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　私はこの「アジア太平洋レクチャー」で講演する機会が与えられたことを大

変名誉に思っている。また、日本国際交流センターと東南アジア研究所という

著名な二つのシンクタンクが主催する会議に招いていただいたことにも感謝し

たい。

　今日、ここで、きわめて「アジア的」な主題について講演できることを私は二

つの異なる理由から大変光栄に思っている。第一の理由は、私自身の満足と

いう全くの個人的な理由である。私のアジアとの一体感は極めて強固なもので

ある。幸いなことに、私が学んだ学校は、アジアについて教えることに熱心で

あった。その学校は、詩人にして夢想的な思想家であるラビンドラナート・タ

ゴールがサンティニケータンに開いた進歩的な学校で、特にサンスクリット語な

どの古典教育を重視する一方、アジア、とりわけ中国、日本、朝鮮、タイ、インド

ネシアなどの歴史と文化について、さらにアラビアとペルシャの伝統について

学ぶ絶好の機会を与えてくれた。私は子供時代、一時期をインド（後にバングラ

デシュとなる地域を含む）で過ごしたが、父がビルマのマンダレーで三年間教

師を務めたため、そこで暮らしたこともあった。
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　ずっと後になって、タイで数カ月を過ごしたが、そこでも到着と同時にくつろ

いだ気分を味わえた。その後、日本、中国、その他、フィリピンや韓国などのア

ジア地域を旅行した時も、同じような親近感を覚えた。それはこれらの（あるい

は別の）アジア諸国について子供のころに学んだことを絶えず思い起こしたか

らだけではなく、ティーンエージャーになるころには、アジアとの一体感が私のな

かに深く根を下ろすに至っていたからでもあった。

　私は今、こうしてシンガポールに滞在していることを嬉しく思っている。シンガ

ポールは以前に一度訪れたことがあるだけで、しかも極めて短期間の滞在

だった。この偉大な国の経済および文化の目覚しい発展を目の当たりにするの

は素晴らしいことである。この国は経済開発で成功を収めると同時に活力に満

ち、しかも調和の取れた多文化社会を建設するという偉業を成し遂げた。古典

サンスクリット語では、この地は「獅子の都」、すなわち百獣の王の都である。シ

ンガポールが達成した偉大な成果は、獅子を思わせる特徴を数多く具えてい

る。堂々たる優雅さもその一つだ。今日の講演で、私は多岐にわたる問題に触

れたいと思っている。人々の一層の支援を必要とする問題、また、それほど身

近ではないもののもっと関心を払うべき問題についても取り上げてみたい。この

地で、今夜、こうして皆さんを前に講演するのは大変喜ばしいことである。

アジアと開発に対する一般的な理解

　私が大変光栄に思う第二の理由は、個人的なものではなく、知的なものであ

る。アジアは開発一般のプロセスに関する理解と知識を得るための優れた材

料を提供している。アジアの成果と問題を詳細に分析することは、開発には何
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が必要であり、課題は何かを把握するためのよい方法である。アジアは、さまざ

まな分野で多様な経験を積んできており、そのなかには非常に成功した例も

あった。総体的な検証によって、開発についての標準的な問題に対する新たな

答えが提供されただけでなく、問題が再定義される結果となっている。

　さらに言えば、アジア地域が直面してきた問題や困難に関する研究さえも、

開発プロセスに何が要求されるかを理解するためのよい材料になりえる。（この

会議の関心事である）アジアの開発戦略は、当然この地域を対象としたもので

あるが、究極的には広く世界的な有用性ももっている。そういうわけで、私が取

り上げるよう求められた課題は、地域的な意義とともに普遍的な意義をもってい

るのである。

未来を創るための過去の評価

　先ず方法論に関して、二つのことを指摘しておきたい。第一は、たとえわれわ

れの主たる関心がアジア地域の直面する問題や困難に向けられているとして

も、この地域の特異な成功（確かにそれは偉大な成功である）と、その成功を可

能にした一般的戦略とを理解する試みから始めるのが妥当だろうということで

ある。われわれは新たな戦略を求めるべきなのかもしれない。だが、アジア地域

の成功の基礎となった豊かさと創造性を守り、それを土台にして積み上げてい

くやり方も理に適っている。私は、重要な意味において、新しいものは古いもの

から出てこなければならないことを主張したいと思う。

　第二は、新旧の戦略の評価についてである。これは極めて詳細にわたるもの

から、かなり一般的なものまで、さまざまなレベルで行うことが可能だ。目的に応
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じて異なるレベルの評価を行い得るのである。この講演では（その性質上）、極

めて一般的なレベルなものにならざるをえない。これとは別に、行政面での個

別性を含め、具体的な多くの問題があるが、それは一般的な説明を理解して

いただいた後で取り上げることにする。ここではまず、全体像を把握することか

ら始めなければならない。一般的なレベルで言うなら、私は、この地域の成功の

基礎となった哲学があると考えている。最初に日本で発展し、次いで他の場所

でも実地に移されて大きな成功をみた「東の戦略」と言ってもよいようなものが

あったのである。そしてまた、古い戦略のもとにある哲学のなかに、その一般的

なアプローチを敷衍・改善し、いまこの地域が直面する大きな問題や困難に対

処する手掛かりを見いだすことができるとも考えている。

経済開発と制度の補完性

　アジア地域でみられた経済発展プロセスの大きな特徴の点検を始めるにあ

たっては、まず日本から検討すべきだろう。これまで工業化と経済発展は欧米

だけの独占物とみなされることが少なくなかった。この分野における日本の目

覚ましい成功は、極めて力強く、確固たるもので、経済発展一般の性質につい

ての学習と理解の素材としては大変魅力的である。後に、東アジアおよび東南

アジアで顕著な経済成長が達成され、経済発展の本質や成長を引き起こすも

のは何かを究明するための新たな材料となった。多くの論者、特に欧米の論者

は、この成功も国際貿易の生産性に対する自分たちの以前からの信念が確認

されただけのことで、（そこには新しいことは何もないかのように）受け止めた。

だが、より詳しい分析の結果、日本や東アジアおよび東南アジアの発展プロセ
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スにはいくつもの他にはない顕著な特徴があることが明らかになっている。

　その特徴として第一に挙げられるのは、変革の原動力として基礎教育が重

視されたことである。第二は、基本的な経済的諸権利・諸機会を（教育や訓練、

土地改革、信用の供与を通じて）広く普及させたことであり、これによって市場

経済の提供する機会へのアクセスが拡大したことである。第三は、開発計画に

おいて、国家の施策と市場経済が周到に組み合わされたことである。さらに基

本的なこととしては、こうした成功の基礎に、われわれが住む社会が多数の制

度に支えられ、われわれ自身、そして他者に役立つ能力は、各自が享受するさ

まざまな自由があってこそ発揮できるのだという了解（それは暗黙ではあった

が確固としたものだった）があった。その自由とは、社会的な機会および市場経

済が存在すること、そして個人の潜在能力の開発が行われ社会を支える仕組

みが整備されていることなどである。後で、この成功を遂げた地域が近年経験

した問題や困難、そして失敗について検討する際に、この基本的な了解（とり

わけ制度の多さと多様性についての了解）の十分な活用にこそ、現時点の問

題の解決策と、将来におけるこの種の危機の予防策があることを述べるつもり

である。だがその検討は、もっと後まで取っておくことにする。

制度と自由

　個人は多様な制度のもとで生活し、行動している。われわれの機会や展望

は、どのような制度が存在し、それらがいかに機能するかによって大きく左右さ

れる。制度は自由に影響を及ぼすだけでなく、自由にどう貢献しているかという

ことに照らして評価することもできる。さまざまな論者が特定の制度（市場、ある

基調講演
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いは民主主義体制、メディア、公的分配システムなど）に焦点を当て論じてい

るが、それらを一体としてみて、つまり、他の制度と組み合わされて、何ができ、

何ができないかを論じることもできる。あらゆる制度は、このような総合的視点か

ら理解し、検討しなければならない。

　市場メカニズムは、感情的な賛成論と反対論を呼び起こす。だが、市場メカ

ニズムはそれをとおして人びとが互いに作用し合い、相互利益につながる活

動を行う基本的な枠組みである。このような観点からみると、分別のある批評家

が市場メカニズムの幅広い活用になぜ反対し得るのか、理解に苦しむところで

ある。問題が生ずるとすれば、それは市場メカニズムそのものの存在ではなく、

他の要因に由来するのが普通である。市場取引を利用するための準備が不

足していたり、無制限な情報秘匿が行われたり、強者が非対称的に有利な立

場で資源に関する情報を得たり資源を支配することが放任されていたりする

のである。これらの問題には、市場メカニズムを廃止するのではなく、市場をより

よく、より公正に機能させることで対処していかなければならない。市場が何を

達成できるかは、政治および社会の仕組みに深く関わっているのである。

　市場メカニズムは、それによって提供される機会が合理的に共有されるよう

な状況の下で、大きな成功を収めてきた。それを可能にするためには、基礎教

育および基本的な医療施設が提供され、経済活動のための資源（たとえば土

地は農業という経済活動に不可欠である）が広く自由に利用できなければなら

ない。そのために適切な公共政策（学校教育、医療、土地改革など）が必要な

のである。市場により多くの余地を与えるための「経済改革」が至上命令とされ

る場合でさえも、こうした社会的機会の提供のためには、単に市場の整備にと
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どまらない、慎重でしかも決然たる公共政策が要求されるのである。

日本の経験－公共政策と個人の機会

　発展途上国全般との関連で、社会的機会の創出において政府主導の政策

措置が必要である点は、極めて重要である。そうした社会的機会を広く共有す

ることによって、国民の大半が経済拡大のプロセスに直接参加することが可能

になるのである。日本の経験とそれに続く東アジアおよび東南アジアの成功に

よって、一部の政策サークル、特に欧米の政策サークルにおいて、多くの場合

疑われることもないままに通念とされてきた見解、すなわち人間の開発はその

国が豊かにならなければ実現できない贅沢である、という見解が信用するに値

しないことが立証された。東アジア経済の最近の成功（日本の場合はもっと早

かった）の最大の衝撃は、この暗黙の偏見が完膚なきまでに打ちのめされたこ

とだろう。これらの経済は比較的早い段階で教育を広く普及させるなど、国民

の大半を経済取引や社会変革へ参加させるべく諸権利・初機会を付与する政

策を推進した。これは一般的な貧困による制約が打破される以前に起きたこと

である。さらに言えば、このような幅広い対応が、貧困による制約を打破するの

に大きく貢献したのである。

　日本の場合を考えてみよう。19世紀半ばの明治維新当時、日本の識字率は

すでにヨーロッパを上回っていた。ヨーロッパが1世紀前から経験していた工

業化や近代的な経済発展はみられなかった当時の話である。このような人間

の能力開発は、明治時代における日本の発展の初期段階に、一層重視される

ようになった。たとえば、1906年から11年にかけて、日本全体でみると市町村は

基調講演



18

予算全体の43％を教育費に充てていた（2）。

　この時期の日本における初等教育の普及は極めて急速で、陸軍の徴兵担

当者は、 1893年には陸軍の徴募兵の三分の一が文盲だったのに対して、1906

年には字を知らない者はほとんどいなくなったことに感銘を受けている。1913

年には、日本は経済的にはまだ低開発国だったものの、書籍の発行ではすで

に世界有数の国となり、出版点数は英国を上回り、米国の2倍以上に達してい

た（3）。日本では、非常に早くから教育と人間開発が優先された。その優先度は

現在でも非常に高いが、注目すべき重要な点は、この高い優先順位が1世紀

以上遡るものであり、日本が豊かになり、以前に比べてずっと富裕になったから

高くなったわけではない、ということである（4）。人間開発一般、とりわけ学校教育

は金持ちや社会的地位の高い裕福な人びとではなく、何よりもまず、貧しい人

びとの味方である、ということが理解され、そのことが近代日本の経済拡大戦

略を特徴づけてきたのである。

　教育と人間開発は、東アジアおよび東南アジアでも優先されてきた。日本ほ

ど積極的ではなく、また、ペースもゆっくりしてはいたが、韓国、台湾、香港、シン

ガポール、タイ、その他の国々で、そしてさらに重要なことに中国本土で、この一

般的なアプローチが巧みに利用された。

人間開発と東の戦略

　人間開発が何の役に立つのかという疑問もあるかもしれない。人間開発は

いくつかの異なった形で人びとの生活に利益をもたらす。われわれはその貢献

を「人的資本」の形成という観点でみることもできるが、人間開発の影響は、そ
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のような狭い枠組みで十分に把握できる範囲を優に超えるものである。

  第一に、社会的機会の創出は、人間の潜在能力の拡大と生活の質に直接寄

与する。とりわけ、教育、医療などの普及は、生活の質と繁栄に直接寄与してい

る。あらゆる証拠からみて、たとえ収入が相対的に低くても、全員が医療と教育

を保証された集団は、集団全体の生活の質と寿命の点で、実際、目覚ましい成

果を達成できるのである。これは改革前、すなわち1979年以前の中国で立証さ

れている。中国はすでにその時点で、改革後に実現される工業と農業の拡大

に先立って、かなり長い平均寿命を達成していた。

  さらに言えば、医療や基礎教育、そして人間開発全般のコストは、その高度に

労働集約的な性質のゆえに、労働コストの低い経済発展の初期段階において

は、比較的安くつく。ここで経済開発の分析で抜け落ちてしまいがちな「相対的

コスト」ということを考えてみることが重要である。これに関してよく耳にする疑

問がある。それほど経済開発が進んでいない貧しい国に、基礎教育や医療の

整備のための財源を見いだす「余裕」があるのかという疑問である。この疑問

はもっともだが、これには人を承服させるに足る答えがある。貧しい国は賃金も

安く、労働コストは相対的に低い（多くの場合豊かな国との差は非常に大き

い）。基礎教育や医療は非常に労働集約的であることから、貧しい国では豊か

な国に比べその費用がずっと安くつくことになる。貧しい国では公共サービス

に費やせる予算も少ないが、同じレベルの基礎教育や医療を提供するのに豊

かな国ほど費用もかからないのである（5）。それゆえ、まず、人間の基本的な潜

在能力の拡大に焦点を絞り、早くから人間開発を行うという戦略（「東の戦略」と

呼んでもよいもの）がいかなる貢献を成し得るかに注目しなければならない。こ

基調講演
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の戦略は、二つの大きな効果をもたらす。一つは、たとえ経済および工業の発

展に影響を与えなくても、（識字率の向上、平均寿命の伸び、死亡率の低下な

どによって）生活の質を向上させるということである。公共政策の目的は究極的

には、人々の生活を豊かなものにし自由を拡大することにあるところから、まず

この効果が認識されなければならない。もう一つの効果は、基礎教育、医療な

どをとおして人間開発を行うことが、経済や産業の発展を促し、効率を向上さ

せ、市場経済を拡大させることである。こうしたことがまた生活の質の向上につ

ながってくる。このように、直接的のみならず間接的な利益もあるのである（6）。

　つまり、人間開発は、生活の質の向上にとどまらず、それを超えて、人びとの

生産能力にも影響を与え、ひいては広く基盤を共有する経済成長につながっ

ていくのである（7）。読み書きや計算の能力は、経済拡大プロセスへの大衆の参

加を促進させることになる。特に工業生産においては、貿易という機会を利用

するためには、「品質管理」や「特定の仕様に合わせた生産」がきわめて重要に

なるが、文字や数を知らない労働者がそれを達成し、維持するのは困難であ

る。さらに、医療や栄養の改善によって労働力の生産性が高まり、その報酬も増

えることを示す証拠もかなりある（8）。

　いわゆる「東アジアの奇跡」は、人間開発を重視し、国家と市場は相互に補

完的なものであるという考え方に基づく「東の戦略」によって実現されたもの

だった。経済発展と人間開発との関係は、欧米の議論では長い間無視されて

きたが、現在では十分に認識されるようになっている。過去においてはこのよう

な関係にどちらかといえば懐疑的だった世界銀行も、しだいにこの関係をはっ

きり認める方向に向かっている。世界銀行の国民教育を重視する新たな認識
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は、1993年に刊行されたThe East Asian Miracleによく示されている。だが、同

書では、さまざまな制度間の関連や国家と市場の補完性（公教育はその一部

に過ぎない）を全面的に幅広く認めることには、依然として抵抗が残っていた

（9）。近年では、ジェームズ・ウォルフェンソン総裁の下で（ジョセフ・スティグリッ

ツの研究チームによって）、制度間のより幅広い相互関係ははるかによく把握さ

れるようになっている（10）。われわれはこの認識が、世界銀行やIMF（国際通貨

基金）など他の機関の日常業務に、どこまで影響を及ぼすかを見守っていかな

ければならない。

　第二に、教育、特に女子教育に出生率を下げる効果（と幼児の死亡率を低

下させる効果）のあることは、現代の実証的な文献で十分に確認されている。

高い出生率は生活の質にとってはマイナス要因だという考え方は正しい。若い

うちに出産や育児を繰り返すことによって、女性が幸福や自由を奪われることも

よくあるのである。事実、（家庭の外での雇用や学校教育の拡大などを通じて）

女性たちの権利が確立されると出生率が低下するのは、まさにこの相互関係

によるものである。若い女性には出産を抑制したいと思う強い動機があり、彼女

たちの権利が確立されれば、家庭内の決定を左右する力も大きくなるからであ

る。別のところでも論じたことであるが、中国の出生率低下でさえも、1979年に

導入された「一人っ子」政策に絡む厳しい法的制限や経済的罰則その他の懲

罰規定によるというより、むしろ女性の教育や雇用の拡大の結果なのである。

  インドでも、女性の教育と権利の確立が中国よりも進んでいる地域（特にケラ

ラ州）では、強制はまったく行われていないにもかかわらず、出生率は中国より

もかなり低くなっている。出生率の低下の速度についても、同じことが言える。た

基調講演
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とえばケララ州（全人口3000万人）では中国に比べ女性への教育の普及が早

く、また、それに伴って出生率も急速な低下を見せている。中国では｢一人っ子

政策｣をはじめとする強制的な施策が開始された1979年から91年の間に出生

率が2.8から2.0に低下しているが、ケララ州ではこの間に3.0から1.8に低下して

いる。同州では女性の教育でも出生率の低下でも中国より一歩進んでいるの

である（ちなみに、現在同州の出生率は1.7に満たないのに対し中国の出生率

は約1.9である）。また、出生率の低下が、強制されたわけではなく自由意志の

下で達成されたため、同州では中国とは異なる形で乳児の死亡率も低下し続

けている。中国で一人っ子政策が始まった1979年当時の乳児の死亡率はどち

らも似通っていたにもかかわらず、90年代半ばにはケララ州の死亡率のほうが

中国の死亡率よりもずっと低くなっている。

  人間開発は、経済発展に貢献し、生活の質を直接向上させるだけでなく、社

会や人口にも影響を与えるのである。中国は人間開発によって達成したことで

もっと評価されるべきであり、強制的な政策に対してはむしろ今まで称賛され

すぎであったといえる。ケララ州のような人間開発志向の州とは対照的なインド

の他の地域、とりわけ北部では、人間開発はあまり進んでいない。そのため、イ

ンドでは社会、経済分野での低迷が続いているのである。

東の戦略と中国・インドの対比

　中国とインドとの対比については、すでに若干言及したが、ここでその比較

をもう少し進めてみたい。「東の戦略」の優れた点を知るには、インドで採用さ

れた政策との相違点をみるのが有益である。インドでは、基礎教育をはじめ、
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人間開発の中心をなす要素がつねに無視されてきた。その結果、現在でも、イ

ンドの成人人口の半分近くは文盲である。文盲のゆえに普通の男女が国際的

な規格と仕様に合致した生産に参加できず、品質管理さえできないとすれば、

グローバル化した貿易の機会を利用するのは容易なことではない。

　インドにはまた、強力すぎる官僚機構がある。これは国家と市場の補完的関

係の構築には好ましくない。1991年に経済改革が開始されたにもかかわらず、

この問題はまだ十分には解決されていない。市場の力を引き出す政策の必要

性は、インドでも認識され、政府もそれを認めている。だが、人間開発における

惨澹たる失敗については、必要な注意が払われていない。91年のインドの経

済改革は「自由化」をただ一つの重要課題として掲げるものだった。これは確

かに大事な問題ではあったが、インドの政策立案者は、私が「東の戦略」と呼ん

できたものの全体的な性質を、まったく見落としてしまった。実は、国家の過剰

活動（「許認可支配」）の縮小と国家の活動不足（初等教育その他の社会的機

会の軽視）の解消の間には、深い補完関係があるのである（11）。

　ここではインドと中国の対比が有意義である。中国も79年の経済改革の前

には極めて官僚主義的な経済体制だった。しかし、中国の場合は、その政治的

方針に従って、改革以前の時期に、インドよりもずっと徹底したやり方で、基礎

教育施設と医療施設を拡充していた。このため中国は、79年の経済改革以後、

教育と人間開発の分野ですでに達成していた成果を極めて有効に利用する

ことができた。改革後の中国は、すでに改革前の時期に採り入れていた東の戦

略のこの部分から大きな恩恵を受けた。このため、東の戦略の他の部分につい

ては、すでに達成されたものに追加するだけでよかったのである。

基調講演
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　現在のインドを現在の中国と対比させて、しばしば指摘されるのは、中国が

市場の効率性を利用するために、インドよりも努力したということである。この指

摘は正しく、79年の経済改革以降の中国については確かに事実である。しかし

同時に、中国が79年以前に全般的な人間開発に努力を払っていたのも事実で

ある。79年に改革が始まると同時にその力が活かされ、経済発展の力強い支

えになったのである。確かに、インドが基礎教育と医療の面で後れていること

は、国民の生活の質を低くするだけでなく、グローバルな貿易と交流の機会を

利用するのを妨げる大きな障害になっている。

　インドの高等教育が進んでいることは事実であり（大学教育を受けた者の数

では、インドは中国のほぼ6倍である）、高度な教育を必要とする技能に依存す

る貿易や商業については人材を大いに活用することができる。たとえば、バン

ガロールは世界有数のエレクトロニクスその他技術関連事業の中心地になっ

ている。にもかかわらず、中国が、特に若い人びとの間では、ほぼ100％に近い

識字率を達成しているのに、インドはまだそこから遥か離れたところにある。そ

しておそらくは、これがグローバル経済へのインドの参加を阻む唯一最大の障

害になっているのである。バンガロールが100あっても、インドが真に誇ることの

できる近代的な科学技術の発展をもってしても、インド農村部の貧困の深部に

メスを入れることはできないのである。この対比については、他のところで書い

ているので、ここではこれ以上は述べないことにする（12）。ここで特に強調した

いのは、インドの経済社会政策のこのような欠陥は、日本や東アジアおよび東

南アジアにおける「東の戦略」の成功から学ぶべきことをしっかり学ばなかった

ことに由来している、ということである。解決策は、市場を拡大し、官僚主義を縮
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小することだけにあるのではない。こうしたことも重要ではあるが、その他にも

「東の戦略」の中心をなす人間の潜在能力の開発や多数の制度の補完性を

もっと利用することが必要なのである。

一過性の危機と特定地域の貧困

　ここで少しギヤを変えて、長期的な成功だけでなく、短期的な問題にも目を

向けてみたい。これらの問題は過渡的なものかもしれないが、それ以外では成

功だった長期的成長を破壊する可能性ももっている。ちなみにここでもインドと

中国の対比は有効である。ただしそれは別の意味においてであり、必ずしも全

面的にインドにとって不都合なものではない。

　開発の課題には、慢性的な特定地域の貧困の撲滅と突発的な極度の困窮

の防止との両方が含まれる。両者が制度と政策に突きつける課題は、異なるば

かりか、種類が違う場合さえある。どちらかの分野での成功がもう一つの分野

での成功を保証するとは限らない。たとえば、過去半世紀にわたる中国とインド

の実績を比較検討してみよう。平均寿命を延ばし死亡率を低下させることで

は、中国はインドよりも成功した。すでに触れたように、中国の優れた実績は

1979年の経済改革のずっと以前に遡る。インドにはさまざまな言語、伝統があ

り、また、政治の面でも地域によって異なっていて（それが中国の体制に比べ

「連邦」的な行政機構とも相俟って）、中国はインドよりもはるかに多様性に富む

国になっている。前に述べたように、インドにもケララ州など中国以上に急速な

人間開発が行われた地域があるのは事実である。だが、全体として両国を比

較すると、人間開発では全面的に中国が勝っている。

基調講演
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　にもかかわらず、中国は史上最大の飢饉も経験している。1958年から61年の

大躍進政策の失敗に続く飢饉で3000万人が死亡したのである。これに対し

て、インドは独立以来、飢饉を経験していない。飢饉その他の危機的災害の防

止は、平均寿命の全体的上昇その他とは、若干違った分野に属することであ

る。私がここで指摘したいのは、自然災害であれ政策の失敗であれ、破滅的な

事態の回避という形でヒューマン・セキュリティーを保障するにあたっては、民

主主義と参加型の政治が重要な役割を果たすということである。

　飢饉その他深刻な危機が発生する際のきわめて重要な特徴は、不平等の

存在である。もちろん、民主主義の欠如それ自体も一つの不平等である。この

場合は、政治的権利と権限の不平等である。だが、われわれは、とくに次の関係

に注目しなければならない。すなわち、（1）非民主的なガバナンスという政治的

不平等と、（2）極端な経済的不平等（それは時に全く突然に増大することもあ

る）に根差す飢餓などの偏在的な欠乏状態との関係である。全体の食料供給

が大幅に（あるいは少しも）減少しなくても飢餓は起こり得るという事実が、飢餓

の発生における経済的不平等の問題を物語っている。たとえば、突然の大量

失業などによって一部の人々が市場での力を急激に失い、新たに不平等が発

生し、飢餓に陥ることもある。飢餓は社会を分断してしまう現象なのである。

最近の東アジア、東南アジアの危機

　近年、東アジアと東南アジアで起きたような経済危機の本質を理解する上で

も、同じような問題が浮上してくる。こうした経済危機には、一部の人々だけが、

といっても多数の人々が、困窮し、悲惨な状態に追い込まれるという特徴が伴
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う。次に、この点に目を向けてみよう。

　アジアの明日を創る知的対話・東京会議の報告書『アジアの危機－ヒュー

マン・セキュリティーへの脅威と対応』の序文において、山本正とチア・シオ・ユ

エは「21世紀を目前にして、アジアでは内省的な雰囲気と、未来への深刻な懸

念が深まっている」と述べている（13）。アジアの将来を考える上では、未来を慎

重に見つつ批判的に過去を振り返るべき十分な理由がある。もしわれわれが、

そうした懸念と内省の理由が何なのかをはっきり理解すれば、より強力かつ巧

みに将来に備えることができる。私は、こうした展望の中に、はっきりと区別すべ

き要素があると見ている。問題が何であるか正確に把握していれば、その解決

方法は見つかるものである。アジアの新しい開発戦略を探るにあたっては、ア

ジアが直面していながら従来必ずしも十分には注目されていなかった諸問題

を、率直に認識することが必要である。

発展における脆弱性

　最も明白な問題は、全面的な繁栄に酔いしれ、すべてが上昇一途で下がる

ことを知らない、という日 は々終わったという認識に関係したものであろう。アジ

アのかなりの部分は、たしかに、２年前の危機から脱してすでに順調に回復に

向かっているが、それでも、絶対的な自信は消え失せている。このような自信が

続くはずはない。実際、深刻な経済危機が起こり、多くのアジア諸国が当たり前

のように受け取っていた阻むものなき経済発展の奔流は打ち砕かれることもあ

り得る、ということが明らかになったのである。

　このような理解は深い認識とは言いがたいが、大切なものである。経済史を
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多少なりとも学んでみれば、世界中どこでも観察されるように、経済発展が一本

調子で続くことはほとんどない、という事実が明らかになる。実際、これまでも、

果てしなく前進することが約束されているように見える経済の伸展を阻む亀裂

は必ず現れてきている。アジアが特別にこうした脆弱性を免れているわけでは

ない。何も、事態が悪化する可能性があれば必ず悪化する、というような、マー

フィの法則のような大げさな主張をしているのではない。そうではなく、発展が

阻まれる危険はどこにでもあり、揺るぎなく順調に見える事態でも悪い方向に向

かう可能性はあり、実際に悪い方向に向かうことがままあるという、ごく控えめな

ことを指摘しているのである。事実、常勝信仰は幼稚な考え方である。それは、

ティーンエージャーのドライバーによくあるように、自分にだけは事故が起きない

と決め込んでいるようなものである。

　深遠な認識とは言えないにしても、このような脆弱性の認識がもつ広がりの

ある意味合いを理解しておくことは、事実、きわめて重要である。とりわけ、この

認識に立てば、ヒューマン・セキュリティーを開発の中核的要素と捉えることが

絶対的に必要とされるのである。長期的成長率の平均値と上昇傾向の力強さ

で進歩を判断する開発観は、開発過程における真に中核的な要素を見逃して

いる。すなわち、特定の時点でのマイナスリスクに対する保護である。いかに過

去に目覚しい成長を遂げ、また、将来の大きな発展が約束されているとしても、

今日の困窮が起こり得るのである。

分断される社会

　第二の点もかなり単純なのだが、これもまた、見過ごされがちである。経済が
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急成長しているときは、さまざまな階層の人々が同時に便益を受けることがで

き、この意味で、各層の利害はかなり一致している。ところが、危機に襲われる

と、階層の違いによってきわめてかけ離れた境遇に陥るのである。上昇を続け

ているときには連帯できても、下落するときには分断が起こる。事態が明らかと

なり、下降が始まると、偽りの融和感覚は無残にも粉 に々砕け散るかもしれない

のである。

 （たとえ上昇期には融和的であっても）下降期には分断が生じるという問題

は、危機研究の結果明らかとなった中心的教訓の一つである。危機は、東アジ

アや東南アジアが最近経験したものより、はるかに破滅的な場合も多い。ひど

い飢饉が起こった場合でも、その国の大半の階層は十分な食料を得るのに何

ら困らないという状況があり得る（14）。人口の５％を超えて飢饉の被害を受けるこ

とは珍しく、人口の10％を超える人々が飢饉に影響されることはまずほとんどな

い。このことが、飢饉を食料総供給量や一人当たりGNP（国民総生産）やGDP

（国内総生産）といった集計的な数字でうまく分析できない一つの理由となっ

ている。因果関係を分析するためには、さまざまな階層がそれぞれに有する諸

権利・諸機会などの生活条件に注目しなければならない。食料その他の生活

必需品を購入し、突然の欠乏から自己防衛する個々の具体的な能力を見なけ

ればならないのである。他の階層はわずかしか悪影響を受けていない、場合に

よっては全く被害も影響もないのに、一部の階層の生活条件が無残に崩壊する

ことがありえるのである。

　欠乏の程度は飢饉や大規模災害とは比べものにならないほど軽くすんだと

はいえ、東アジアと東南アジアを２年前に襲った危機の場合にも、全く同じこと
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が当てはまる。インドネシアやタイ、あるいはそれ以前の韓国を例にとってみよ

う。それまで何十年もの間、年率５％から10％の成長を続けていたこうした国々

でGNPが１年に５％か10％下がるとなぜこれほど破滅的なことになるのかと思

われるかもしれない。実際のところ、純粋に数字だけの集計レベルでは、これは

本質的には悲惨な状況とは言えない。しかしながら、その５％や10％の下落が

人口全体で公平に分担されずに、最も貧しい人 （々失業者や最下層の人 と々

その家族）にその重荷が集中するとするならば、こうした人々は、ほとんど無収

入になりかねない。過去の全体的な成長率がどうであっても無関係である。こ

のような一般的な経済危機は、飢饉と同様に、後れる者が鬼に食われるという

状況で猛威を振るうのである。

　だからこそ、「保護的保障」が重要な手段的な自由とされ、セーフティー・ネッ

トを社会的に整備することが開発というものにおいて不可欠なのである。人々

が自分の生活を保障するために必要なのは、全般的な開発の持続の可能性

だけではなく、生活条件に格差が生じ、他の階層は安泰であるにもかかわら

ず、一部の階層だけが容赦なく壁にたたきつけられたときのための社会的保護

なのである。「持続可能な開発」に関する大変啓発的な文献でも、この点だけ

は見過ごされがちである。

ヒューマン・セキュリティーと公平

　次に三番目の教訓に移ろう。これは、実際には今論じたばかりの点、下降期

には運命の明暗が分かれるという、二番目の論点と密接に関係している。公平

と経済的平等については、開発に関する文献の中では、長期的発展との関連
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で論じられるのが普通である。だが、これとは異なるヒューマン・セキュリティー

との関連で考えることが必要とされている。運命の明暗が対照的に分かれると

いうのは、言うまでもなく、不平等の問題である。ある階層が壊滅状態に陥り、そ

の一方で他の階層が問題なく暮らしているとすれば、大きな不平等があるのは

明白である。そして、公平の原則が侵されているのも明らかである。しかし、重

要なのは、しばしば論じられる「公平な発展」と同じ問題ではないということで

ある。

　「公平な発展」に関する膨大な文献は豊かな発想に基づいており、実用面で

も重要である。そして特定地域の貧困を除去するという大きな問題の分析には

特に適している。しかし、ここでの問題は別である。突然襲う窮乏の問題は、性

質を大きく異にする。慢性的な欠乏や地域的な貧困とは本質的に異なる因果

関係によるものなのである。たとえば、韓国が比較的平等な収入の分配によっ

て経済成長を果たしてきたことは、広く認識されている。そして、その認識自体

は正しい（15）。しかし、このことは、危機的状況下での公平な影響を保証するも

のではなかった（16）。さらに言うなら、韓国には、危機が襲ったとき、きちんとした

社会的セーフティー・ネットの制度が整備されていなかった。即時に対応できる

補償的保護のシステムもなかった。「公平な発展」という非常に際立った過去の

実績があるところでも、新たな不平等と明らかな窮乏状態が出現し得るのであ

る。問題が異なれば、まったく別の分析方法と理解が求められる。

民主政治の役割

　次に、四番目の問題、政治的民主主義の問題に移りたい。民主政治が決定
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的役割を担っているとみることは、国家と市場との間の補完性を重視する基本

的アプローチと軌を一にするものである。民主政治は市場メカニズムの利用を

何ら妨げるものではない。実際に、民主政治と市場その他の制度の機能とを組

み合わせてきた日本の経験、そしてアジア地域諸国の近年の経験は、このこと

をよく示している。経済成長の達成には権威主義的体制がより適しているとい

う意見（おおむね、都合のいい証拠だけを裏付けとする主張である）が繰り返

し聞かれるが、これは、大規模な国際比較研究で、一般性のあるしっかりした

実証的裏付けを得たことがない（17）。実際、20年間にわたる実証的な研究によ

り、市場経済の成功は、政治的環境の厳格さよりもむしろ経済環境の支えによっ

て促進されることが明らかにされている。

　民主政治という論点は、私が今論じている欠乏、ヒューマン・セキュリティー、

危機の問題といかに関連するのだろうか。最も直接的な関係は、基本的な政治

的自由と市民的権利の否定は、それ自体欠乏であるということにみられる。小

渕恵三首相は、「アジアの明日を創る知的対話」東京会議における洞察に満ち

た開会挨拶の中で、ヒューマン・セキュリティーという概念を幅広く捉えることの

必要性を強調し、次のように述べた。

「私は、人間は生存を脅かされたり尊厳を冒されることなく創造的な生

活を営むべき存在であると信じています。『人間の安全保障』とは、比

較的新しい言葉ですが、私はこれを、人間の生存、生活、尊厳を脅か

すあらゆる種類の脅威を包括的に捉え、これらに対する取り組みを強

化するという考え方であると理解しております。」（18）

  われわれ人間には、生きていく上で、表現と行動の自由を大切にすべき理由
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がある。これは人間の尊厳と創造性にとって最も重要なことかもしれない。人間

が、社会的存在として、制約なしに政治活動や社会活動に参加することに価値

をおくのは不合理なことではない。また、われわれが十分に情報を得て統制を

受けることなく価値観を形成するためには、コミュニケーションと議論がオープ

ンでなければならず、政治的自由と市民的権利はこのプロセスの最も重要な

条件となりえるのである。さらに、われわれが何に価値をおくのか公に表明し、

それに注目を集めるためには、言論の自由と民主的な選択が不可欠である。

　このように、民主主義と結社および参加の自由には本来的な重要性が存す

ると同時に建設的な役割があるのである。さらに、民主主義とヒューマン・セ

キュリティーとの間には基本的な関係がある。政府が国民のニーズに応え、ま

た苦境にある国民を支援できるようにする上で （選挙や複数政党制、報道の

自由などをとおして）民主主義が果たす役割は非常に重要である（19）。この関

係を分析するについては、われわれは、政府および公職にある者や集団に作

用する政治的なインセンティブを考慮しなければならない。統治者たちが、

人々の批判を受け、また選挙で彼らの支援を受けなければならない場合は、そ

れが人々の希望に耳を傾けるインセンティブとなるのである。

　したがって、民主的な政治体制と比較的自由な言論を伴う独立国家で飢饉

と呼べるほどの事態が起こったことがないのも何ら驚くに値しない（20）。飢饉が

起きるのは、昔の王国や現代の権威主義社会、原始的な部族コミュニティ、現

代的なテクノクラート独裁国家、北からの帝国主義支配を受ける植民地経済、

そして、専制的な国家指導者あるいは他の政党を拒絶する単一政党によって

支配される南の新興独立国家である。しかし、定期的に選挙が行われ、批判勢
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力の野党があり、大規模な検閲を行うことなく新聞に自由な報道と政府の政策

の批判を許す独立国家では、飢饉が本格化したことはない。現時点で深刻な

飢饉に直面する二つの国、北朝鮮とスーダンは、まさに権威主義体制そのもの

である。

ヒューマン・セキュリティーとアジアの危機、貧しい人々の声

　良い状況が順調にあたりまえのように続いている場合には、民主政治の保

護的な役割が切望されることはない。しかし、何らかの理由で事態が混乱に陥

る時に、民主政治はその本領を発揮する。そして、そういう時に、民主政治がも

たらす政治的インセンティブに重大な実際的意義が生まれるのである。ここに

は、重要な政治的教訓と経済的教訓があるかもしれない。多くの経済テクノク

ラートは、経済的インセンティブ（市場経済がもたらすインセンティブ）の利用を

推奨しながら、政治的インセンティブ（民主政治体制が保証できるインセンティ

ブ）は無視する。しかし、経済的インセンティブは、それ自体重要なものであっ

ても、政治的インセンティブの代用にはならず、政治的インセンティブが十分働

くシステムが欠落している場合、その空隙を経済的刺激の作用によって埋め

合わせることはできないのである。

　東アジアと東南アジアの最近の問題はさまざまな課題を浮き彫りにしたが、

その一つは民主的自由の制約が不利益をもたらすということであった。このこ

とが顕著に見られるのは次の二つの側面、すなわち二つの重要な手段的自由

である「保護的保障」と「透明性の保証」の軽視に関わるものである。

　第一に、この地域で1997年に始まった金融危機が全般的な景気後退を引き
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起こすと、民主政治の保護的作用が、一部の国では非常に欠落していること

が明らかになった。すなわち民主国家で飢饉を予防するのと同様の保護的作

用の欠落である。新たに貧困に陥った人々は、たとえばインドネシアや韓国で

は、自分たちの声を聞いてもらいたくてもその機会が得られなかった。たとえ総

国民所得（あるいはGNP）が５％か10％下落したにすぎなくても、不況の負担が

広く担われることなく、失業者や新たに一時解雇に遭った人々など耐える力の

最も弱い人 に々集中するなら、非常に多くの人々が生活に破綻をきたし、悲惨

な境遇に陥ってしまいかねない。インドネシアの危機の犠牲者は、景気が上昇

一途にあったときは、民主主義にそれほど強い関心を持っていなかっただろ

う。だが、そのため、不平等な負担を強いる危機が起こっても、彼らの声は届か

ず、無力なままであった。民主政治の保護的な機能が最も必要とされるときに

それが全く欠落していたのである。民主主義が大きな問題となったのは、まさ

に危機が到来したときであり、経済的困窮に陥った人々が政治的発言の必要

性を強く感じたときであったことは、驚くに値しない。最近の韓国の優れた経験

が示すように、民主政治は、たとえ経済的な緊急事態のもとで初めて復活した

ものであったにしても、機能すれば、窮乏と不安定という深刻な問題に見事なま

でに素早く対処できるのである。

　民主主義の問題に関しては、その欠如と最近の経済危機の本質の関係とい

う、さらに、第二の問題がある。これらの一部の国民経済（韓国やインドネシア）

における金融危機は、ビジネスにおける透明性の欠如、とりわけ、金融やビジネ

スのあり方を一般市民がチェックする機会がなかったことと密接に関係してい

る。有効な民主的討論の場があれば不正行為、とくに政財界トップの不正行為
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（たとえば政府高官と財閥一族との秘密取引）を防ぐのに役立っていただろう。

一般市民が一部の家族や集団の活動や影響力をきちんとチェックできる態勢

が整っていたなら、事態は大きく違っていただろう。

　IMFは債務超過に陥った国 に々対して金融改革による規律を課そうとしてき

た。その動機を理解するのは難しくはない。それは、こうした国には公開性と情

報開示が欠如していて、一部には倫理性に欠ける企業系列も存在していたた

めである。こうした一部の国に見られる特色は、不透明な商慣習と密接に関連

している。人々が銀行に預金する場合には、あまりリスクが高くなく情報開示に

耐えるような方法で預金が運用されることを期待するだろう。しかし実態はそう

でない場合が多く、確かに改革が必要とされていたのである。私はここで、IMF

の危機管理がすべて正しかったかとか、これらの国民経済で金融への信頼が

回復するまでは改革を拙速に要求しない方が賢明だったのではないか、と

いった問題については論じない。しかし、どのような戦術が最善の結果をもたら

し得たかという問題は別にして、「透明性の自由」、あるいはその欠如がアジア

危機の過程で果たした役割は、簡単に否定できない。いずれにせよ改革の必

要が高まっていたのである。

　金融制度には複雑な要素が多く、東アジア・東南アジア諸国経済が直面し

てきた問題は決して一様ではない。しかし、インドネシアや韓国のような一部の

経済において、民主的な環境の下で、異常なリスクと不当な投資のより厳密な

チェックが求められていたなら、そうできたはずであることは明らかである。し

かしもちろん、インドネシアでも韓国でもここ数十年間、政府部外からそのような

要求が起きることを容認するような民主主義のシステムは機能していなかっ
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た。反対勢力のない統治権力は、説明責任と公開性の欠如を疑問なく受け入

れることに容易につながり、統治者と金融界のボスとの間の強力な親族関係に

よって補強されることが多かった。経済危機の発生には、政府の非民主的な性

格が大いに関わっていたのである。

結語

　そろそろ話を終えなければならない。私はこの講演で、幅広い枠組みの中で

成功例と失敗例の両方を取り上げて、アジアの経験を捉えようとしてきた。私

は、開発を、人間のさまざまな自由の拡大プロセスとして捉えてきた。こうしたさ

まざまな自由は、それ自体本質的に重要であり、相互に補強し合うものである。

こうした自由のためには、一連の制度が必要である。市場もその重要な要素で

はあるが、その制度群は多面的な補完を必要としている。

  この講演で述べたことは、他で行ったより綿密な分析結果、特にDevelopment

as Freedom （自由としての開発）という私の著書での分析を踏まえたものであ

る。この著書は、相互に関連し、また、多様な制度の整備を必要とする自由の多

様性と重要性、そしてそうした自由が果たす幅広い役割を研究したものであ

る。この講演で述べたかったのは、そうした視点に立てば｢東の戦略｣の性質と

実効性がよりよく理解できるのではないかということである。事実、この視点は、

（1）東アジアおよび東南アジア経済の成功と（2）この地域が直面する問題や

困難の本質を解き明かす上で有用なのである。自由は開発の重要な手段であ

ると同時に主要な目的として捉えなければならない。

  とりわけさまざまな手段的自由の、固有だが相互に関連した役割に着目する
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必要がある。具体的には経済力、政治的自由、社会的機会、保護的保障、およ

び透明性の保証などである。私の著書はアジアで経済危機が発生する直前の

1996年に世界銀行において行った一連の講演に基づくものである。私が講演

で述べた懸念があまりにもすぐに現実のものとなったときには、憂鬱な気分で

あった。

　東アジアおよび東南アジアの主要な成功例の基礎にあった「古い戦略」は、

諸制度の補完性の利用、とりわけ、市場の作用を決定的に補完する社会政策

を通じて社会的機会を生み出そうとしたものであった。この急進的なアプロー

チにより、日本は主導的立場に立ち、他の東アジア、東南アジア諸国がこれを

追って経済的繁栄を達成した。このアプローチ（市場を効率よく機能させるとと

もに社会的機会の創造を行うというアプローチ）は世界的にみて新しいだけで

なく、アジアでもこの幅広いアプローチの英知を理解しなかった経済は、それゆ

えに大きな苦悩を味わった。私の母国インドもそのよい例である。

　しかし、開発は、長期的成長だけの問題でも、長期的公平を伴う長期的成長

だけの問題でもない。繁栄する経済ですら、急激かつ深刻な問題に見舞われ

ることがあり、こうした問題が発生するとき、人口のさまざまな階層が分断され、

明暗分かれる境遇に陥ることがある。それゆえ、常に聞かれる「公平な成長」の

要求の声に飲み込まれることのないヒューマン・セキュリティーがきわめて重要

になるのである。

　この地域の未来のために新しい戦略を求めるにあたっては、保護的保障の

必要性をしっかり把握しておかなければならない。これは、アジア向けであれ、

他の地域向けであれ、「アジア的戦略」を広めていく上で重要なことである。民
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主政治という問題もきわめて重要である。それは、政治的、市民的諸権利の否

定はそれ自体欠乏だからであると同時に、参加的で開かれた政治制度がもた

らす政治的インセンティブが決定的に重要だからでもある。そうしたインセン

ティブによって窮乏に陥った者の声が吸い上げられ、それが保護的保障の推

進につながっていく。これに加えて、民主的な、競争に基づく政治体制は、説明

責任の所在を明確にし、近年のアジア危機で重要な役割を担ったような金融

機関の不正行為を予防する上でも役に立つ。もしこれらの欠落が、アジアには

従来の戦略を修正した新たな経済社会戦略が必要であることを指摘している

とすれば、その新たな戦略は、ある意味で、諸制度間の補完性を目指すという

基本的な考え方をさらに発展させることであるという認識が重要である。

　アジアは、制度の補完性に基づく開発哲学を巧みに利用してきた。アジア

は、同じ幅広い視野でヒューマン・セキュリティーの問題を捉えることによって、

この哲学をさらに活かすことができる。「新しい戦略」は、古い戦略の底流にあ

る基本的な英知（さらに言えば、さまざまな制度間の補完性を真剣に見据える

ことが必要であるとの理解にたった戦略）の枠組みで考えることもできるが、よ

り幅広く、保護的保障と参加型の政治、そして透明度の高い責任態勢をも含む

ものとすることもできるのである。

　９世紀の中国の詩人で文学者の司空図は、古いものと新しいものとを統合す

るという一般的な課題について、「与古為新」（古いものとともに新しいものをつ

くる）というきわめて優れた表現で述べている（21）。これは司空図が『二十四詩

品』で文学作品について語った言葉で、社会や経済の開発について語った言

葉ではない。しかし、この新旧の統合に関する教訓は、千年以上たった今日の
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経済、社会制度にもよくあてはまる。今夜の講演で私は、諸制度の補完性につ

いての従来の認識を尊重しつつ、補完性の及ぶ範囲と領域を拡大するために

それに新しい形を与える必要があることを述べてきた。最後に、再び司空図の

言葉、古いものとともに新しいものをつくる、という言葉を繰り返し、この講演を終

えたい。
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