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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



 －54－

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



 －63－

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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