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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。 
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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。 

 

＜参考文献＞ 

Central Bank of Sri Lanka, Economic Progress of Independent Sri Lanka, Colombo, 1998. 

W.D. Lakshman (ed.), Dilemma of Development; Sri Lanka Association of Economists, 



 －77－

Colombo, 1997. 

D.Panditaratne and P. Ratnam (ed.), The Draft constitution of Sri Lanka; Critical 

Aspect, Law and Society Trust, Colombo, 1998. 

鈴木正崇著『スリランカの宗教と社会』 春秋社、1996年。 



 －78－

（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） 
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 ＧＤＰ（市場価格、100万ﾙﾋﾟｰ） 
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ＧＤＰの構成（各項目のＧＤＰに占める割
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 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） 
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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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