラレル・レートの決定されるメカニズムは、「市場（“しじょう”ではなく“いち

ば”）での small merchant の動きによって大きく左右される。」と言われているも

のの、日本の民間企業の関係者も含めて、その実態を正確に把握した発言は得られな

かった。 

 

（２）世界銀行・ＩＭＦの見解 

 世界銀行・ＩＭＦの見解(ＩＭＦ1998,1999,Okonjo-Iwaela1999)は基本的に一致して

おり、内容は極めて明快である。「東アジア金融危機の影響下で、ラオス政府が（大型

灌漑計画の実施を中心とする）放漫財政を維持して財政規律の欠如を放置したため、市
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場の信認を失って通貨の急落とインフレの高進を招き、もともと弱体な金融部門に深刻

な問題を発生させた。」とするもので、緊縮型の財政金融政策への転換と構造改革の推

進の重要性・緊急性を強く指摘している。 

 不適切なマクロ経済運営が事態を悪化させ経済回復を妨げた面は重要であるが、世界

銀行・ＩＭＦのエコノミストたちは、なぜか一つの重要な点に触れていない。それは、

「マクロ経済運営が適切であったらラオスは東アジア危機からのダメージを免れえたの

だろうか。」ということである。 

キープの対ドル・レートの動きを見ると（図表８）、商業銀行レート及びパラレル・

マーケット・レートとも1997年７月のバーツ急落に追随したことが分かるが、問題はそ

れによるダメージの度合いである。その後の12カ月の間にキップの価値は70％下落した

が(ＩＭＦ1998 P.71)、バーツが50％の下落を経験したことを考慮すれば、これは避け

られない事態であったと考えるべきであろう。ラオスに比べてはるかに強い経済体力を

持ち、しかもＩＭＦの緊急支援パッケージ(1997年８月)に沿って「健全な」マクロ経済

運営を行ったタイが、50％の為替レート下落によってあれだけのダメージを被ったこと

から判断すると、はるかに条件の不利なラオスが、「健全な」マクロ経済運営を武器に

為替レートへの外生ショックの被害を軽微に止どめ得たと考えるのは現実的でない。 

 ラオスの経済危機の顕著な特徴は、「不健全なマクロ経済運営による構造的不均衡」

という従来型のパターンに加えて、「東アジア金融危機という外生ショックによる為替

レートの急変がもたらした急性不均衡」が重要な役割を果たした点にある。資本収支面

での変化がもっぱら危機の発生に主導的な役割を持つのは、東アジアを襲った21世紀型

経済危機、より正確には、吉冨・大野のいう「資本収支危機(capital-account 

crisis)」（吉冨・大野1999)の中心的な特徴であるが、周辺国ラオスの危機にも類似の

特徴が見いだされることは興味深い（言うまでもなく、東アジアの新興市場とＬＬＤＣ

であるラオスの間には根本的な条件の差があり、したがって危機の性格や構造も異なっ

ているが。）。 

 

４．おわりに－新しい型の危機に対する国際社会の対応の問題点 

 タイ、インドネシア、韓国などと異なり、ラオスには国際機関主導の緊急支援も新宮

澤構想も適用されてこなかった。ラオス政府のマクロ経済運営の問題点が支障になった

と考えられる。 
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 しかしながら、ラオスの経済危機には、前述のように、マクロ経済運営の如何を超越

した「外生的な要因による偶発的な変動」の性格が大きな比重を占めている。これは、

かつての原油価格の急上昇や一次産品国際価格の低迷による非産油国への影響と類似し

ている。かつて偶発的な変動のショックを緩和する目的でＩＭＦの資金支援が行われた

ことを考えれば、同様な趣旨の資金支援が検討されてもよかったのではないか。 

 恐らく、ラオスの事例の最も重要な意義は、争って貧困重視を強調しているドナー社

会が、典型的なＬＬＤＣであるラオスの貧困層の「人間の危機」を放置したまま、マク

ロ経済運営の是非を論じる実態をあらわにしたことであろう。 
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図表１　経済規模の比較：日本、タイとその周縁諸国

（億ドル、％、年）

1960 1979 1998

43.1（100) 974.0  (100) 4089.9 (100)

2.6(5.9)(100) 27.6(2.8) (100) 134.4(3.3)(100)

1.3(3.0) (50) 5.0(0.5)(17.9) [5.9](注)

     -    -      -    - 1.6(0.04)(1.2)

     -    -      -    - 3.0(0.07)(2.2)

(注)IMF(1997年)所収のチャット建てGDP(1995/96年)を、パラレル・レ―トを使用してドル建てに

    変換したもの。

〔出所〕World Bank,　World Development Report,1981,1999

   　  IMF,　Myanmar-Recent Economic Developments,　IMF Staff Country Report No.97/31

図表２　貿易に占める比重：日本とタイ、タイとその周縁諸国

(％、年)

輸出 輸入

3.5 2.8

15(2位) 26(1位)

3 (－) 1 (－)

10(4位) 10(4位)

22(2位) 52(1位)

38(1位) －

〔出所〕IMF Staff Country Report various issues  Okonjo-Iweala et al.1999

図表３　直接投資に占める比重：日本、タイ及び周縁諸国

(％)

18.8 （3位）

71.6 （1位）

3.8 （9位）

24.9 （1位）

〔出所〕IMF Staff Country Report various issues

ラオスにとってのタイ(1994-99)

カンボジアにとってのタイ(1994.8.-1998.12.)

タイにとっての日本(1993-1997)

ミヤンマーにとってのタイ(1994/95)

ラオスにとってのタイ(1997)

カンボジアにとってのタイ(1995-96平均)

ミヤンマ―にとってのタイ(1996/97まで累計)　

日本にとってのタイ(1998)

タイにとっての日本(1997)

タイにとってのインドシナ・ミヤンマー(1997)　

ラオス

カンボジア

日本　

タイ

ミヤンマー
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図表４ タイと周辺国 
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図表５　ミヤンマ―のマクロ経済指標

(年)

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

実質経済成長率(％) 6.9 6.4 5.7 5.0

消費者物価上昇率(％） 21.8 20.0 33.9 49.1

経常収支赤字*（百万ドル） 415 500 710 603

為替レ―ト**（チャット/ドル） 125 165 243 345

〔出所〕IMF Staff Country Report No.99/134

*贈与流入を除く

** parallel market rate

図表６　カンボジアのマクロ経済指標

(年)

1995 1996 1997 1998

実質経済成長率(％) 7.6 7.0 1.0 0.0

消費者物価上昇率(％) － 10.1 9.2 13.3

経常収支赤字*（百万ドル） 494 480 263 262

為替レ―ト**（リエル/ドル） 2560 2728 3519 3791

〔出所〕IMF Staff Country Report No.99/33

*贈与流入を除く

** parallel market rate

図表７　ラオスのマクロ経済指標

(年、％)

1994 1995 1996 1997 1998

8.1 7.0 6.8 6.9 4.0

6.8 19.4 7.3 26.4 142

無償援助除く -11.5 -9.7 -9.1 -10.0 -15.8

無償援助含む -5.2 -4.2 -5.6 -6.5 -10.0

公的移転含む -6.3 -6.9 -12.2 -10.6 -4.7

公的移転除く -14.4 -13.0 -16.6 -16.3 -10.6

為替レ―ト*（チャット/ドル） - 940 975 2205 4750

〔出所〕IMF Staff Country Report No.3 2000

* parallel market rate

経常収支(対GDP比)

実質GDP(前年比)

消費者物価上昇率(前年比)

財政収支(対GDP比)
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図表８ 商業銀行レートとパラレル・マーケットレート 

（対ドルでのキープの推移） 
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 190.5万㎞2 

２． 人 口 ２億400万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 1,360億米ドル（98年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 680米ドル（99年） 

５． 経済成長率（実質） 0.1％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 2.0％（99年） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 ルピア 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝7,500ルピア（2000年２月７日現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
485億米ドル（99年） 
239億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 19,376百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
169兆ルピア（98年） 
13.4％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 



 －209－

第３節 インドネシアとその「周縁諸国」 

広島大学大学院国際協力研究科 教授 

小 松  正 昭 

１．はじめに 

インドネシア経済は、華僑の民間経済部門における支配、及びシンガポールという国際

市場との隣接の二点において、極めてユニークな特徴を持っている。華僑はインドネシア

国内の商業、貿易、金融、製造業のかなりの部分など、民間経済の大半を握っていると言

っても過言ではない。華僑はインドネシアの内と外で、二つの異なった名前（インドネシ

ア名と中国名）を持ち、その両方でビジネスを行い、資金を運用している。 

シンガポールは、東南アジアにおいて財及び資本の流れの中心である。シンガポール金

融市場は極めて効率性が高く、国内に発達した金融市場を持たないインドネシアなどの東

南アジア諸国にとって、金融センターとしての役割を果たしてきたと言える。インドネシ

ア経済発展にとって、華僑は民間経済の担い手として、またシンガポール金融市場は資本

の供給者及び運用市場として、極めて重要な役割を果たしてきたことは間違いない。 

 しかし一方では、激しい資本移動が、経済政策の上で幾つかの問題をもたらしたことも

事実である。特に1990年代には、海外からの資本流入が巨大な額に達し、経済運営をより

難しいものにした。今回のアジア金融危機の主要な原因は、海外資本流入と国内の金融部

門の脆弱性であったといわれている。本稿では、1990年代の内外資本移動の特徴を分析し

た上で、内外資本移動が経済政策にどのような問題を与えたのかを検討している。 

 

２．国際金融市場への統合と資本流入 

 

（１）国際金融市場への総合に関わる問題 

インドネシアの経済政策の特徴は、開放型経済政策、経済自由化政策にある。その典型

的な例は、1971年に導入された資本移動の自由化である。これ以降インドネシアでは、内

外の資本移動は基本的に自由である。この資本移動の自由化は、インドネシアの対華僑政

策であった。インドネシア政府は、この時期政府の政策に不安を抱いていた華僑に対し、

海外との間の自由な資本の移動を保障することによって、インドネシアへの再投資、そし

て経済の再生を図ったのである。一方でこの資本移動の自由化が実施されて以降、華僑は

これまで危機の度に巨額の資金を逃避させてきたと言われている。経済ファンダメンタル
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ズが悪化し、為替の切下げが予想されると大量の資本逃避が不可避となるのである。 

 しかし、全体的な評価としては、自由な資本移動とそれに代表される経済自由化政策が、

インドネシア経済にもたらしたプラスの効果は、極めて大きかったと考えられる。自由な

資本移動の下で流入してきた外国資本（華僑資本の再流入を含む。）が、インドネシア金融

市場の未発達と資本不足を補ってきたことは間違いない。また、経済自由化政策の推進は、

インドネシアの経済政策に対する海外投資家の信頼を高める上で、大きな役割を果たして

きたと考えられる。1980 年代から 1990 年代にかけての、経済テクノクラートグループに

よる経済自由化政策の推進は、海外投資家のインドネシア経済に対する信認の上昇となり、

さらに後に述べるように国際金融市場への統合が進み、巨額の民間資本流入へとつながっ

ていったのである。 

一方では、インドネシアが国際金融市場に総合されるにつれ、マクロ経済管理上の問題

があらわになってきた。経済学のテキストでは、金利差が生じ金利裁定メカニズムによっ

て資金流入が生ずると、それは国内金利を低下させ、流入は止まると考えられてきた。で

はこのようなメカニズムは働いたのであろうか。 

1990年代のインドネシアの状況を見ると金利裁定メカニズムは働いておらず、巨額の資

本流入が長期にわたって継続している。その原因としては、二つの事が考えられる。その

第１が内外金利差とその調整の問題である。第２は、国際金融市場のいわゆる伝播と追随

に関する問題である。 

 第１に内外金利格差の問題を検討しよう（注１）。内外資金フローは、基本的には先物リ

スク調整済みの内外金利差に依存する。式で表せば（国内金利＝国際金利＋期待為替切り

下げ率＋リスクプレミアム）である。東南アジア各国の良好な経済パフォーマンスと、そ

れを支える経済運営能力に対する信頼の増大を反映し、1990年代始めには、インドネシア

を含む東南アジア諸国に対するリスクプレミアムは、急速に低下していった。同時に為替

切下げに対する予想は、過去の趨勢から年率でせいぜい３％から５％と考えられた。この

ような状況が定着すると、上式の右辺の期待切り下げ率とリスクプレミアムが大幅に低下

したところで、右辺全体（国際金利＋期待為替切り下げ率＋リスクプレミアム）の水準が

決まる。このような低水準の右辺に対し、左辺の国内金利は、国内金融市場の不完全性も

あって、高水準に止まったままであった。このため左辺の国内金利は、常に右辺より大幅

に高水準に止まっていたのである。これが1990年代に海外資金が流入し続けた最大の理由

である。 
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 次に、国際金融市場における追随の問題を検討してみよう。1990年代初めには、東南ア

ジア諸国は国際金融市場へ急速に統合されていった。その初期の過程では、海外市場の貸

し手は、借り手に関する十分な情報を持っていない。また十分な情報を集め審査するため

には、新規に専門家を雇用せねばならず、そのコストは大きい。しかし、東南アジアブー

ムは進み、投資家たちはこの投資機会をみすみす見逃すことはできない。そこで先行する

貸し手に追随する現象が生じ、この追随現象は更に新たな追随現象を生み、巨額の資本流

入につながったのである。 

 

（２）海外資金流入と金融仲介の問題 

 前項では1990年代に入って、海外からインドネシアへの資金流入が急増してきた要因を

説明した。このような海外資金の流入は、インドネシアの経済成長力や通貨に対する信認

の増大を反映している。しかし、他方でこのような資金の流入は、同国の金融仲介に影響

を与えている。今回の危機の特徴である脆弱な銀行部門、大量の銀行部門の不良資産を招

くことになった原因の一つがここにあると考えられる。以下に海外借入の増加が、国内の

金融市場にどのような影響を与えているかを検討してみよう。 

 金融仲介の典型的な２つケースを考えてみよう（図表１）（注２）。金利は1992/93年度

末の値を使用している（どの時点を取るかによって内外の金利の関係は変化するが、1990

年代前半についてみれば、以下の議論の大筋はどの時点についてもあてはまる）。ケース１

はごく一般的なケースで、インドネシアの商業銀行は預金者から集めた資金を元にして、

借り手に資金を貸付ける。銀行部門の代表的な預金金利である３か月物定期預金金利と、

運転資金向けのプライム貸付金利を例に取って、金融仲介の構造を見てみよう。1992/93

年度末の時点では、銀行の限界的資金コストである定期預金金利は、年利15.7％、貸付金

利は21.7％、したがって預貸金利差は6.0％ある。 

 ケース２では、シンガポールなどの海外金融市場で資金借入の可能な優良企業のケース

を示している。これらの企業の海外借入コストについては、ＳＩＢＯＲ（Singapore 

Interbank Offered Rate）は 1992/93 年末時点で 3.3％に借入マージン、最大で２％から

2.5％を加えたもの、すなわち5.3％から5.8％である。借り手が為替リスクをヘッジする

とすれば、さらにスワッププレミアムを加えたものが海外からの借入コストの合計である。

スワッププレミアムはほぼ内外の金利差に等しいと考えると、 同時点のスワッププレミア

ムは12.4％となり、海外借入コストの合計は17.7％ から18.2％となる（実際に相対市場
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でオファーされていたスワッププレミアムはこの理論値より低かったので、現実の海外か

らの借り入れコストはこれより低い。）。ここから明らかなように、海外市場にアクセスの

ある借り手は、国内のプライム借入金利の21.7％よりはるかに低いコストで資金が調達で

きる。1990年代前半までについて見れば、海外からの借入コストは、先物為替予約によっ

てヘッジした場合でも、常に国内借入コストよりも低い。また1986年以降1997年の危機

に至るまで、現実のルピア切り下げ率は、せいぜい３から５％に止まっていた。このよう

に為替の切下げリスクが小さいと考えられる状況では、借り手は先物為替リスクをヘッジ

しないケースも多く見られ、この場合には当然のことながら、海外からの借入コストは、

国内の資金調達に比べ大幅に低コストとなる。 

 以上で見たように金融自由化が進み、国内金利が急速に上昇していくと、優良な借り手

は国内の銀行市場から撤退し、海外市場から借入を行うというメカニズムが働く。この結

果、海外市場にアクセスのある優良な借り手が撤退し、より質の劣る借り手が国内銀行市

場に残り、国内銀行部門の貸倒れリスクが上昇する。このため国内銀行は、より高い預貸

マージンを必要とし、貸出金利はさらに上昇する。この結果、優良な借り手はさらに国内

市場から撤退するという悪循環が生ずる可能性がある。このようなメカニズムが国内の銀

行部門の金融仲介コストを高水準にしている原因である。加えて国内の銀行部門には、よ

りリスクの高い借り手が残されることから、不良資産の割合が上昇していくことになる。

このような国内銀行部門による「逆選択の問題」が、その後のインドネシア銀行部門の不

良資産問題、そして脆弱な金融構造を招く一因となったのである（注３）。 

 

３．資本流入と経済政策の問題点 

 

（１）為替政策と金融政策の関係 

 「２．国際金融市場への統合と資本流入」で説明したように、1990年代には巨額の資金

が流入し続け、経済を過熱させた。このような状況に対し、インドネシア政府はどのよう

なマクロ経済管理政策をとったのだろうか。またそれらの政策は有効だったのだろうか。 

 まず為替市場での対応策を検討してみよう。インドネシアを始めとして多くのアジアの

途上国は、管理フロート制度を採っている。外国為替市場での巨額の資金流入に対して、

為替レートを一定の水準に維持するためには、インドネシア政府はドル買いの市場介入を

する必要に迫られた。巨額の外国資金流入によるドルの供給増加は、放っておけばドルの
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切下げ、したがって自国通貨の切上げ圧力として働くからである。この点は、インドネシ

ア中央銀行が管理フロートの介入バンドを拡大する度に、市場での為替レートが介入バン

ドの上限にほぼ貼り付いていたという事実からも確認できる。この時期為替レートは常に

切上げの圧力に直面していたのであって、切下げ圧力に直面していたのではない。為替市

場はルピア切上げを示していたのである。このことから、一般的に言われているように、

管理フロート制度によるルピア為替レートの維持が、「ルピアの過大評価」をもたらしたと

いう批判は当たっていない。 

 一方で多くの途上国は、為替レートの決定に関する政策目標を、輸出国際競争力の維持、

輸出振興、経常収支の改善に置いている。外国資金の流入を放置すれば、自国為替レート

は切り上がり、輸出競争力は低下する。国際収支上の資本勘定から決定される為替レート

と、貿易取引や経常収支を均衡させる為替レートの間に乖離が生じてしまうのである。こ

のような状況の下で、管理為替レート制度を採っている多くの途上国は、巨額の資金流入

に対する為替市場の安定化政策として為替市場に介入し、ドル買いを実施してきた。この

結果、外貨準備が増大するとともに国内通貨供給量が増大することになるわけである。す

なわち為替レートを維持する限りは、通貨供給量をコントロールすることはできないので

ある。したがってここでは、金融政策は有効な政策手段ではないのである。 

 

（２）財政政策と対外借入政策 

 次に財政政策と対外借入政策の役割の重要性を検討しておこう。Mundell-Fleming モデ

ルに従えば、インドネシアのような内外資本移動規制のない国では、上に見たとおり金融

政策は有効性が低いのに対し、財政政策はその有効性が高いことが知られている（注４）。

しかし途上国では、インフラ等に対する需要は大きい。そのような状況の中で公共投資を

削減し、財政黒字を創出するような財政引き締め政策を実行することは容易ではない。発

展段階の初期にある途上国で、大幅な財政黒字を作ることは難しいのである。 

 もう一つの注意点は、上に述べたようにインドネシアでは財政均衡主義を採っているの

で、財政は常に健全に維持されており、経済の動きに中立的であると考えられてきたこと

である。しかし、実際には財政に計上されていない幾つかの準財政項目がある。またこれ

まで財政によって賄われてきたインフラの幾つかは、民営化政策によって民間事業となっ

ているが、それらの案件の成立（特にファイナンス面）には、政府による何らかの保証や

支援を必要としている。したがってこれらの支出は、広い意味での財政支出であると考え
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られる。これらのオフバジェット（off budget）、オフバランスシートの支出と借入を含む

広義の財政支出は、民営化政策などの影響もあって、1990年代には拡張型となる傾向があ

ったと考えられる。 

 そこでインドネシア政府は、これらの民営化インフラ計画による対外借入を管理するた

めの手段として、1991年に大統領令39条「対外借入規制（ＰＫＬＮ）」を導入した（注５）。

ＰＫＬＮによる対外借入規制は、政府及び政府の関連する民間案件（民営化インフラ案件

など）、及び銀行部門による海外金融市場からの借入に上限枠を課し、対外債務の増大を管

理しようというものである。この措置は、銀行部門の対外借入依存を抑制するとともに、

政府の準財政支出とも言える民営化インフラ案件の管理という意味では、財政の引締めを

補完する重要な役割を果たした。ただし、純粋民間企業の借入については規制の対象外で

あり、民間企業は自由に海外資金を取り入れることが可能であった（1991年のＰＫＬＮ導

入は、金融市場へのシグナル効果もあり、民間企業の借入は一時減少したが、その後民間

借入は急速に増加していくこととなった）（注６）。 

 ところが1995年以降ＰＫＬＮの効力は急速に失われていったように思われる。その最大

の理由は、大型の民営化案件の実行に関する政治的な圧力である。経済ブームと外資の流

入は利権のパイを拡大し、それに伴って政治圧力も増大していった。この結果、対外借入

政策は、1995年以後はほとんど有名無実になってしまったのである。 

 

（３）ＣＧＩの役割 

 このような状況下でのインドネシア援助国会議（ＣＧＩ）の役割を考えてみたい。ＣＧ

Ｉは設立当初からインドネシアの経済運営、特に対外バランス、対外債務の問題を外部か

ら監視する役割を担っていた。1990年代は投資ブームが続き、経済はオーバーヒートして

いた。その中で経常収支赤字が拡大し、民間対外債務が急速に増加していった。このよう

な状況への対応策は、政府支出（開発援助を含む。）の抑制と民間の投資、すなわち民間の

海外借入を厳しく規制する、の二つである。上で述べたように、途上国政府が自ら自主的

に大幅な財政引締めを行うことは容易ではない。ではどのような政策に関する助言や指導

がＣＧＩで行われたのであろうか。 

 財政支出の主要項目の一つは、援助資金による開発支出である。インドネシア政府によ

る開発支出の削減が容易でないことは、上に述べたとおりである。しかしＣＧＩとしては、

新規援助のコミットメント額を減らすという選択肢はあったと思う。援助コミットメント
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の削減は、インドネシア内外に極めて大きなシグナルを発することになったと思われる。

もう一つの選択肢として、上に説明した対外借入規制ＰＫＬＮの明確な形での継続と実行

を迫ることが考えられる。しかし、そのどちらもＣＧＩは強く迫らなかったのである。そ

れは、なぜだったのだろうか。まずＯＤＡの削減について考えてみたい。ＯＤＡに関して

はインドネシア側、そして援助供与国側の双方にいわゆる前年を基準とする漸増主義（イ

ンクルメンタリズム）という考え方が働いている。財政政策やマクロマネジメントという

観点から、ＯＤＡの削減を実行することは容易ではない。次に「対外借入枠規制ＰＫＬＮ」

についてみると、対象となる大型案件の多くは、インドネシアの大統領ファミリーや有力

政治家とともに援助国の民間企業が多数参加していた。このことが対外借入政策の厳格な

実行を難しくしていたのである。 

 ここで本項の議論をまとめておこう（図表２参照）。経済危機前の状況は、巨額の資本流

入に伴い、経済のオーバーヒートが進行していた。そこで経済引締め政策が必要となる。

理論的にはそのための手段とその有効性は次のとおりである。①金融政策は有効ではない。

②財政政策は有効である。開発支出の主たる財源は援助である。したがって、援助コミッ

トメント額の削減は、強力な財政引締め手段であった。③海外借入規制（ＰＫＬＮ）は有

効な政策手段であった。これに対し、現実にはどのような政策が実行されたかを見ると、

有効な手段であるところの財政政策は実行されなかった。実行されなかった財政政策には

その主たる要素として、援助国による援助政策が機動的に発動されなかったということも

含まれている。もう一つの有効な政策手段である対外借入規制政策（ＰＫＬＮ）も十分に

実行されなかった。有効な政策が実行されない反面で、必ずしも有効でない金融政策に、

より多くの負担がかかり、その結果生じた高金利が、より多くの資本流入を招いたと考え

られる。 

 

４．金融危機後の経済政策の問題点 

 

（１）金融危機後の経済政策の問題点 

 本項では、1997年の経済危機発生以後採られた経済政策の問題点を検討しよう。その前

にまず、今回の危機で何が生じたのかをまとめておこう。今回の危機の第１段階は 1997

年８月から 10 月で、ここでタイからの伝播が発生し、資本逃避と為替レートの約 50％切

下げが生じ、ＩＭＦに支援を要請することになる。この段階では、インドネシア企業家た
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ち（華僑も含めて）は、経済困難の中にあっても、企業経営の維持、回復の努力を行って

いたと思われる。第２段階は同年11月から翌年初めにかけてであり、スハルト体制に対す

る政治不安が広がった時期である。経済政策も一貫性が無くなり、政府の当事者能力が喪

失していった。この段階でルピアは対米ドルで約6,000ルピア、100％以上の切下げとなり、

インドネシアは国際的な信認の喪失、つまりコンフィデンス・クライシスに陥った。この

時点でインドネシア企業家たち（特に華僑経営者たち）は、状況は forces majeures（不

可抗力）であると言い、経営再建の努力を放棄してしまったように思える（この時点では、

むしろ大規模な資本の逃避を行っていたと推測される。）。当然のことながらこの時期には、

企業は内外からの借入に対し、返済努力をしなくなった。第３段階は1998年５月以降で、

暴動が発生し、社会的政治的混乱に陥った。この時点で通貨、金融危機は社会・政治危機

に移行した。為替レートは対米ドル15,000～16,000ルピアに達し（600％以上の切下げ）、

フリーフォールの状態になってしまった。 

 1997年秋から、インドネシア経済はＩＭＦの管理下にあり、経済政策はＩＭＦとの合意

書（Letter of Intent）に基づいて実行されることになった。ＩＭＦの当初の政策処方箋

は、極めて伝統的なものであった。それは、為替（資本移動）政策については、資本移動

の自由を保ち為替レートはフロート制に移行する。財政金融政策については、内外のバラ

ンスを回復させるためともに引締め政策をとるというものである。このようなＩＭＦの政

策の処方箋に対する批判は次のとおりである。経済危機によって総需要が落ち込み、さら

に金融危機によって貸し渋りが起こっているのだから、ＩＭＦのパターン化した財政金融

引締めアドバイスは誤っている。財政金融政策は、経済支援のために拡張すべきであると

いう主張である。さらにKrugmanは、資本逃避が危機の直接的原因であるから、資本移動

の自由という原則を放棄し、資本移動を規制すべきであり、そうすれば金融財政政策の自

由度が確保できると主張している（注７）。そこで為替（資本移動）政策、金融政策、財政

政策の三点について検討しておこう。 

 まず、為替（資本移動）政策について。資本移動については、極めて制度的問題であっ

て、この問題はその理論的整合性とともに、社会的、歴史的背景と切り離して考えること

はできない。資本移動の自由は、経済自由化政策とともにインドネシア経済政策の基本原

則であり、その放棄は経済政策の基本原則の放棄である。また資本移動規制は、これに敏

感な華僑及び海外投資家の行動に影響を与えると考えられる。華僑に対して経済活動の自

由を保証するという考えは、1971年以来一貫して守り続けられてきた政策の基本原則であ
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る。資本移動規制が行えないとすると、少なくとも危機の最中には金融は引き締めざるを

得ない。この理由は、次のとおりである。貸し渋りは金融政策の結果生じたのではなく、

資本逃避によって生じているのである。したがってその時点で金融を緩和した場合、恐ら

く資本逃避をファイナンスすることになってしまうのではないか、という懸念があるから

である。 

 1999年秋にワヒド政権が成立して以降、資本逃避はある程度収まっている。したがって

金融面での緩和政策の余地は拡大してきている。ところが、金融緩和政策は有効に機能し

ていないように見える。それはなぜなのだろうか。 

 インドネシアの銀行危機は、その不良資産規模、倒産した銀行数を考えると、史上まれ

に見る深刻なケースである。商業銀行のバランスシート（統合ベース）を見ると、危機以

降銀行部門の構造が急激に悪化していることが分かる。資本金は危機の中で急増した不良

資産を償却した結果、大幅なマイナスになっている。これに伴い銀行による民間向け貸出

も、ピーク時の半分以下の水準にまで減少している。銀行部門の不良資産償却を実行し、

更に資本金のリスク資産に対する比率（ＣＡＲ）を４％の水準に引き上げるために、イン

ドネシア政府は約600兆ルピア、ＧＤＰ比率で約60％の国債を発行し、銀行部門の資本増

強に充当しつつある。この処置により銀行部門の資産として、民間部門向け貸出総額にも

匹敵するような多額の国債が保有されることになる。では政府による銀行へのこの巨額の

資本注入が完了すると、金融仲介機能は回復するのであろうか。政府による資本増強策が

完了した時点での銀行部門の資本金を推計してみよう。1999年６月時点をベースに考える

と、新たな資本金額は（ＣＡＲ４％という条件から）民間向け貸出額の４％、約10兆ルピ

アとなり、危機以前の４分の１程度に過ぎないことがわかる。今回の大規模な資本増強策

にもかかわらず、銀行部門の資本金は低水準に止まると思われる。したがって、現状では

銀行部門が経済回復のための新たな資金供給を担うと考えることは難しい、と言わざるを

得ない。更に金融政策面では緩和政策が採られ、マネーサプライは順調に増加し、金利水

準も３ヶ月定期金利が約 10％前後と金融自由化以降最低の水準にまで低下してきている

にもかかわらず、金融政策の最終目的である銀行貸出は全く伸びていない。この点からも

現時点では、オーソドックスな金融政策は有効ではなく、その所期の目的を達成していな

い（図表３）。 

 次に財政政策を検討してみよう。財政政策としては、経済危機で大幅に落ち込んだ経済

回復のために、経済刺激型の予算が必要である。そこで財政収支をみると、1999年度には
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対ＧＤＰ比マイナス6.8％、2000年度にはマイナス５％（数字はいずれも予算書ベース）

と大幅な赤字になっている。これで見ると、財政は一見拡張型に見えるが、政府部門全体

でみると、2000年度の予算は前年に比べて緊縮的になっている。その理由は、第１に2000

年度から国内債務の利払いが急激に増加していること、そしてその利払いは、銀行部門に

滞留し、貸出につながらないこと、第２にこれまでオフバジェット（off budget）となっ

ていた項目が予算に組み入れられていること、第３に中央銀行による政策優遇貸出プログ

ラムが廃止され、その幾つかが政府予算に組み込まれていること等によって、インドネシ

アの厳しい財政状況がさらに厳しくなっているからである。ＩＭＦの政策とそれに対する

Krugman の批判を説明した際にも述べたとおり、財政は経済の大幅な落ち込みに対応する

ために、経済刺激型の拡張型予算であるべきである。ところが、実際には引締め型の予算

が実行されている（図表３）。現在の国内の財源では、経済刺激型の予算を組むことは不可

能であり、この面では大幅な海外支援の継続が必要である。以上に見てきたように、危機

後の経済政策は、金融、財政ともに有効に機能しないか、あるいは有効な政策が独自では

採りにくいという、手詰まりの状況に陥っており、海外からのより一層の支援なしには、

経済の再建は難しい。 

 

５．おわりに 

 現在のインドネシア金融危機の問題は、政治の混乱に端を発する信用の危機にある。信

用の危機とインドネシア経済システムの崩壊という問題にいかに対応するかを考えるとき

重要な点は、主要な市場のプレーヤーは誰かということである。一方の重要な相手は、シ

ンガポールを中心とする国際金融市場における貸し手である商業銀行、投資家であり、ま

た貿易の相手である。もう一方の担い手はインドネシアの民間企業であり、それは主とし

てインドネシア華僑である。これらのプレーヤーたちの信用を回復させることが、最も重

要な政策課題であるということになる。 

 最後に、援助の役割について確認しておこう。現状ではインドネシア経済を再建させる

ための望ましい政策オプション、すなわち為替政策、金融政策、財政政策は、有効に機能

していない。海外からの支援なしには、インドネシア経済再建のための政策は機能しない

のである。現在、援助にはいかに政策を支援するかという新しい役割が問われている。い

かなる援助がインドネシアの経済政策を有効に機能させるのか。いかなる援助が華僑や国

際金融市場のプレーヤーたちの信用を改善するのに役立つのか。いかなる援助が崩壊して
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しまった経済システムを補完する役割を果たすことができるのか。これらの重い役割に答

えることは容易ではない。 

 インドネシア経済の再建のためには、そこに多くの困難があるとしても、華僑に経済活

動の自由を保証し、インドネシアのマネーセンターであるシンガポール金融市場との関係

を深めていくしか道はないと考える。 

 

（注１）Komatsu, M.,(1998)及び小松正昭（1998b）を参照。 

（注２）小松正昭（1995）を参照。 

（注３）小松正昭（1998a）及び（1998b）を参照。 

（注４）Mundell, R.A.,(1968)参照。Mundell-Fleming model のインドネシアへの適用に

ついては、Komatsu, M (1992)を参照。 

（注５）大統領令第39条参照。 

（注６）民間企業の借り入れ自由という政策は、1971年に導入した資本移動の自由という

基本原則に基づくものである。 

（注７）Krugman,(1998)参照。 
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ケース１．　一般的な場合

インドネシア
預金者 借り手

商業銀行
定期預金 貸出金利
3か月物 運転資金

（15.7％） （21.7％）

ケース２．　優良企業が海外借入を行う場合

インドネシア
海外市場 優良な借り手

商業銀行

SIBOR（3.8％）+マージン（2～2.5％）
（+スワッププレミアム理論値）=（5.８～6.3）+12.4 = 18.2～18.7

（注）1992/93年度末時点のSIBOR3.8％、ルピア定期預金金利（i）15.7％
　　　i-i*=スワッププレミアム（理論値）=12.4％

（自由）

拡張

現実

貸出増加せず

収縮

フロート

財政政策

－為替政策

（－）（資本移動）

有効

現実

実行

実行されず

不十分

望ましい政策

緩和金融政策

図表 1 　銀行の貸出構造（金利は1992/93年度末）

図表２  マクロ経済政策－危機前

図表３　マクロ経済政策－危機後　

金融政策

財政政策

海外借入政策（PKLN)

理論

有効ではない

有効
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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 960万㎞2 

２． 人 口 12億4,810万人（98年末） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ １兆米ドル（99年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 800米ドル（99年） 

５． 経 済 成 長 率 7.1％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 -1.3％（99年） 

７． 失 業 率 3.1％（98年） 

８． 通 貨 人民元 

９． 為 替 レ ー ト １人民元＝13.0円（2000年１月21日現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
1,949億米ドル（99年） 
1,658億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 115,364百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
１兆0,772億人民元（98年） 
13.5％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第４節 中国とその「周縁諸国」 

大東文化大学国際関係学部 教授 

小 島 麗 逸 

 

１．はじめに 

 

中国と周辺国との関係を考える場合、三つの視点が必要と考える。第１は、国境に近い

中国国内は少数民族が居住している地域であること。第２は、中国国内では歴史的に漢民

族が少数民族を蔑視してきたこと。第３は、中華人民共和国の成立後、漢民族の中央政府

がこの地域を実行支配する能力を備え始め、意識上の蔑視から強力な権力による行政支配

を実際に行い始めたこと。実効支配することと意識上の蔑視観が存在することには、大き

な隔たりが存在する。実効支配は、人々の生活そのものに権力が介入するからである。 

近代国家の成立要件には、国境の確定と領土の保全がある。実効支配を行うには、この

要件を実現しなければならない。そこに周辺国との新しい関係を持ち込むことになる。周

辺国との関係を問うには、北京の中央政府の国内少数民族に対する見方、及び政策がどの

ようなものなのかを見極める必要がある。この点を明らかにしつつ、中国と周辺国との関

係をみることとする。 

 

２．漢民族国家の拡張主義と少数民族 

（１）国境を接する地域は少数民族居住地 

中国と国境を接する国々は全部で14ある。東から、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）、 

ロシア、蒙古（モンゴル）、カザフスタン、キリギスタン、タジキスタン、アフガニスタン、

パキスタン、インド、ネパール、ブータン、ミャンマー、ラオス、ベトナムである。シッ

キムはインドの保護領に入っているので、挙げない。トルコ系のイスラム国家には「タン」

のつく国が多い。実際の発音は「ターン」と聞こえるが、日本では「タン」と発音するの

でこれに従う。「タン」は国という意味である。隣接する国々と中国側の行政区との距離及

び行政区を概観してみる（図表１）。なお、中国の行政区は、基本的には中央→省級地方政

府→県級地方政府（県市）→郷（鎮）→行政府の５段階制をとっているが、少数民族地域

はしばしば、中央→省 級 政 府（省・自治区）→（自治州・地区・盟・市）→自治県・旗・

市となる。なお旗は満族、蒙古族居住地に使われる。 
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国境線総計20,735㎞である。約21,000㎞という長い距離の範囲で隣国と接する。陸路

でこのような長さで国境を接している国は、他にない。この距離を日本で測ると、東京駅

から在来線の東海道線、山陽本線、鹿児島本線と下向し、終点の指宿まで1,500㎞、東北

本線を北上し、青函連絡線を通って函館本線から稚内に至る距離が1,500㎞、両者合わせ

て3,000 ㎞の７倍に当たる。 

国境を接している県級段階の行政区は、143 の県・市・旗を数える。このうち、134 が

少数民族自治県、自治旗、自治州である。実に93.7％に達する。1990年のこの143県・市・

旗・自治州の総人口は約2,000 万人、この中、少数民族は800万人で、40％を占める。 

 

（２）少数民族地域は貧困地帯 

1980年代初期より、中国政府は貧困撲滅対策に乗り出した。県行政区を単位として一人

当たり平均収入を算出し、一定水準以下の県を貧困県と認定、特別な経済振興策をとるよ

うになった。1989年末の段階で重点支援貧困県は331、このうち少数民族自治県・旗・州

は141で実に 43％であった。この大部分が国境を接する自治県・旗・州である。 

収入格差を太平洋側の地域と比較して図表２に示した。香港は断突に高く、1998年のＧ

ＮＰは一人当たり２万 4,900 ドル、次が台湾で１万 3,200 ドル、これに韓国が１万 0,550

ドル。いずれも世界銀行の基準では高所得に入る。中国大陸は平均で770ドルだが、上海

がとび抜けて高く3,400ドル、次が北京で2,230ドル。この水準は中所得国に相当する。

2,000 ドル以上の地域は各省の省都が入る。省単位で見ると 1,000 ドル以上がほぼ沿海の

諸省、500～1,000ドルには内陸の多くの省が入る。中国で省別で最低が貴州省で282万ド

ル、貴州省は雲南と同様、少数民族が多い地で、1990年のセンサス結果では省人口の26％

が少数民族であった。 

各省、自治区内には自治州、地区、自治県などがあるが、中国行政区ごとで統計がとら

れている。1996年の周辺国と隣接している省、自治区の平均ＧＤＰと当該省、自治区内の

少数民族自治行政区のそれとの比較を行ったものが図表３である。 

少数民族自治行政区が比較的多いところは、当然ながら高く出る。チベットが高く、全

チベットの平均ＧＤＰとそれほど変わらない。少数民族が全人口の３分の１以上の雲南省

でも全省のＧＤＰに対し、少数民族自治行政区平均ＧＤＰは40％余りしかない。 

各省、自治区の中心都市から国境に近くなる都市でみた場合にはどうなるか。 
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1905 年から佐久間提督の時から 10 年かけて理蕃政策を行った。高山族を二つに分け、熟

蕃を漢民族文化を受け入れつつあった民族、全く受け入れていないグループを生蕃とした。

後者に対しては徹底した武力統治を行った。 

中国大陸の華南、華中では唐代からこの地の少数民族に対して羈摩政策をとった（注２）。

羈摩とは牛馬のタズナのことで、酋長を懐柔し当該地の統治権を与える一方で、中央に恭

順の意を表明させ、タズナの範囲から出ないようにする政策であった。その際、周辺少数

民族が持つ社会制度、風俗習慣をそのまま維持することを容認した。政治的な反抗を抑え

る一方で、一種の自治を与える政策と言ってよい。 

北方では遊牧民族の襲撃がしばしばあったため、物理的な防御壁である万里の長城を築

いた。南方では隘勇線がこれに相当する。それでもしばしば戦闘があり、王朝の交代をみ

たことは周知の通りである。特に、回教族は10年小反乱、30年大反乱と言われるように、

漢民族王朝の安定を崩す内外敵であった。 

周辺を東夷西戎北狄南蛮と見、自らが中心であるという思想は 20 世紀の半ばまで濃厚

に残った。国民党が出版する地図では現在の蒙古を外蒙古と呼び、自国領土として塗りつ

ぶしている。共産党を1935年以後指導した毛沢東の著作にも、この夏夷思想は色濃く残る。 

1939年に12月に執筆された「中国革命与中国共産党」（中国革命と中国共産党）の中で

次のように述べている（注３）。 

「現在の中国の国境は、東北、西北と西の境の一部は社会主義ソヴィエト共和国連邦に

接する。西方の一部と南西は、インド、ブータン、ネパールと接している。南方は（シャ

ム）、ビルマ及び安南と接し、（台湾とは近隣にある）。東方は日本と近隣にあり、朝鮮と接

している。 

中国が戦争に敗れて以後、帝国主義国家は中国の多くの属国と一部の領土をかすめとっ

た。日本は（朝鮮）、台湾（琉球）、澎湖群島と旅順を占領した。英国は（ビルマ、ブータ

ン、ネパール）と香港を占領した。フランスは安南を占領した。さらに（ちっぽけなポル

トガルが我が国のマカオを占領した）･･････」 

（ ）の中は、中華人民共和国成立後の 1951 年に出版された毛沢東選集から抜け落ち

た部分である。1939年の原版でみる限り、台湾と日本を近隣の国とみている。また、朝鮮

半島、台湾、沖縄を属国とみている。さらに、ベトナム、ネパール、ブータン、ビルマも

属国とみている。 

この領土観は毛沢東に固有のものではない。国民党の方はさらに広く、蒙古共和国をも
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自国領土と考えていた。中華思想には国境概念がなかったと言ってよいかもしれない。空

間的広がりを図式化すると、図表６のようになる。ここから漢字文化を持ち、漢語を用い

る華人のいるところが領土とみる考えも出ることになる。1959年インドネシアのスカルノ

大統領が西イリアンを併合した際に、台湾の政権はそこには華人が居住しているからとイ

ンドネシア領とすることの不当性を表明したし、現在の沖縄の施政権が日本に返置される

際に、台湾の政権は琉球の帰属は未定であると表明した。1949年に成立した中華人民共和

国は、むしろ、周辺諸国は中国の属国という考えを修正し、各々の独立国と考えるように

なったと言った方がよい。 

 

４．社会改革と近代国家形成の国家意思 

（１）概要 

中国共産党の革命は、列強を中国から駆逐し独立国家を作ることと、国内の封建的支配

体制を覆すことの二つを目的としていた。国内の封建的支配体制を覆さなければ、列強支

配から抜け出せないととらえていた。この点が国民党と異なる点がある。国民党政権は、

地主階級を自らの存立基盤としていたため、封建的支配層を温存したまま近代国家の統一

を成し遂げようとした。 

共産党が権力をとって以後、この社会改革を推行する側面と近代国家の形成を実現する

という二つの目的が、国内の少数民族政策にあらわれた。1950年代は基本的に国家統一の

側面が強かったが、前者もかなり入った政策であった。しかし、1950 年代末から 1970 年

代までは後者が政策の前面に出た。 

 

（２）1950 年代の対少数政策 

① 国家統一への動き 

何よりも人民解放軍の進駐により、国民党に組みする勢力を駆逐し、新政権を支持す

る政権作りを行っていった。新疆については、1949年 10月にはウルムチに軍隊が入り、

12 月 17 日には省の人民政府の樹立を宣言している。少数民族地区で最大の地域は、新

疆とチベットであるから、新疆に新政府が樹立されたのは大きい。チベットはダライラ

マとの間に 17 条の協定が成立し、一応新政権内でのチベットを確認している。華南地

区、特に雲南省は国民党の残党が抵抗し続け、人民解放軍に完全に鎮圧されたのが1951

年である。 
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その後の動きは三つある。一つは新疆、チベットに迂回する道路建設である。人民解

放軍が担当し、1950年代前半で、軍用車輌が通れる道路を完成している。この道路建設

は後の国家統一に重要な機能を果たした。 

 

② 本土の矛盾を受け入れる地域 

解放直後、北京、上海、天津など大都市には大量の浮浪者や失業者が溢れていた。農

村とりわけ、華北の山東、河北省は貧農が多かった。ここへ国民党の軍隊が解体され、

失業者となった。旧中国時代から災害が発生したり、食えなくなったりすると、辺疆へ

移住することはしばしばみられたが、これを組織的に行ったのが新政権である。信頼に

足る人民解放軍の兵士を、黒竜江、内蒙古、新疆、貴州、雲南、広西など辺疆に送り、

国営農場を建設させる。国営農場は開墾のみではなく、明治初期の屯田兵のように、国

防と治安も担当させた。国営農場は治安と国防の拠点となった。図表７に辺疆４省への

人口移動を掲げる。人口の純移入率は 1955 年以後２％を超え、内蒙古などは 10％近く

になっている。人口移動率が２％を超えることはたいへんなことで、移住先の民族構成

を一気に変える。それを新疆でみたのが図表８、図表９である。ここに出る兵団人口と

は人民解放軍から分離された屯田兵である。1950年代初期、新疆の総人口の７％しかい

なかった漢民族人口は、1960年には25％に、そして1970年には40％へと増加した。都

市と主要な農村を漢民族が抑えてしまった。 

このような状況が最もひどいのが内蒙古と新疆であった。 

 

③ 社会改革と大漢民族主義 

社会改革の最も大きなものが地主層の打倒で、本土では 1952 年にほぼ終了した。チ

ベットを除いて少数民族地区も封建的土地制度は一掃された。次に大きな社会改革は、

1950年代中頃から本土で始まった農業の協同組合化である。いったん農民に分配した土

地を再び取り上げ、協同組合化する運動は1956年本土でほぼ達成した。引き続いて1958

年から人民公社化が進められた。人民公社化は私的な経済領域を極少にし、生産は言う

に及ばず、消費生活のかなりの部分も協同化した。 

少数民族地区の遊牧地帯は草場や林木をも共同所有となった。そこでの家畜の個人飼

育はわずかの「自留畜」を除いて禁止された。 

この２回の社会改革は、長きにわたって漢民族の中央権力がとってきた羈摩政策を根
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本から変えるものであった。羈摩政策では、少数民族の社会が一応中央に恭順の意を表

し反抗しない限り、その社会の社会制度には改革の手は下されなかった。1950年代の社

会改革は、少数民族の伝統的な社会制度を根底から変えるものであった。少数民族の内

部から改革への意志が結集されて行われたものではなく、共産党の理念に基づいた権力

による上からの社会改革であった。この改革が共産党進駐軍への抵抗となって現れたの

が、1959 年のチベットの反乱であった。チベットでは寺院が最大の土地保有者であり、

支配者であった。 

社会改革は、少数民族社会の結集力を弱めるように作用する一方で、共産党は大漢民

族主義批判を展開し、それまでの伝統的な内なる蔑視思想の克服に挑戦した。少数民族

へのポーズに過ぎないという評価もあろうが、かなりの運動が広範に展開されたことか

ら、単なるポーズではないと考える。 

 

(３)国家理念を押しつけた 1960～1970 年代 

① 中ソ対立と国境線の確定 

少数民族に対する蔑視観を克服せんとする大漢民族主義批判から、少数民族指導者た

ちの地方分裂主義批判へと変わり始めたのが 1958 年である。この年は本土内では大躍

進政策が進行し、農村では人民公社化が推し進められた年である。それまでの比較的穏

健路線から左傾の路線へと展開し始めた。他方、国際環境ではソ連共産党指導者との思

想的な対立が、国家間の利害対立へと移行しつつあった。思想的な対立は、1956年始め

のソ連共産党第 20 回大会におけるフルシチョフのスターリン批判から始まる。当初ス

ターリンの評価について、両共産党の間に矛盾が発生した。しかし、1959年３月、チベ

ット反乱が起き、ダライ・ラマがインドに亡命、インド政府が受け入れを公表するに及

んで、インドと中国の外交関係に亀裂が入った。ソ連が中国を支持しなかったことで中

ソ対立へと進み、ソ連は６月に中ソ国防新技術協定（1957年 10月 15日署名）の破棄を

通告、原爆の生産技術提供を拒否した。８月に入ると、中印国境で最初の武力衝突が発

生、ソ連は中立的立場をとった。これが中国を刺激し、両国関係は一層悪化した。1960

年７月、ソ連は中国で建設指導していた 1,000 余名の技術者を引き揚げることを通告、

７月 31 日に、新疆で中ソ国境紛争が発生するに及び、両国関係は敵対的な対立関係へ

と突き進んだ。 

中国が周辺国と国境確定を行うようになったのは、ソ連と対立し始めてからである。
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それを列挙すると次のとおりである。 

ⅰ） 中国・ミャンマー国境協定 1960年１月28日（「中華人民共和国条約集 第

９集、1960年～61年」、65～79ページ） 

ⅱ） 中国・ネパール国境協定 1960年３月21日（同上、63～65ページ）、（同上、

第12集、1963、64～67ページ） 

ⅲ） 中国・パキスタン国境交渉 1962年５月３日（同上、第12集、1963年、64

～67ページ） 

ⅳ） 中国・アフガニスタン国境協定 1963年 11月 22日（同上、第12集、1963、

122～124ページ）、議定書、1965（同上、第14集、1965、28～37ページ）。 

なお、ラオスとの間では1961年４月25日に国交を樹立しているが、この際、国境の

確定を行っていない。確定したのは1991年 10月 22日である。 

近代国家形成の要件の一つに領土や公民の確定があるが、各周辺国との間で独立直後

や国交回復時に行わず、中ソ、中印国境紛争が発生してから初めて重い腰を挙げたとい

う感を免れない。 

なお、以上の４カ国との他の国境については、中国黒竜江省とロシアとの国境は1991

年５月に国境協定が結ばれ、1978年に戦争を行ったベトナムについては、1993年 10月

に陸地部分について国境が確定した。 

残っているのは、日本との間で尖閣列島、ベトナム・フィリピン・マレーシアなどと

の間で争われている南沙、西沙、中沙、東沙諸島、中印、中・ブータンである。パキス

タンとの間の国境はカシミールが介在するため、確定したと判定できるか否か疑問であ

る。インドとの間の国境未確定が最も大きい。ブータンとは現在に至るも国境は確定さ

れていない（注４）。他に北朝鮮の白頭山頂にある天池の国境がどうなっているかにつ

いては情報がない。天池は古くから朝鮮民族の聖地で、最も崇拝する地である。中国側

の地図では、天池の真中に国境線が引かれている。これは同池が信仰のシンボルである

だけに、朝鮮民族の感情を著しく損なうものと思われる。 

1991 年段階までの中国及び東アジアの国境未確定地を図表 10 に示す。この中で、中

国と無関係なものは①と②である。③の図們江と④の中国北朝鮮国境の白頭山山頂天池、

⑩のカザフスタン、キリギスタン、タジキスタンとの国境は紛争地になっているか否か

不明である。⑤の尖閣列島の領有権は日本と中国との間の係争地で、1970年 12月４日、

中国は初めて中国領だと主張し、1992 年２月 25 日「中華人民共和国領海および接続水
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域法」の第２条で尖閣諸島を領土と明記した。これに対し、日本政府は当然抗議を申し

込んだ。 

1960、1970 年代に発生した国境線をめぐる軍事衝突は以下のとおりである（注５）。 

1960 年７月 31日 中ソの新疆での衝突 

1962 年４月 16日 新疆イリ地区での衝突 

 約６万人がソ連に逃亡 

1962 年５月 25日 イリで暴動 

1968 年９月 29日 周恩来 ソ連軍の中ソ国境への軍隊の集約を批難 

1969 年３月２日、15日 ウスリー江上の珍宝島（ダマンスキー島）で中ソ軍の衝突 

1969 年６月 10日 新疆西北部で中ソ両軍の衝突 

1969 年８月 13日 新疆裕民県テレクチ地区で軍事衝突 

1974 年１月 20日 中国人民解放軍、南ベトナム軍と南シナ海の西沙群島で 

 交戦 

1979 年２月 14日 中国軍、ベトナムへ侵攻 

1979 年５月９日 ウィスリー江上で、ソ連軍の発砲 

1979 年７月 16日 新疆西部国境で中ソ両軍の流血事件 

1969 年に衝突が多く発生しているのは、1996年から本土で始まった文化大革命運動

による。共産党内部の左派（毛沢東を頭とする）が右派（劉少奇、鄧小平派）を攻撃し、

各ポストから高位の幹部を追い落とすのが目的であったが、外交面では反ソ連運動であ

った。ソ連と友好関係にある国や団体、中ソ両国間で中立の立場を維持しようとする国

や団体をすべて攻撃した。 

先に揚げた図表８で、新疆の兵団人口の1974、75、76年の３年間が著しく少なくな

っているところがみられる。1974年の人口が226万であるが、1976年には176万人と

ほぼ50万人減少している。これは、ソ連軍が新疆を攻撃するという噂で、多くの漢民

族が本土に逃げた結果である。ことごとさように、1960年から、1970年代の 20年間、

特に中ソ国境争に隣接する地域は臨戦体制にあった。この状況から国境地域の少数民族

地域では、次のような政策がとられた。 

第１、国境の全面封鎖、国境をまたいで居住する同一民族については、馬車や荷車、

自転車で持ち運ぶ程度の交易さえも認められなくなった。このため、国境貿易を行って

いた地域の収入が著しく落ち込んだ。 
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第２、特に新疆地区では、国境付近に居住する少数民族をそこから引き離し、移住さ

せる措置さえとられた。代って人民解放軍が駐屯することになった。ところによっては

その幅は30㎞にも及んだ。従来からの居住者にとっては、軍事力による伝統社会の崩

壊である。 

第３、伝統文化の破壊が行われた。ウイグル族、ハザック族に対し新文字による教育

が強行された。本土では漢字の簡略化が1956年に決定され、まもなく漢字を発音によ

るローマ字の置き換えさえ試みられた。ローマ字化は結局は失敗するが、これと相似し

た運動である。文字は民族の心を表す。それを新文字に置き換えることは、民族の心を

異民族が力で変えようとするものである。経済的なまたは社会的な変動で、少しずつ少

数民族が新しい文化を創造していくのなら良いが、そうではない。反ソ連運動と毛沢東

思想の注入の手段としてこれを実行しようとした。 

歴史をひもとくと、支配民族が少数民族の文化や心を奪い去ることはあちこちに枚拳

にいとまがない。日本では北海道のアイヌ系民族が自らの言葉を失くした。日本が統治

した台湾では、文字を持たなかった高山民族に対し、日本語教育を強行した。アメリカ

の黒人は自らの言葉を完全に喪失し、残ったのは皮膚の色と差別のみであった。ソ連で

は蒙古族やその他の少数民族が、長い共産党の統治下でロシア語表示を徹底化させられ

た。 

1960 年代末から1970年代にかけて中国共産党は多くの少数民族に対し、新文字化運

動を押しつけた。唐時代から長きにわたって中央の権力は、羈摩政策で少数民族を操り

支配した。蔑視はしたが、社会制度や文化に対しては、力で変えることをしなかった。

共産党は1950年から1960年代に伝統的な封建支配層の抑圧から解放するという名目で、

社会改革を強行した。1960年代末から1970年代にかけては、少数民族の心－文化言語

まで手を突っ込んだのである。 

 

５．鄧小平時代の開放政策と周辺国との関係 

（１）太平洋側から押しよせた開放の波 

経済路線の大転換が行われたのは、1979年 12月の中共第11期第３回中央委員会全体会

議であるが、それ以前に幾つかの兆候があった。開放政策につながった兆候は、1979年７

月に広東省と福建省に輸出振興への特別優遇措置がとられたことである。それまで外国貿

易の全ての決定権は中央が握っていた。稼いだ外貨は全て中央が管理した。これに対し、
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両者は輸出により獲得した外貨の一部を留保できるようになった。この頃から、それまで

自力更生を唱え、外国の直接投資を拒否する態度をとってきたが、この政策を変更し、外

資導入に踏み切った。外資を呼び込むために、1980年５月、広東省の四つの地域を経済特

別区に指定した。1965年台湾で建設を始めた輸出加工区に習ったものである。これを外資

導入のための開放都市と呼ぶ。 

以後 1990年代初期まで大々的な開放が行われてきた。図表11にその推移を示す。 

1984年５月に北は大連から南は北海まで13の沿岸都市を開放都市とした。翌年の1985

年１月には、点から面に広げ、長江、珠江の三角洲、福建省の南部などの広域を開放地区

に指定した。1988年１月には趙紫陽党総書記が、沿海地域は国際経済の循環の中に入るべ

きだという談話を行った。「両頭在外」といって、原材料を海外から輸入し、それを加工し、

製品を外に売る、始めの頭と販売先を外国に置くという意味である。それまでかたくなに

拒否してきた加工貿易立国を唱えるに及んだ。また同年には海南島を広東省から切り離し、

省として独立させ、台湾に見習って島全体を開放地域に指定し、外資導入の優遇措置をと

った。1990年には上海の浦東地区を開放区に指定し、香港の金融市場の機能と情報、ハイ

テク産業の中心地に育成することを決定した。 

この対外開放が太平洋側でなく隣接国に及んだのが1991年である。内蒙古の満州里市、

遼寧省の丹東市、吉林省の渾春市、黒竜江省の綏芬河市である。中国、ロシア、北朝鮮三

国が相接する図們江の哈山島も1989年に経済特別区にすることに合意しているが（注６）、

実態はないようである。建設されたというニュースを聞かない。 

国境を接する国々との間で、いつどの程度開放されてきたかを以下において個別にみて

いく。世間で隣りとは仲が悪いと言われているが、国家間も同じで、1960 年以後の 20 年

間、中国はパキスタンを除いて極めて冷たい関係にあった。その状態をいつからどのよう

な手順で改め、交流を進めてきたか。 

経済交流の形式からある程度読みとれる。交流形式は図表12のとおりである。 

旗は満族、蒙古族居住地に使われる。 

省級政府とは省と自治区政府を指す。県級政府は地方によって呼び方が異なり、県、市、

旗、州、盟、地区などがある。税関は二級制をとっていて、中央政府管轄下のものを「一

級口岸」、省級政府管轄のものを「二級口岸」と呼ぶ。 

最も厳しい管理が行われる場合は、全ての取引を中央政府が管理し、住民市
イチ

の交易さえ

許さない場合である。対ソ関係では1963年以後1970年代中期、対ベトナム交易では1979
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年以後数年間、1953年以後のチベットの対外交易などがある。開放の度合を測るには、管

理権を下部機構に下ろすか否か、住民市
イチ

取引、辺境貿易を許可するか否かが一つの目安と

なる。 

他に、物々交換しか許可しないか否か、記帳貿易であるか否か。記帳貿易とはバーター

貿易で双方が年間の協定枠の範囲で取引し、現金決済はほとんど行わない場合を指す。ま

た、決済通貨をドルなど一般的外貨で行うか第三国通貨で行うか否か。通貨決済の場合、

現金の即金決済かそれとも先進資本主義国間のような金融機関の信用状を介しての決済が

行われるか否か。これらが指標となろう。 

以上が交易に関する指標であるが、モノの取引から一歩進んで直接投資を認めるか否か

の指標は重要である。開放都市の設定は直接投資を行いうるためのものであるからである。 

このようなことに留意した上で、中国は陸続きの隣国に対し、どのような経済交流をし

てきたかをみることにする（注７）。 

 

（２）北朝鮮との関係 

中国の北朝鮮との関係は 1950 年６月に発生した朝鮮戦争をともに闘ったという歴史を

持ち、それ以後、旧ソ連、インド、ベトナムのように戦火を交えたこともない。外交上一

貫して友好善隣の関係にあったと理解されてきた。しかし、経済交流の側面からみると、

1960 年代以後かなり厳しい面が観察される。隣接する地理的な情況からみよう（図表 13

参照）。これは1990年前後のものである。 

全中国にいる朝鮮族は 1990 年センサスで 192 万人。主に東北省と、内蒙古に居住して

いる。吉林省、遼寧省が主であるが省別資料を得ていない。最も多く居住するのが吉林省

の延辺朝鮮族自治州である。1998年の同自治州の総人口は218万人、これは他民族を含め

ての人口であり、朝鮮族のみではない。 

北朝鮮と遼寧省との境界は303キロメートル、吉林省との境界は1,206キロメートルで

ある。この間に、遼寧省との境界では鉄橋４、道路橋３、渡し船多数があるという。吉林

省間では、鉄橋３、道路橋８、渡し船３ある。渡し船は遼寧省と同じく、３ヶ所ではなく

もっと多く存在するに違いない。 

主な経済交流史は次のとおりである。 

1950 年３月 東北税関管理局が図們江税関署に管理権を与える。 

1954 年 中国国務院延辺自治州のみに辺境貿易を許可。 
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1956 年 中央政府が延辺自治州の辺境貿易管理権を取り上げ、中央に集中。 

1958 年 12月 吉林、遼寧両者と北朝鮮との間で〈中朝両国辺境地方バーター貿易議定書〉

に締結。 

1967 年 吉林省との辺境貿易中断（1980年まで） 

1969 年 遼寧省との辺境貿易中断（1981年まで） 

1980 年年初 北朝鮮側から遼寧省に辺境貿易の再開を提案。 

1982 年２月 〈遼寧省と平安北道間の辺境バーター貿易会議紀要〉の交換。 

1988 年４月 北朝鮮、新義州を中国側に開放。 

1989 年 中朝ロシア三国境界の哈山島地区を経済特区にすることに合意。 

1990 年 遼寧省丹東市、北朝鮮人の３日間を限度とした観光を許可。丹東国際旅行

社案は１人 800 人民元、中国側が 300 元、朝鮮側が 500 元とし、その 500

元分の商品を旅行者に渡す（朝鮮旅行者に中国商品の購入を半ば強制して

いるに等しい。）。 

1991年４月には、毎週３～４グループ（１グループ40名）が観光。朝鮮旅

行者は、ＴＶ、ミシン、冷蔵庫など家電製品の購入が多いという。 

1991 年 丹東市と渾春市を開放都市に指定。 

年表は以上しか得ていないが、使用資料では国家貿易については言及されていない。国

家間の協定に基づく貿易がないはずがないと思われる。辺境貿易に限ったとしても、以上

の年表から筆者が予想していなかった幾つかの点が新たに判明した。 

第１に1956年、辺境貿易権を中央が取り上げた点。貿易管理権はバーター貿易の総額、

品目、品目ごとの価格、商品の引き渡し場所など詳細に決める権限を持つ。バーター貿易

であればあるだけ、この関与権は大きい。これを1956年段階で中央に召し上げてしまった。 

第２に 1960 年代後半から辺境貿易は中断したとあるが、国境付近住民間の互市も禁止

されていたと思われる。1988年の北朝鮮による新義州の中国側への開放は、丹東市の通行

証がありさえすれば、パスポートがなくても鴨緑江大橋を渡れるとあるからである（注８）。 

第３に 1980 年初め、辺境貿易再開要請は北朝鮮からきたという記述が気にかかる。中

国側はその必要性を感じていなかった。申し出があるから当方が応じたという態度が伺わ

れる。 

第４に辺境貿易に関しては、延辺自治州の動きが聞えてこない。遼寧省のみが先行した

という感を受ける。吉林省の方は国家貿易の中に入れ、朝鮮族の利便には配慮がなされな
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かったと解釈できるか否か。 

1991年の二つの開放都市は北朝鮮相手ではなく、むしろ韓国資本の導入を狙ったもので

あろう。金のない北朝鮮は視野の外にあったのではないか。 

図表 14 に国家貿易統計を掲載した。1967～71 年に着目してほしい。大幅減である。文

化大革命中、ソ連側に立った北朝鮮との関係は著しく冷却したことが分かる。1980年代以

降ほとんど増加していない。これは北朝鮮側の経済不振によるものか、それとも外交上の

問題（例えば、1990年 10月の中韓での貿易事務所の設置、1992年８月の中韓国交回復な

ど）によるものか、その理由は分からない。 

もう一点、1980年代まで両国間の貿易差は中国の出超となっている。これには援助が入

っていると思われるが、1990 年代に入ると中国の一方的出超となった。これは中国側が、

貿易面では商業ベースの相手国と認識し、特別扱いしなくなったためと思われる。社会主

義国家間では多くの場合、援助以外はバーター取引的考えが強く、毎年収支をバランスさ

せる方式が伝統的にとられてきた。中国側がこの方式を徹底し始めたと解釈できよう。 

総じて言うならば、中国は朝鮮戦争時にともに血を流したという経験にもかかわらず、

北朝鮮に対して比較的冷たい態度で接しているという印象が強い。 

 

（３）蒙古との関係 

中国国内の蒙古族人口は 1990 年センサスで 480 万人、同年のモンゴルの人口は約 220

万人であった。中国国内に居住する蒙古族人口は蒙古共和国の約２倍である。内蒙古の

1990年の総人口は2,142万人で、このうち蒙古族は324万人、約15％を占める。内蒙古に

住む蒙古族人口の方がモンゴルの総人口より多い。モンゴルの国土面積は157万平方キロ

メートルでほぼ同じである。人口は約10分の１であるから、モンゴルは内蒙古とだけお付

き合いしても、経済力の情況では飲み込まれる可能性は大きい。やはり、他の中国隣接国

と同様、中国とソ連という大国が作り出す政治環境に翻弄されてきた。 

内蒙古を中心に隣接国を図表 15 で図示した。まず、内蒙古と接する国境線は、ロシア

と 1,100 キロメートル、モンゴルと 3,111 キロメートルに及ぶ。3,111 キロメートルは日

本の北の稚内から鹿児島の南端までの旧在来線の距離に相当する。 

中国と蒙古共和国との関係を年表で示す。 

1962 年６月 コメコンに加入。 

1962 年 12月 25日 ツェデンバル首相の訪中、中国・モンゴル国境条約に署名。 
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1963 年以後 1984年まで辺境貿易の中断。 

1985 年 モンゴル側の要請で内蒙古自治区代表団ウランバートルへ辺境貿易再開の交渉。

議定書に調印。 

1986 年８月 中・モンゴル辺境問題処理条約締結、領事条約の締結。 

1988年 中国国務院辺境貿易を核とする総合経済体制改革実験区として内蒙古北部、ロシ

ア国境のホロンバインを指定。 

1988年 モンゴル政府〈国営企業法〉〈合作企業法〉〈合作社法〉を制定、外資導入を奨励。 

1989 年 モンゴル主席の訪中、国交の正常化、〈中国・モンゴル経済貿易科学技術協力及

び双方の公民往来協定〉に調印。 

1989年 内蒙古自治区政府、対ロシア国境のホロンバインの黒山頭、室書を二級税関に指

定。対モンゴル関所であるアルハシャド、カンキモド、チャカンアオパオ、ツォコウ

を道路税関に指定。 

1990 年 辺境貿易の実施許可制の導入。 

1991 年 中国・モンゴル貿易をルーブル決済から外貨決済に変更。 

1991 年 満州里を開放都市に指定。 

1994 年 中国・モンゴル友好協力関係条約に調印。 

 

両国間の関係はほぼ中ソ関係と併行して動いてきた。1960 年の中ソの決定的対立以後、

1962 年のモンゴルのコメコン加盟は、中国との対立を決定づけたものと思われる。1959

年の中印国境紛争以後、中国はにわかに周辺国との国境確定に入った。1962年にその成果

をみた。しかし、それ以後、国境貿易は断絶し、国家貿易も図表16でみるように著しく減

少した。1967年実績は1960年に比較して実に0.8％となった。 

年表の中で興味深いのは 1985 年で、北朝鮮と同じくモンゴル側から辺境貿易を再開し

てくれという要請があったという記録である。開いてくれという要請があったから応じた

いという態度である。国家貿易は北朝鮮と比較して1990年代には飛躍的に伸びている。こ

れは、中国側の輸出もさることながら、輸入が増えている。これは原料輸入が増加したた

めである。内蒙古には図表15に△印で図示した部分があるが、これらはいずれも新興都市

である。加工産業が発展しつつある。今後は内蒙古とモンゴルとの経済関係が年を追って

緊密化すると予想される。モンゴル側からの投資というより、中国側のモンゴルへの工事

請負いや出稼ぎが主体となろう。1998年はモンゴル側からの中国投資は103万米ドルであ
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ったのに対し、中国の対モンゴル工事請負は6,359万ドル、出稼ぎ契約は818万ドルに達

した。 

総括すると、1950～61 年まで友好関係、1963～85 年まで対立関係、1986 年以後友好関

係で、経済的結びつきが進展しつつあると言えよう。 

 

（４）旧ソ連・ロシアとの関係 

 1991年ソ連が解体して以後、中国とロシアとの国境線は黒竜江省、内蒙古との間が大部

分で、他には吉林省の琿春市と新疆北端のフプシン河（友誼関）にほんの一部あるだけと

なった。 

 中国の長い歴史の中で周辺国との関係では、対地方民族との間が食うか食われるかの関

係にあった。朝鮮半島やベトナムとの関係は、中国が属国にするか否かの関係でこれとは

質的に異なる。蒋介石の著作の中に「中国におけるソ連」という本があるが、清末以後も

北方からの脅威がいかに大きかったかが描かれている。中国共産党は1921年に結成された

が、共産党の内部抗争は、ほとんどソ連共産党とどのような関係を維持するかをめぐって

発生した。その内部抗争は1930年代前半特に著しく、党内で血を血で洗うほどであった。

新中国成立以後についても、同様である。 

 中華人民共和国成立以後、今日までの 50 年間を概括すると、1953 年の毛沢東の「ソ連

一辺倒」の号令以後、1960年７月のフルシチョフによるソ連の在華技術者の一斉引き揚げ

までが友好状態。それ以後、いつ戦争が発生してもおかしくない緊張関係時代。これが1982

年の辺境貿易再開まで続いた。1982 年から 1989 年のゴルバチョフ・鄧小平会談までが関

係修復期。1990年以後、経済関係を深めつつ新たに友好を唱える必要がある段階へと進ん

だ。以下において、主に1982年以後に焦点を合わせつつ、黒竜江省とロシア、新疆と中央

アジアのカザフスタン、キリギスタン、タジキスタンの３国との関係について述べる。内

蒙古と隣接部分については前項で述べているのでここでは繰り返さない。 

 黒竜江省の人口は1998年 3,770万人、これに対し、極東ロシアは130万人で圧倒的に少

ない。新疆の人口は1998年 1,750万人であるのにカザフスタンは1,550万人、キリギスタ

ンは500万、タジキスタンは650万人で、中央アジア隣接３国で計2,700万人である。境

界の距離は黒竜江省が3,040キロメートル、中央アジア３国で3,084キロメートル、この

うち、キリギスタンとは1,000 キロメートルの国境線の距離がある。 

 経済交流を中心とする主な年表は下記のとおりである。○新は新疆、○黒は黒竜江省の出来
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事である。 

1960 年７月 ソ連の技術者の引き揚げ、中ソ敵対関係に入る。 

1962 年９月 14日 ソ連、新疆・黒竜江省にあった商務機関の撤収。 

1963 年 辺境貿易の中断。 

1965年 ○新 中国新疆北端の布爾津と三道河子の両河川税関を閉鎖。伊犁地区のコルガス

一つのみとする。 

1966 年 10月 地方国営貿易の中断。 

1970 年 中ソ間の貿易は全てスイスフランとすることを決定。 

1974 年 ○新 ソ連軍が新疆を攻撃するという噂が広まり、約 50 余万人の漢民族が本土に

逃げ帰る。 

1979 年 12月 24日 ソ連のアフガニスタン侵攻、12月 30日中国厳しく非難。 

1982 年 1月 中国国務院、ソ連との辺境貿易（地方国営貿易）の再開を認可。 

1982年４月 ソ連貿易代表団訪中、「中ソ1982年交換貨物に関する議定書及び付属文書」

に調印。辺境貿易再開に関するもの。 

1983年 中国、黒竜江省、内蒙古の対ソ開放新疆ではコルガスとキリギスタンとの間のト

ルナドの税関事務再開。 

1984 年 12月 17日「中ソ両国間の1985年の交換貨物及び付属協定」に調印。 

1985年７月10日 中国姚依林団長の貿易代表団訪ソ「1986～90年の支援貨物及び付属協

定」に調印。1982年から続けてきた年度ごとの協定を５ヵ年協定に切り換える。 

1986 年７月 28 日 ゴルバチョフのウラジオストック演説、駐モンゴルソ連軍とアフガン

派兵軍の撤退を表明。また、中国との関係改善を呼びかけ。 

1986年９月８日 ソ連タルイジン第一副首相兼国家計画委員会議長の訪中、中ソ国家計画

委員会相互の協力関係協定と中ソ改定領車条約に調印（国家経済関係回復）。 

1986 年 ○新 辺境バーター記帳貿易の再開（黒竜江省では1982年から）。 

1987 年８月 17 日 第２回中ソ国境確定交渉、黒竜江省につき、河川の航行水域を国境と

することに合意。 

1987 ○新 伊犁地区に辺境少額貿易地の設定。 

1988年 ○新 自治区政府「東進西開 双向開放（東部の本土へ進出し、西に開放し、両方

向の開放を進めよう）」のスローガンを決定。 

1988年１月 中国国務院 「新疆開放のための討論紀要」の作成、内部で議論に付す。新
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疆に開放のための９項目の優遇措置を盛り込む。 

1988 年７月 ○新 自治区政府「外国企業の直接投資導入奨励法」の公布。 

1988 年９月 16 日 ソ連、アジア太平洋極東地区の優遇政策を公表、三つの自由貿易地を

決定。 

1988 年 12月２日 ソ連、国営企業・合作企業の対外経済活動を奨励する法案を採択。 

1988 年 中ソ両国地方国営貿易の正式再開 

1989 年１月９日 ○黒 李鵬総理、黒竜江省綏芳河市を視察、「対外貿易の窓口とし、中ソ

友好の掛け橋となれ」と檄をとばす。 

1989 年 ○新 新疆北部の巴古図で少額辺境貿易市の建設開始。 

1990 年４月 中国、ソ連に対し日用品貸与協定。 

1990 年６月 ○黒 ハルピンでソ連東欧に向け盛大な商談会の開催。 

1990年７月 中ソ両国間の経済貿易技術合作協定に調印、255プロジェクト、ソ連側中国

に対し30～40億ルーブルの商品貸与と香港・マカオとの交易の希望を表明。 

1990 年８月 中ソ両国の商務協定。 

1990 年 10月 中ソ間貿易を従来のバーター記帳方式から兌換通貨決済に切り換え。 

1990 年 ○黒 2000 年までの対外開放計画を作成。 

1991 年３月 ○黒 黒竜江省黒河市の黒河島を周辺住民の互市市場に指定。 

1991 年３月 中国、ソ連に10億スイスフランの商品供与。 

1991 年７月３日 ソ連、「外国投資法」を制定。 

1991 年 12月８日 ソ連邦の消滅。 

1991 年 12月 ○黒 綏芳河市を開放都市に指定。 

1992 年１月 中国、中央アジア新国家を次々と承認。 

1992 年 ○新 蘭州からアルマータまでの鉄道全線が開通。 

1992 年 10月 11日 中国・モンゴル・ロシア・北朝鮮の図們江の共同開発に合意。 

1994年４月 李鵬総理 ウズベクスタン、トルクメニスタン、キリギスタン、カザフスタ

ンを訪問。善隣友好と平和共存、互恵の協定、内政不干渉、主権の尊重と地域安定で各

国と合意。 

1994 年５月 ロシア首相の訪中、中ロ間の貿易経済関係の拡大に合意。 

 以上の動きから次の幾つかが読みとれる。 

 第１、常に国家間の改善が先に立っていること。辺境貿易や国境周辺の住民相互の市の
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開設は、ずっと遅れていることが分かる。黒竜江省では黒河市で1991年に、新疆では1987

年の伊犁地区、1989年の北部塔成近くの巴古図で開設が準備された。これは、それだけ中

央統制が厳しいことを意味する。 

 第２、貿易関係では協定に基づくバーター取引が依然として主体であり、1990年になっ

てやっと兌換通貨決済が行われるようになった。バーター方式以外の取引がいつ行われる

かが、経済的開放度を示す一つの目安となろう。 

 第３、開放都市の設定は黒竜江省側が1991年の綏芬河市である。これは1990年７月の

中ソ経済貿易技術協定に沿うものであろうが、新疆地区については開放都市という指定が

見当らない。依然として警戒心が強いのかもしれない。 

 第４、辺境貿易の地方税関、ないしは国境周辺住民の互市のニュースが少ない。図表17 

に◎で示したが、極めて数が少ない。黒竜江省が、南の方から綏芬河、密山、虎林、饒河、

羅北、喜蔭、黒河、漢河の八つ。新疆が北から布爾津、アヘイドハク、吉木乃、巴古図、

阿拉山口、コルガヌ、ベテリ、トルナド、ウルグチャドの九つである。いずれも3,000キ

ロメートルの国境で少なすぎる。国家統制の強さを依然として示すものと解釈できそうで

ある。 

第５、ソ連邦解体直後１ヵ月経たないうちに、中国は各独立国を承認した。これは世界

各国のなかで最も早い。1994年４月、李鵬総理が中央アジア４ヵ国を訪問した際、合意し

た声明の中に内政不干渉が入っている。これ自体当然の項目であるが、新疆と中央アジア

諸国については、同一民族が大量に居住している。早く新しい国を承認すれば、全ての民

族問題を国家間問題として処理できる。新疆に住むカザフ族やウィグル族が問題を起こし

た場合、中国公民として処理できる。よしみをつなぐ民族相互の国境を越えた支援を拒否

できる。なぜ中国が中央アジア諸国をいち早く承認したかは、中国政府のこの計算が入っ

ていると思われる。 

第６、中央政府主導で経済交流を回復させてきたが、単なる貿易ではなく直接投資まで

一気に進んだ。1990年７月に中ソ両国間の経済貿易技術協定ができるが、辺境バーター記

帳貿易が新疆で再開されたのが1986年である。北朝鮮との間にはそれが締結されていない。

また、北朝鮮、モンゴルとの辺境貿易の再開は、先方の要請があって中国側がそれに応じ

たという指摘がない。ソ連（ロシア）の方が実利がある相手という計算と、前２国に対し

ては伝統的な属国意識が見え隠れする。 
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（５）新疆・チベットと南アジア 

① 中国とパキスタン関係 

 パキスタンとの国境は図表18にあり、ほぼ600キロメートルに及ぶ。陸路は、新疆の西

南端カジュカル市からパミール高原、タシコルガンダクを通って国境の町ミンテチに至る。

カラコルム山脈を抜けてパキスタンに通じる。1968年両国間で辺境協定が結ばれ、辺境貿

易が始まる。しかし、5,000 メートルの山越えが必要で、１年のうち半年しか通れない。

したがって、辺境貿易の発展は期待できない。1978 年に中パ友好道路として拡幅された。

1986年５月、同道路は中国人、パキスタン人以外の第３国人にも開放された。1988年に中

国側のカジュガルからの道路420キロメートルの整備がなされ、比較的楽に通れるように

なった。 

今日、パキスタン政府はパキスタン商人が中国国内に入ることを許している。しかし中

国政府は、中国側住民がパキスタンに持ち出す重量制限をしている。このため、この道路

を利用する中国人は、個人か組合型商人に限定されていて、地方政府以上の企業は行って

いないという。 

 中国とパキスタンとの関係は、海路か空路による往来が主で、むしろ対インドの外交上

の意味を兼ねた国家間関係が主である。中ソ対立が厳しくなった1963年３月に、両国間の

国境協定が締結された。その後のほとんどの国と関係を冷却させた文化大革命（1966～76

年）期でも、主脳間の相互訪問があった。1964 年２月と 1965 年６月には周恩来総理が、

1966年３月には劉少奇国家主席が訪問。1968年 12月には両国の経済技術協力協定が調印

され、1976年５月にはブット大統領が訪中している。文化大革命中に、経済技術協力協定

が結ばれた国はパキスタンが唯一である。 

 中国の援助を含めた貿易額にもこの外交がよく反映している。図表19にそれを示す。 

1962年の大激減は理由が分からない。文化大革命中ほとんど減少していないのが注目に

値する。1985年以後、中国の圧倒的な輸出超過となっている。これは政治関係を最優先し

て考える必要がなくなり、経済的必要で対外貿易を考える時代に入ったことを示すものと

言えよう。ありていに言えば、インドと対立関係のみを考慮に入れればよく、対ソ関係を

考慮の外に置ける情況となったので、パキスタンの利用価値がそれだけ下がったためと言

えよう。過去において、中国が自己目的のために周辺国や小国を利用するやり方は、しば

しばみられた。例えば、対ソ関係ではアルバニアがそうであった。1970年代末には対ベト

ナム関係のためにカンボジアが利用された。 
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② 中国とインドとの関係 

 インドは中国にとって今日関係が最も悪い国である。第1にこれはインドが大国であ

り、南アジアに最も大きな影響をもたらしていること。第２にその国との国境紛争は解

決されていないこと。第３は、中国が国家の分裂主義者と認定しているダライ・ラマの

亡命を受け入れているという３点にある。 

 未解決の国境線は極めて長い。図表 20 に紛争地を示しておいたが、４ヵ所ある。係

争地の（４）はカシミール地方で、新中国早々に中央政府が国家統一のためにチベット

へ通じる道路を建設したところである。インドは当然抗議を行った。係争地の（１）は

1959年中印が武力衝突した地で、その広さはネパールの国土面積の半分にも及ぶ。ネパ

ールの面積は 14 万平方キロメートルであるから、紛争地面積は日本の東北地方全体に

も相当する。 

 1950年代中国の周恩来総理とインドのネルー首相はアジア・アフリカ諸国の旗手であ

った。1955 年のバンドン会議では両者が 1954 年に合意した平和５原則を軸に決議文が

採択された。1954 年合意とは４月 29 日、中国チベット地方とインド間の通商、交通協

力を締結した際に提唱したものである。それなのに 1959 年８月係争地の（１）で武力

衝突へと発展した。 

 この要因は、中国政府がチベット反乱に対し武力弾圧を加え、ダライ・ラマがインド

に亡命、インド政府が彼を礼をもって迎えると言明したためである。その背後には、中

国とソ連との対立がある。ソ連は、中国とインドの国境矛盾に対しては中立の立場をと

り、同盟国でありながら中国を支持しなかった。既に中国とソ連との間に危裂が存在し

ていたため、中国はソ連とインドとの連携強化に疑いの目を持っていた。つまり、中国

のチベット併合が、玉突で中国・インド対外を引き起こし、ひいては中ソ対立を抜き差

しできない段階へと深めた。 

 中印両国関係の修復は最も遅く、その動きが出始めるのがやっと1988年 12月である。

両国は共同の新聞発表の形式で関係の修復をする用意があることに合意した。1991 年

12月、李鵬総理が訪印し、中印領事条約と辺境貿易を回復させることに両国が合意した。

1959年の武力衝突後、両国間の辺境貿易は中断、若干ネパールを通して行っていた。1993

年９月インドのラオ首相が訪中し、国境問題の早期解決と国境貿易地点を増やすことに

合意した。 
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 このような外交上の経過が、両国間の貿易にどのように現れているかを図表 21 でみ

る。1963年から1976年までほぼ０となっている。貿易が再開されたのが1977年からで

ある。しかし、辺境貿易はずっと後で、1992年からである。それまでは国家貿易の範囲

しか行ってこなかった。この国家貿易は1995年からにわかに拡大し、図表19でみたパ

キスタンとの間の貿易額を追い越している。1998年ではパキスタンとの貿易額が２倍以

上となった。前述したとおり、パキスタンの政治的利用度は半減したと見て、経済主義

に徹する態度が伺える。ただし、辺境貿易と経済技術協定に基づく相互の直接投資は進

んでいない。今後当面、国境問題を抱えながら経済交流を盛んにしている日ソ関係方式

がとられるものと思う。紛争地域は経済的にそれほど重要なところではないからである。 

 

③ チベットとネパールとの関係 

 中国とネパールとの関係は、中国のチベット問題と対印関係で決まってきた。歴史的

にチベット族はネパール、ブータン、インドに居住し、その数は数十万にのぼるという

（注９）。同族で伝統的にチベットとの取引が行われてきた。図表20でみるように、チ

ベットとネパールとの国境線は1,400キロメートルに及ぶ。高山によって大部分の国境

では交流が妨げられるが、長い伝統で培われてきた往来点は多く、29 ヵ所あるという。

そのうち、今日、開かれているのが五つである。西からプラン、ギロン、ニャラム、亜

東と地図では見つけられなかった「日屋」がある。チベットの対外開放が行なわれた段

階で、伝統的に現在29の交流点（注10）のうち、五つのみである。 

 1953 年から 1962 年までは辺境貿易は全てインドとの間で行われ、チベットとネパー

ルとの間では行われなかったという（注 11）。つまり、チベット―ネパール間の伝統的

な交易点は閉鎖されていたわけである。チベットの対外貿易は、基本的に国家間協定に

基づくものであった。中央政府の統制が極めて厳しく、自治区政府外貿公司のみが担当

し、他に貿易権を与えなかった。これはチベットに対する外からの影響を排除するため

だったと思われる。 

 ネパールとの関係で変化が発生したのが、1959年の中印国境をめぐる武力衝突である。

中国はにわかにネパールを大切にし始めた。中国は1960年３月21日、ネパールと国境

確定を行い、経済援助協定を結んだ。国境協定は1961年 10月に調印された。中印間の

貿易が中断するに及び、中国はやっとネパールとの辺境貿易に踏み切った。1963年から

である。それまでは、チベットとネパールとの間の貿易は一切断たれていた。図表 22
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でみるとおりである。インドが代行していたとは考えられない。もし代行していれば、

インドも中国も、ネパールをインドの属国とみなしていたと解釈できよう。1952年から

1961年まで中国、ネパール間に貿易が一切なかった理由については、今後解明すべき課

題として残す。中国のチベット政策に深く関わる問題がありそうである。 

 1966年５月２日には「中国・ネパール通商・交通及その他に関する協定」を締結した。

この期間が10年らしく、1976年４月に同協定を更に10年延長することに双方合意した。

いつか年限は確認できないが、中国・ネパール友好道路が中国の援助で建設された。中

国・パキスタンも友好道路と命名していた。 

 政策の大転換を行った1978年 12月以後、共産党上層部の間で、文革期において国内

少数民族に対し、弾圧や同化政策の行き過ぎに対する反省が生まれた。1980 年代初期、

指導者は主な少数民族地区を訪問し、緩和政策を打ち出した。チベットでは 1980 年か

ら変化が始まるが、本格化したのが 1984 年からである。緩和策の一つとして、経済主

体を国営集団企業方式から個人経済に移した。対外経済関係では、政府しか握っていな

かった外国貿易権限を各企業に下した。この政策から辺境貿易と国境住民の互市交易が

一気に活発となった。1986年９月、チベット自治区政府は「チベット自治区国境住民互

市貿易管理弁法」を公布した。これにより、国境住民は、国境から 30 キロメートル以

内で交易を許可された品目なら１回2,000人民元まで取引ができるようになった。一部

の品目には、個数と重量制限されているものもある。 

 翌 1987 年４月には「チベット自治区の隣国との貿易を発展させることに関する暫行

条例」を公布した。この条例は、国営、集団所有制企業、個人商人の全てに適用するも

ので、長期にわたって政府のみが貿易権を握るという制度を抜本的に改めた。 

 国境住民が 30 キロメートル以内で交易ができるとした規定により、伝統的にあった

29の交易場が復活したか否かは分からない。税関が置かれたのは五つである。 

 1989年 11月 14日、李鵬総理がネパールを訪問、中国の最高首脳が訪問したのは恐ら

く歴史上初めてではなかろうか。中印国境の武力衝突がネパールを中国と対等に交際す

る地位に押し上げたことは、興味深い歴史の１コマではある。 

 

④ 中国とブータンとの関係 

 ブータンとはチベットとの関係というより、北京の中央政府との関係で処理されるべ

き問題が残っている。それは国境問題である。このためか、国家間の往来のニュースは
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年を刺激し、中国系住民の造反運動を誘発、これにビルマ人が対抗した

暴動。 

1967年10月31日 ミャンマーから中国人技術者の総引き揚げ。以後、貿易・経済技術協力

の中断。 

1975年11月11日 ミャンマー大統領ネウィンの訪中。中断以後の修復。 

1984年12月20日 中国＜辺境少額貿易暫行管理弁法＞の公布。 

1985年３月27日 雲南省政府＜辺境貿易暫行規定＞の制定、27ヵ所の国境住民の互市の許

可。国境線より20km以上も認める。（それ以前細々と続いていた互市は

20km以内）。1990年頃までに87ヵ所に拡大。 

1988年７月24日 ミャンマー政府新経済政策へ転換。国営企業、合作社企業及び私営業者

の辺境貿易を許可。 

1988年７月末  ミャンマー政府対外貿易相の訪中。中国政府雲南省得徳地区に150k㎡の

自由貿易区設置。 

1988年９月   ミャンマー政府、対インド・タイ・ラオス国境貿易の全方位開放を決定。 

1989年12月   雲南省長  ミャンマー、ラオス、タイを訪問。33の経済協力プロジェク

トを結ぶ。このうち、対ミャンマーは11項目。 

1990年４月   ミャンマー政府、辺境貿易を正規の国際貿易に格上げすることを決定。 

1991年４月   ミャンマー政府経済代表国、雲南省を訪問。経済技術協力に調印。 

 

  ラオスとの関係史 

1961年４月25日 中国・ラオス国交樹立。 

1960、70年代、 辺境小額貿易の存在。 

1976年３月15日 ラオス党・政府代表団の訪中。 

1979年     中国・ベトナム関係の悪化で、中国・ラオス関係の悪化。 

1986年     辺境貿易の回復。 

1989年10月15日 ラオス首相の訪中  79年以降の関係悪化を修復。 

1989年12月   雲南省省長のラオス訪問、経済協力プロジェクトを話し合う。 

1991年10月22日 中国・ラオス国境条約に署名。 

 

ミャンマーと中国との経済交流は２回の曲折がある。第１回は50年代の初期で、辺境貿
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のみについてわかるが、同省の辺境貿易のうち、対ミャンマーは 90％以上を占めている。

ミャンマーとの間の辺境貿易がもっとも開かれていることが知られる。 

 また、雲南省全体の対外貿易に占める辺境貿易の比重は1994年まで極めて高いことが図

表 27 から読みとれる。図表 27 の雲南省の「貿易全体に占める辺境貿易」の項は図表 24

の輸出入計で除したものであるが、89年は89％近い。しだいに低下し94年で50％となっ

た。96年以降は10～20％へ低下しているが、これは雲南省の対外貿易が国家貿易、省貿易

として飛躍的に拡大したためである。図表 24 でみる通り、90 年の輸出入総額が３億ドル

であったのが95年には７億5000万ドルへと増大した。その後、６億ドル台に落ちてはい

るが、80年代に比すと飛躍的な増大である。 

 中国とミャンマーとの経済交流はかつぎ屋的な少額貿易から省が管理する辺境貿易の拡

大へと移り、さらに、中央政府、省政府の貿易公司が扱う国営貿易の発展へと移行したこ

とが読みとれる。 

 この背後には政治的環境が大きく左右しているのではないかと思われる。国境はすでに

1961年に画定した。中ソ対立、中米対立、中印対立、中越対立などの波に巻き込まれない

ミャンマー政府の外交政策があった。その上に、ミャンマーの軍事政府は1988年９月に対

中、対タイ、対印度、対ラオス国境の全方位開放政策をとった。この政策の中には外国か

らの直接投資を受け入れる措置も入っており、90年代、東南アジアの中国人系企業、とり

わけシンガポール、香港、台湾企業や欧米先進国の対ミャンマーへの進出がみられ、中国

側がこの勢いに煽られた気配がある。中国側といっても雲南省政府である。雲南省は内陸

省で海への出口がない。国内で沿岸諸省が80年代から急速に発展しているのに、内陸省は

とり残されてきた。海外から雲南省自体が投資を呼び込むために努力を重ねてきた結果が、

ミャンマーとの交流を大きくしたものと思われる。 

 中国のラオスとの関係はミャンマーとやや異なる。すでに年表に示しているように国交

の樹立が1961年とミャンマーの1950年より大幅に遅れたのみならず、国境線の画定がで

きたがやっと1991年である。この理由がわからない。ラオス族はタイ族と同系で、タイ経

済との結びつきが強いと理解していたが、中国との関係ではむしろ、中国・ヴェトナム、

中国・カンボジヤとの関係にかなりの影響を受けてきた。1979年の中・ベトナム戦争によ

り、10 年余の経済交流の断絶があった。具体的には 1989 年のラオス首相の訪中以後、経

済交流の回復の目処がやっとできた。また、ラオスの経済力もあり、中国の公表される貿

易統計には、1990年まで一切ラオスは出てこない。国交が回復されていない国（地域）や
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戦火を交じえた国は貿易統計には出さないが、それ以上に少額であるためと思われる。図

表28でみるとおり、95年が最高で5000万ドル台が最高である。 

 

（７）中国とベトナム 

ベトナムは人口8000万の国で、世界に人口が１億人以上の国が10しかない中で、かな

りの人口大国に入る。中国とは雲南省のハニ族イ族自治省、壮族苗族自治省と広西壮族自

治区とに接する。その国境線は1,300kmに及ぶ。広西自治区は日本の国土面積の64％に及

ぶ24万 km2を擁し、人口は4,700万人、そのうち、少数民族は39％いる。北宋時代から中

国華南に居住していた壮族、瑶族、苗族などが移住し子孫が数多く、ベトナムに居住する。

ベトナムには今日、これらの末裔が130万人以上いると言われている。さらに漢民族でベ

トナムに移住した者の末裔がほぼ100万人。この数の中には、1970年代ベトナムを離れた

漢民族(100 万人と言われている)は入っていない。広西自治区にはベトナムから移住した

これら漢民族のほかに、何百年も前から移住してきてきた岱族、儂族も数多く居住する。

ただし、広西自治区に居住する少数民族は満族や蒙古族のように漢字文化にかなり同化さ

れている。 

歴史的にはベトナムは何回か中国に侵略された経験をもつ。20世紀に入っても漢族支配

者はベトナムを属国とみなしてきた。冒頭に毛沢東の著作から紹介したとおりである。ベ

トナムを「安南」と呼んだが、‘これは南を安定させる’意に通じる。東の朝鮮半島を安定

させる意で「安東」という地名をつくった。1950年これを丹東と改名した。西を安定させ

る意で「安西」という地名は今日でも残る。甘肅省の万里の長城が果てる嘉峪関の西新疆

に近いところである。ベトナムの歴史家の一部にはベトナムの範囲は広西自治区に及ぶと

主張する学者さえいる。民族的血族を重視した史観である。 

20世紀に入って、中国とベトナムの指導者たちに共通の思想をもたらしめたのは列強の

支配である。反植民地主義、反帝国主義運動が中国共産党とベトナム労働党とを共通の思

想を育くませた。1950 年代以後はアメリカの対中国封じ込め政策と 1960 年からの南ベト

ナムの解放運動が一層この思想を強固なものにした。中国とベトナムの国家関係はこの上

に成立していた。 

しかし、1970 年代に入り、中国がアメリカと国交回復した 1971 年から両国間の矛盾が

少しづつ増大した。ニクソンを招いた周恩来外交に‘溺れんとする敵に浮袋を投げる国が

ある’と当時の党機関紙ニャンザンは言葉を投げかけた。アメリカは1975年５月ベトナム
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で敗退し、撤退した。その後、国家統一と社会主義選択に向かったベトナム政府は在住ベ

トナムの漢民族末裔を圧迫した。彼等の多くが個人の商工業者であり、1950年代中国共産

党が国内で行った社会主義改造と同様の改革を実施に移した。私有財産を協同組合化する

政策である。これが流通過程を握っていた漢民族系への圧迫となった。何十万人もの漢民

族系住民は広西自治区へ逃れた。一部はボードピープルとなり、香港や他の東南アジア諸

国に亡命した。もう一つ、ベトナム近海にある西沙群島の領有権をめぐり、両国間の矛盾

は一層深刻化した。 

中国政府は78年４月、ベトナム在住華僑の大挙帰国を公表、５月12日には中国系住民

の排斥に抗議するとともに､21項目の援助打ち切りを宣言、６月16日に、広州、昆明、南

寧のベトナム総領事館の封鎖を要求し、７月３日にはベトナムに対する経済技術援助の全

面停止と技術者の引き上げを行った。1978 年 12 月、ベトナム軍がカンボジアへ侵攻、こ

れを受けて受けて２月14日、中国はベトナム国境全域にわたり、侵攻を開始した。 

それ以後、両国が関係を修復する過程の年表を示す。 

1979 年４月 18日 中越紛争解決のための両国外務次官会議をハノイで開催。 

1980 年７月 22日 ソ連、ベトナム間のベトナム南方の大陸棚での石油開発に関する３協

定締結に領土権侵害を抗議。 

1983 年 中国側、国境住民互市点を４ヶ所再開。 

1988 年 南沙群島で中越間の武力衝突。 

1988 年５月 22日 中国、「西沙、南沙群島問題備忘録」を公表。ベトナムの主張に反論。 

1988 年 中国、辺境貿易地点を４から21に増やす。 

1988 年 ベトナム政府＜外国人の対ベトナム投資法＞を公布。ドイモイ政策へ

の転換。 

1991 年    中国、ベトナム政府間の貿易協定及び両国国境事務処理に関する協定

に調印。 

1992 年３月８日 中越両国、鉄道運輸・郵便・電信・航空運輸など四つの協定に署名。 

1993 年５月 18日 雲南省河口とベトナムのラオカイとの間の国境を14年ぶりに再開。 

1993 年 10月 19日 中越両国、国境・領土問題を解決するための基本的原則につき合意。 

1995 年７月 28日 ベトナム、ASEAN に正式に加盟。 

1995 年 11月 26日 ベトナム、ド・ムオイ共産党書記長の訪中。領土紛争の話し合いで解

決することと関係の強化に合意。 
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国境問題は陸地部分については 1998 年に解決を見た。残っているのは西沙、南沙群島

と領海である。しかし、経済関係は直接投資まではいってないが、貿易関係は飛躍的に発

展している。ミャンマーと同様、両国間の経済関係の修復は1983年の住民互市を矯矢とす

る。それがしだいに辺境貿易に及び国家貿易を行うまでに修復されて、飛躍的に進んでい

る。図表29にそれを示す。 

1979年の中越戦争以後は中国政府の『対外経済貿易年鑑』には中国・ベトナム貿易統計

は全く出てこなくなった。1997 年は国家間貿易が本格化した 92 年にたいし８倍の貿易額

となった。 

今後は海域国境問題が残っていても両国間の経済関係は今後もかなり伸びると予想される。

その理由はベトナムが開放政策を堅持することは ASEAN 加盟で保証されること。ASEAN 域

内での投資の自由化、関税の引き上げが具体的に設定されており、べトナムは他の加盟国

より２～３年の猶予は与えられているが、中国より自由化を加速しなければならない国際

環境が存在していること。ベトナムへの投資は台湾と香港からのものが圧倒的に多い。と

くに台湾の中小企業の進出が驚異的ですらある。1988 年から 98 年の 10 年間で約 43 億ド

ルを投資している。大陸と台湾との関係が少しでも悪化すると、台湾企業はベトナムへの

投資を選ぶようになる。ベトナムの賃金は大陸の開放都市の賃金より大幅に低い。台湾、

香港の資本の投資先選択として、ベトナムは中国大陸にとって競争相手となる可能性が大

きい。さらに、1993年５月に開いたベトナムと雲南省との国境は、雲南省、貴州省の製品

を海に運びだす重要な線である。両国の対外貿易拡大の要求が強まれば強まるだけ、ベト

ナムに頭を下げざるをえない。 

中国政府はべトナムに対しては、このような要素を考慮した政策をとらざるをえなくな

ると考えられる。 

  

６．周辺諸国の中国への影響 

 

鄧小平は改革開放政策の結果、資本主義国の負の社会現象が中国に及ぶことに関し、

「窓を開ければ、蝿が入るのは避けられない」と言ったと伝えられる。資本主義国のハエ

はいろいろの病原菌をもたらすが、病原菌が入ったからといって人々の身体は病気になる

わけではない。免疫があり抵抗力を有しさえすれば恐がる必要はない。問題は抵抗力があ

るが否かである。 
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1980年代中頃から中国社会はこの抵抗力を少しずつ弱めてきた。最大のものが拝金主義、

あらゆる権力と機会を利用して金をつかむこと。このために隣人も友人も裏切ってよいと

いう行動がしだいに多くなりつつある。とくに上から下まで各々の段階の大中小の権力を

握る者がそれ相応にこの目的を実現しようとする。モラルハザードという言葉でとても包

摂しきれないほどの腐敗が蔓延している。この意味で外からのハエに対する抵抗力はかな

り落ちている。 

先進国への開放は、資金と技術を呼び込むためである。周辺諸国への開放は市場の確保

が最大の眼目である。これは香港、台湾をトップとし、沿岸大都市→沿岸地域→内陸部→

辺疆という格差構造が存在し、近隣周辺国の山岳部が同様に貧しく、中国国内辺疆が本土

の市場と資源提供者となることの延長上にある。少数民族地区や周辺諸国を資源提供地と

のみ見るとそこに住んでいる人間が見えなくなる。金と技術をもってくる者は尊敬するが

貧しい遅れた者は軽蔑するという構造は基本的に変わらないであろう。 

周辺 14 カ国から抵抗力を弱めつつある本土に吹き込んでいる影響の風は二つある。一

つはイスラム原理主義、他の一つは密輸、エイズ、麻薬などである。 

イスラム原理主義は 1979 年のイラン革命からイスラム社会に影響を与え始めた。新疆

からメッカへ巡礼が出られるようになったのが1988年からである。中国社会に住むイスラ

ム教徒ははなはだ多い。雲南、広西などの南方諸少数民族の中にもかなりイスラム教徒が

いる。彼らが中央や沿岸地方の高度生産力の一部を消化する市場が資源提供者としか扱わ

れないと自覚したときは騒動が発生しよう。周辺国はこの風を中国から吹き込んでいる。 

二つ目の風の密輸、エイズ、麻薬は年々中国を蝕んでいる。エイズは広西、雲南に最も

多い。南からのもらい物である。麻薬は1998年中国当局で挙げられたものが15.6t（注13）。

日本は1999年 2t挙げているが、この数量は過去5年間の総和に等しく、異例の年であっ

た。日本は年間平均4,000t～5,000tである。人口比にしても中国は日本の10倍にあるか

ら、４～５tで日本の1998年以前の水準に相当する。13tはそのほぼ３倍である。日本へ

は中国と北朝鮮ルートが多いらしい。他にシンナーなど精神薬物80万片、簡単に製造でき

る有毒化学薬物原料32.7万 t。 

毎年大規模な捜査をしているが、1988年はとくに、香港からの密輸主要地の広東省の各

水域、蒙古と北朝鮮との辺疆を重点に捜査した。 

図表30は 1999年 10月 27日付の『人民日報』に掲載された1998年９月から1999年９

月までに中国税関が押収した密輸品の上位10品目表である。 
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密輸で大宗品は‘両車’（乗用車とオートバイ）、‘両油’（石油製品、食用油）、‘両料’（化学原

料、紡繊原料）とコンピューター類をいう。これ以外に鏡、弾薬があり、エロビデオや宗教関係

ビデオは128万件に及んだという。 

大宗品は香港、台湾からのものが多いようだが、砂糖、澱粉や植物油などはミャンマー、べト

ナムからかなり入る。国内の食用油、砂糖は、澱粉は大幅な値下がりをおこし、砂糖の場合は

2000 年中に砂糖工場を 5 分の 1くらい閉鎖予定である。澱粉はキャサバを原料とするのが多く、

ベトナムやラオスから入る。このため、雲南省、広西自治区では、キャサバ農民が大きな打撃をう

けている。果物ではリンゴが国内で過剰生産の上に、密輸品が多く、やはり値崩れが激しい。 

密輸ラインは麻薬がミャンマー、ラオスのみならず北朝鮮があるようだ。南アジアとチ

ベットとの国境線も密輸ルートの一つで、1999 年 11 月３日の『人民日報』紙はチベット

の高原での密輸パトロールを写真入りで掲載している。記事は押収品は武器弾薬、宗教関

係、薬物、絶滅の危機に瀕する動物の皮革など多様であると述べている。 

すでに図表 25 で雲南省と北ミャンマーとの公に開らかれた交通路が 342 あることは紹

介した。実際に民が往き来しているルートはこの数よりはるかに多いと想像されている。

新疆・パキスタン国境のように4,000m級の峠を越えなければならず、半年雪で覆われるよ

うな地域は例外として2,200余 Kmの国境線があるから、政府が国境管理を徹底することは

極めて難しい。ましてや同一民族が川や山、丘を隔てて40～50年前まで共通の社会を作っ

てきたのが辺境である。ここを国家権力で線を引いても人々の往来を遮断することは至難

の業である。上が戦火を交えても数年すると、辺境住民は互市をひそひそと開き、しだい

に多くなって省段階で辺境貿易を認めざるをえなくなり、ついに国家貿易を許すというベ

トナムやミャンマーでみたケースが通例である。 

周辺諸国と窓口を開けば開くだけ、西と北からはイスラムの風が、東と南からは密輸、

エイズ、麻薬の風が吹き、抵抗力を弱めて中国社会をより深く混乱させると思われる。 

 

７．おわりに 

中国は 2200 余 Km の境界で 14 カ国と接している。このうち、アフガニスタンを除く 13

の周辺国との関係をみてきた。歴史を振り返えると隣国の中で比較的仲良しなのはパキス

タン1国、やや仲良しがミャンマーであることが知られる。その他の周辺国とは‘友好’ ‘友

好’と毎日叫ばないといけない関係であることがわかった。その中でも、インド、ブータ

ン、ベトナム（領海）とは未だ国境は画定されていない。この３国との間は今後もかなり、
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神経を使う間柄だと予想される。しかし、1960 年から 1980 年代中頃のような戦火を交え

るかそれに近い状態、国境を全面封鎖せざるをえない状況は今後はしばらくは起こらない

と思われる。1990年代に入って大方の近隣国との修復を終えている。 

今後は経済的交流が主となる関係となろう。その場合、対等な立場ではなく、やはり、中

国製品の市場の一つとしての位置づけと資源の中国への提供者という位置づけになるので

はないかと思われる。反ソ、反米の外交政策の一つのコマとして使われるというような位

置づけはやはり過去のものとなったと言ってよい。 
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（注１）楊徳穎主編『中国辺境貿易概論』 中国商業出版社、1992年版、P８。 

（注２）岡田宏二『中国華南民族社会史研究』汲古書院、1993年版。 

（注３）竹内実監修 毛沢東文献資料研究会編『毛沢東集 第７巻 延安期(1939.9～

1941.6)』北望社、1971年版、P98、105。 

（注４）楊徳穎、前掲書、P21。 

（注５）年表は安藤正士論稿（岡部達味・安藤正士編『別巻 中国研究ハンドブック 

原典 中国現代史』岩波書店､1996 年）による。 

（注６）楊徳穎、前掲書、P34。 

（注７）楊徳穎『中国対外経済貿易年鑑』 

各年版、安藤正士稿による。 

（注８）楊徳穎、前掲書、P33。 

（注９）楊徳穎、前掲書、P209。 

（注 10）楊徳穎、前掲書、P207。 

（注 11）「1987年西蔵対外貿易」『中国対外経済貿易年鑑』1988年版、P271。 

（注12）彭永岸等『中緬辺疆地区経済発展互補研究』これまでの年表作成に使用した史料

の他に（雲南大学出版社、1998年）を追加資料として作成。 

（注 13）『中国対外経済貿易年鑑』1999/2000 年版、P85。 

 

 

 

 

 





 －261－ 

 

図表２ 中国の辺境省（1998年）と周辺国（1997年）のＧＮＰ（ドル） 

〔出所〕 

(1) 中国、台湾、香港： 
「中国統計年鑑」1999 年版 

(2) 周辺諸国のＧＮＰ 

The World Bank, World Development 

Report,1998/99.付表 

(3) 台湾「自由中国之工業」1999 年

12 月号付表 

台湾 
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韓国 
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910 

黒竜江 
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2,230 
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内蒙古 

蒙古共和国 390 

770 

中国平均 
520 
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上海 

浙江 
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福建 
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390 
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タジキ 
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330

江蘇 

キリギ 
スタン 440 

カザフスタン 
1,340

750 

新疆 

1,124 

遼寧 

ネパール
 210 
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図表３ 周辺国隣接省の少数民族自治地域の一人当たりＧＤＰと当該省の平均（1996 年) 

 

  （元、％） 

 全省・自治区① 少数民族行政区② 比  率 

内 蒙 古 4,259 2,518 59.1 

遼 寧 省 7,730 2,892 37.4 

吉 林 省 5,163 3,053 59.1 

黒 竜 江 省 6,468 2,442 37.8 

広 西 4,081 2,356 57.7 

雲 南 省 3,715 1,577 42.4 

チ ベ ッ ト 2,732 2,239 82  

新 疆 5,167 2,930 56.7 

〔出所〕 

(１)「中国統計年鑑」1997年版 P45 

(２)「中国民族統計年鑑」1997年版 P264、307 
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図表４ 辺疆地域の低所得（1992年一人当たりＧＤＰ、元） 

 

〔出所〕 

彭永岸等 
「中緬辺彊地区 
 経済発展互補研究」 
 雲南大学出版社1998年版 P5

ラオカイ 

484 

ラオス 

ミャンマー 
河口 

開遠 

広西 

貴州 
雲南省 

大理 

875 

715 

瑞麗 

445 

海 

思茅 

495 
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図表５ 1998 年の地域格差（一人あたりＧＤＰ） 
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図表６ 夏夷の中華思想の空間的広がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７ 辺疆４省への移動率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所〕拙稿「中国－漢民族による新疆の経済支配」、広瀬崇子編 

「イスラーム諸国の民主化と民族問題」未來社、1998年版 P247 

漢字文化 
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図表８ 新疆生産建設兵団師（局）分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所〕図表７に同じ。 
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五家渠 新彊生産建設兵団 

烏魯木斎市 哈密農場管理局 
哈密市 

工程建筑第一師 
烏魯木斎農場管理局 

農八師 
石河子市 

農二師 
庫尓勒市 農一師 

阿克蘇市 

和田農場管理局 
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農三師 
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図表９ 新疆の総人口、漢民族人口、兵団人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所〕図表７に同じ。 
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図表 10 中国の国境確定地と未確定地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所〕拙稿「国境紛争－東アジア」「Ａｓｉａ21」大東文化大学現代アジア研究所、

1992年 12月 P164 
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図表 11 太平洋側からの開放の進捗度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 1980.5：４ 経済特区 

１．アモイ、２．汕頭、３．深 、４．珠海 

○ 1984.5：13 経済開放都市 

５．大連、６．泰皇島、７．天津、８．煙台、９．連雲港、10．南通 

11．上海、12．寧波、13．温州、14．福州、15．広州、16．湛江 

17．北海 

● 1992.8：５ 沿江都市 

18．重慶、19．岳陽、20．武漢、21．九江、22．蕪湖 

15．省都（地図上に銘記） 

□ 1991： ４つの対ロシア開放都市（地図上に銘記） 

□ 地域全体の開放 
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図表 12 経済交流の形式 

呼   称 管  理  権 管理場所あるいは交易地点 

国家貿易 中央政府 国家級税関 

 地方省級政府 省級政府税関 

辺境貿易 中央政府 同   上 

 地方省級政府  

 地方県級政府  

住民の市
イチ

 － 国境の指定された場所 

（互市貿易）   

 

図表 13 北朝鮮と吉林、遼寧省 
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図表 14 中国の北朝鮮との貿易 

（万米ドル） 

年 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 収   支 

1952 2,341 2,141 200 1,941 

1960 12,037 6,740 5,297 1,443 

1965 18,026 9,701 8,325 1,376 

1966 20,322 11,476 8,845 2,631 

1967 17,663 9,364 8,299 1,065 

1968 11,306 6,719 4,587 2,132 

1969 9,215 4,721 4,494 227 

1970 11,508 6,088 5,420 668 

1971 16,673 9,432 7,241 2,191 

1975 48,187 28,406 19,781 8,625 

1980 67,757 37,423 30,334 7,089 

1985 47,304 22,800 24,504 -1,704 

1990 44,220 30,527 13,693 16,834 

1995 54,980 48,619 6,361 42,258 

1998 41,302 35,571 5,731 29,840 

〔出所〕1952～80年：「中国対外経済貿易年鑑」 1984 年版 P10-17 

 1985 年：〃 1986 年版 P961 

 1990 年：〃 1991 年版 P331 

 1995 年：〃 1996/97 年版 P578 

 1998 年：〃 1999/2000 年版 P431 
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図表15 内蒙古と蒙古共和国・ロシア 
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図表 16 中国のモンゴルとの貿易 

（万米ドル） 

年 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 収   支 

1952 28 － 28 -28 

1960 4,454 4,132 322 3,810 

1965 1,169 761 408 383 

1966 280 189 91 98 

1967 35 17 18 -1 

1968 172 78 94 -16 

1969 167 61 106 -45 

1970 340 82 258 -176 

1975 491 229 262 33 

1976 93 52 41 11 

1977 537 260 277 -17 

1980 771 352 419 -67 

1985 568 370 198 172 

1990 3,806 2,679 1,127 1,552 

1995 16,195 6,291 9,904 -3,613 

1998 24,329 6,254 18,075 -11,821 

〔出所〕1952～80年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-22 

 1985 年：〃 1986 年版 P961 

 1990 年：〃 1991 年版 P331 

 1995 年：〃 1996/97 年版 P578 
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図表 17 黒竜江省と隣接ロシア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 税関の設置（綏芬河、黒河は回復、他は1988年新設） 

□ 開放都市（1991、綏芬河） 
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図表18 新疆と中央アジア３国 
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図表 19 中国のパキスタンとの貿易推移 

（万米ドル） 

年 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 収   支 

1954 2,207 110 2,097 -1,987 

1960 1,740 187 1,553 -1,366 

1962 486 277 209 68 

1964 6,032 1,340 4,692 -3,352 

1965 5,960 1,555 4,405 -2,850 

1970 7,022 2,888 4,134 -1,246 

1975 8,598 7,058 1,540 5,518 

1980 31,002 13,453 17,549 -4,096 

1985 23,357 19,337 4,020 15,317 

1990 63,408 56,604 6,804 49,800 

1995 101,149 78,862 22,287 56,575 

1996 96,375 62,148 34,227 27,921 

1997 106,787 68,871 37,375 31,496 

1998 91,276 52,376 38,900 13,476 

〔出所〕1954～80年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-23 

 1985 年：〃 1986 年版 P961 

 1990 年：〃 1991 年版 P331 

 1995 年：〃 1996/97 年版 P578 

 1996 年：〃 1998/99 年版 P404 

 1998 年：〃 1999/2000 年版 P431 
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図表20 新疆・チベットと南アジア 

〔出所〕 エアリアマップ、 
B 中国 D 
昭文社、1995 年版 
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図表 21 中国のインドとの貿易の推移 

（万米ドル） 

年 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 バ ラ ン ス 

1952 3,529 2,471 1,058 1,413 

1959 2,230 599 1,631 -1,032 

1960 1,440 387 1,053 -666 

1961 294 220 74 146 

1962 177 124 53 71 

1963 0 0 0 0 

1964 27 0 27 -27 

1965～76 は記載なし、０と思う。   

1977 245 155 90 65 

1980 10,301 3,776 6,525 -2,749 

1985 7,301 5,639 1,662 3,977 

1986 8,478 6,200 2,278 3,922 

1988 10,796 8,471 2,325 6,146 

1990 15,830 11,530 4,300 7,230 

1995 116,281 76,528 39,753 36,775 

1996 140,670 68,754 71,916 -3,162 

1997 183,032 93,306 89,726 3,580 

1998 192,230 101,660 90,570 11,090 

〔出所〕1952～80年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-17 

 1985 年：〃 1986 年版 P961 1986 年：〃 1988 年版 P364 

 1988 年：〃 1989 年版 P312 1990 年：〃 1991 年版 P331 

 1995 年：〃 1996/97 年版 P578 

 1996・97年：〃 1998/99 年版 P404 

 1998 年：〃 1999/2000 年版 P431 
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図表 22 中国のネパールとの貿易 

（万米ドル） 

年 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 収   支 

1950 26  26 -26 

1951 10  10 -10 

1952 以後 1956 年まで ０   

1957 0.01 0.01  0.01 

1958 0.1 0.1  0.1 

1959 0 0 0  

1960 0.3 0.3 0 0.3 

1961 1 1 0 1 

1962 28 28 0 28 

1963 131 131 0 131 

1965 154 154 0 154 

1970 453 448 5 443 

1975 935 574 361 213 

1980 1,076 974 102 872 

1985 1,771 1,600 171 171 

1990 3,635 3,257 378 2,879 

1995 5,360 5,340 20 5,320 

1997 6,774 5,808 966 4,842 

1998 7,210 6,688 522 6,166 

〔出所〕1950～80年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-22 

 1985 年：〃 1986 年版 P961 

 1990 年：〃 1991 年版 P331 

 1995 年：〃 1996/97 年版 P578 

       1997・98年：〃 1999/2000 年版 P431 
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図表24 対ミャンマー貿易         （万米ドル） 

 輸出入計 輸 出 輸 入 収 支  

1951 879 179 700 -521  

1952 106 39 67 -28 

1954 89 37 52 -15 
国家へ貿易権の集中 

1955 2,797 1,068 1,729 -661  

1961 6,059 2,091 3,968 -1,877  

1965 4,225 2,580 1,645 935  

1967 2,109 1,297 812 485 ラングーンの反中国暴動の 

1968 141 141 ---- 141 発生 

1969 0.4 0.4 ---- 0.4  

1970 448 371 77 294  

1971 1,780 908 872 34  

1975 3,123 1,465 1,658 -193  

1980 5,143 1,709 3,434 -1,725  

1985 7,024 3,067 3,957 -890  

1990 30,629 23,125 7,504 15,621  

1993 48,949 32,466 1,6483 15,983  

1995 76,740 61,785 14,950 46,835  

1996 65,853 52,112 13,741 38,371  

1997 64,350 57,009 7,311 49,698  

1998 58,090 51,886 6,204 45,682  

 

〔出所〕 

  1951～80年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-15 

  1985 年： 〃 1986 年度版 P961 

  1990 年： 〃 1991 年度版 P332 

  1993 年： 〃 1995/96 年度版 P409 

  1995 年： 〃 1996/97 年度版 P578 

  1996・97年： 〃 1998/99 年度版 P404 

  1998 年： 〃 1999/2000 年版 P431 
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図表 26  中国とミャンマー北部の通過点と税関 

地 域 名 国境線距離 税 関 住民互市 通過地点数 

怒江州    450km 省 級１ 5 29 

保山地区    168 省 級１ 5 19 

徳宏州    504 
国家級２ 
省 級２ 

13 103 

臨滄地区    291 省 級２ 14 73 

恩茅地区    302 
国家級１ 
省 級１ 

11 72 

シーサパンナ地区    282 
国家級２ 
省 級１ 

9 48 

計   1997 
国家級５
省 級８ 

57 342 

〔出所〕  彭永岸等「中緬辺疆地区経済発展互補研究」雲南大学出版社、1998年版 P67 

 

図表 27 雲南省の辺境貿易                                  （万米ドル、％） 

 
輸出入計 輸出 輸入 収支 

貿易全体に占

める辺境貿易 

辺境貿易の対ミ

ャンマー 

1989 25,462 13,334 10,322 3,012 88.6％ 23,145 

1990 20,272 12,792 7,480 5,312 66.2 19,572 

1991 20,589 12,375 8,214 4,161 52.5  

1992 29,490 18,216 11,274 6,942 74.4  

1993 37,295 25,080 12,208 12,872 76.2  

1994 (1)  25,483 11,549 11,602 -53 49.7  

 (2)  41,503 25,201 16,302 8,899   

1995 22,492 11,549 10,945 604 29.3  

1996 13,648 4,540 9,108 -4,568 20.7  

1997 7,413 4,201 3,212 989 11.5  

1998 13,089 8,896 4,193 4,703 22.5  

  〔出所〕 

  1989・90年    ：「対外経済貿易年鑑」1991年版 P279  

  1991・92年    ： 〃  1993年版 P354  

  1993・94年(2) ： 〃  1995/96年版 P352  

  1994(1)・95年 ： 〃  1996/97年版 P515  

  1996・97年  ： 〃  1998/99年版 P333  

  1998年    ： 〃  1999/2000年版 P359  
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図表28 対ラオス貿易       （万米ドル） 

 輸出入計 輸出 輸入 収支 

1950～90年  貿易統計上の記録なし  

1991 1,338 1,115 222 893 

 1992 3,153 2,785 368 2,417 

 1993 4,063 3,712 351 3,361 

1994 4,036 3,597 438 3,159 

1995 5,422 4,777 645 4,132 

 1996 3,484 2,668 816 1,852 

 1997 2,875 2,293 582 1,711 

 1998 2,573 1,783 790 993 

〔出所〕 

1991・92年：「中国対外経済貿易年鑑」1993年版 P446  

1993・94年： 〃 1995/96 年版 P409  

1995 年  ： 〃 1996/97 年版 P578  

1996・97年： 〃 1998/99 年版 P404  

1998 年  ： 〃 1999/2000 年版 P431  
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図表 29 対ベトナム貿易 

（万米ドル） 

 輸 出 入 計 輸   出 輸   入 収   支 

1952 127 60 67 -7 

1955 4,602 4,314 288 4,026 

1960 8,331 6,445 1,886 4,559 

1965 15,037 12,483 2,554 9,929 

1970 13,516 12,884 632 12,252 

1975 24,243 22,611 1,632 20,979 

1978 5,701 1,633 4,068 -2,435 

1979～90 年 貿易統計上に記録なし 

1991 3,223 2,140 1,083 1,057 

1992 17,907 10,636 7,271 3,365 

1993 39,728 27,465 12,263 15,202 

1994 53,282 34,166 19,116 15,050 

1995 105,219 72,013 33,206 38,807 

1996 115,063 84,215 30,848 53,369 

1997 143,564 107,854 35,710 72,144 

1998 124,579 102,844 27,736 75,108 

〔出所〕1952～55年：「中国対外経済貿易年鑑」1984年版 P10-28 

 1991･92 年： 〃 1993 年版 P447 

 1993･94 年： 〃 1995/96 年版 P410 

 1995･96 年： 〃 1996/97 年版 P579 

 1997 年： 〃 1998/99 年版 P405 

 1998 年： 〃 1999/2000 年版 P431 
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図表 30 1998 年９月～1999 年９月までの押収された密輸品上位 10 品目 

 （万元） 

 品   目 数   量 評 価 額 

1 通信設備 74 台 309,597 

2 化学原料 897,363 t 165,592 

3 食 用 油 149,900 t 94,651 

4 化    繊 728,897 t 73,555 

5 コンピューター 42,345 t 70,987 

6 羊    毛 9,420 台 43,917 

7 鋼    材 172,733 台 41,122 

8 自 動 車 2,208 台 34,855 

9 各 種 紙 37,259 t 26,504 

10 石油製品 118,342 t 23,668 
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（参考）      アジア外縁諸国の経済情勢研究会メンバー一覧 
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