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南アジアの多元的開発戦略とその課題 

―主にインド、パキスタン、スリランカを事例として― 

 

プルチョウ 美愛 

 
 
１ はじめに 
 
南アジアの特質として多民族、多宗教、多文化、多言語が挙げられるが、一方でさまざまな負の遺

産も混在している。カースト制、教育の性差、余命の性差、所得分配の格差や高い死亡率など人類学

的・社会学的・経済学的な部分も内在している。 

今回は、数カ国ある南アジアの中で最も軸をなしている 2 大国インドとパキスタンを選び、この 2

大国とは異なった経済発展を成し遂げているスリランカを加えながら、1990 年代までにどのような経

済開発戦略を用いて発展していたのか、そのプロセスの特徴と課題について分析していきたい。 

 本論文では、主にインド、パキスタン、スリランカの 3 カ国を事例として開発戦略の相違に焦点を

合わせながら、今後の論題として 2000 年以降から現在に至るまでに実行された開発戦略を分析する

に当たり、その試金石として試みたものである。 

 
 
２ 社会主義型開発戦略から市場主義型開発戦略へ 
 
 インドは、広大な国土を有し、多民族国家構成に対応するため言語別に州編成で組織された、議会

制民主主義連邦国家である。 多様な生産様式と、これに対処する就業人口の階層構成に複雑なる多

様性をもつ人口大国でもある。生産様式に対処する多様な階層構成は、民族、言語、宗教、カースト

などの差異が複雑に絡み合って、インド社会の不均質性を露呈している。 

 このような不均質な社会構成のインドにおいて、この不均質性は永年の歴史の中から、多民族、多

言語、多宗教、カーストなどが入り交じり出来上がってきたもので、これを直ちに取り除くことは至

難の業で、これを是正しようとした結果、各構成集団の利害の相互背反性を強めるようになった。 

 インド経済計画の中心的設計者となった Ｊ．ネルー（Jawaharlal Nehru） （1889 年～1964 年）

は、工業化が進展し、これに圧迫され苛酷な状況に追い込まれている農民救済を目的として経済計画

を立てた。 

 独立後、インドの農業政策は、農業生産力の増大、農村の土地無し貧困層対策の二つの問題解決を

目標にして、1951 年から五ヵ年計画を着手させた。 

 

Ⅰ期    第一次五ヵ年計画（1951 年～56 年） 

        第二次五ヵ年計画（1956 年～61 年） 

        第三次五ヵ年計画（1961 年～66 年） 
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  Ⅱ期    弟四次五ヵ年計画（1969 年～74 年） 

        第五次五ヵ年計画（1974 年～79 年） 

  Ⅲ期    第六次五ヵ年計画（1980 年～85 年） 

  Ⅳ期    第八次五ヵ年計画（1992 年～96 年） 

        第十次五ヵ年計画（2002 年～2007 年） 

        弟十一次五ヵ年計画（2007 年～2011 年） 

 

（１）第一次五ヵ年計画（1951 年～56 年） 

 憲法第 40 条には、政府は、自治単位としての村落パンチャーヤト (Panchayat) を組織し、必要な

権限を与えなければならないと定めている。Ｊ．ネルー首相は、1952 年に住民の自治機能を重視する

村落開発事業を以下のように導入した。 

  

1) 個別ないくつかの事業を統合 

2) 貧困軽減のための農業生産の重視 

3) 地域住民の参加を促進し、行政との連携強化 

4) 開発計画実施のための開発ブロックの設定 

 

上記の村落開発計画を広く推進するため、各ブロックに農村普及員（VLW）が任命された、この普

及員は村落開発を目的とした事業に力を入れると同時に学校、保健施設、飲料水供給、道路などの農

村内でのインフラ整備に重点が置かれた。 

 

（２）第二次五ヵ年計画（1956 年～61 年） 

 第一次計画は独立後の復興に重点が置かれ、本格的な開発計画は第二次五ヵ年計画からであり、

1956 年の「産業政策決議」において国家部門と民間部門からなる混合経済的開発体制による重化学工

業化へ移行していった。この第二次五ヵ年計画によってインドの 『社会主義型』 経済開発戦略の基

本枠が設定されたのである。 

 この時期には土地改革の重要性が指摘されたが、実際は進展しなかったため、土地改革よりむしろ

村落社会開発を推進するための住民の行政参加の方向が政策の重点であった。そのためにパンチャー

ヤトに開発の権限と責任を負わせるよう提言された。しかし、1964 年 Ｊ．ネルー首相の死去を機に

中央政府のパンチャーヤトに対する関心は薄れてしまった。 

 

（３）第三次五ヵ年計画（1961 年～66 年） 

第二次計画の延長にあり、引き続き重工業に重点が置かれ、経済成長、自立、雇用拡大、平等の実

現が主張され『社会主義型』社会の建設に向かう理念が示された。 
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（４）年次計画： プラン・ホリディー（1966 年～68 年） 

第三次計画中には、1965 年、66 年の大旱魃による食糧危機のため、農業部門の投資が重点的に実

施された。旱魃やパキスタンとの戦争によって計画は、縮小せざるをえなくなった。 

農業政策は、60 年代から 70 年代初頭に大きく転換され、農業構造も変化した。この変化を農民運動

の視点から捉えた、 

 

古賀正則の 『独立後の農民運動の展開と課題』 によると、農民運動は、分離独立前後から 40 年

代末に高揚期を迎えた。同時期の運動は、ザミンダール、ジャギ－ルダールなどの大地主層の廃止を

求めたものであった。この運動はイギリス植民地時代に安定した小作権を保持していた小作農民層を

も含めた広範囲な農民層の結集がみられた点にその特色がある。1) 

 

インドの経済計画の初期の 15 年間Ⅰ期（1951 年～66 年）の開発プログラムは、マハラノビスの経

済成長モデル (Mahalanobis Plan)に基づきＪ．ネルー首相が計画を強力に指導したので、いわゆる

ネルー＝マハラノビス型開発戦略ともいわれている。 

第一次計画に引き続き、重化学工業を軸とする輸入代替工業化を目途として第二次計画が新たに国

家建設として始まった時期、農業部門では、貧困層を含めた農村住民の生活と生産機能の向上が目標

とされ、共同体機能をもつ村落社会を中心に、信用組合による貸し付けなどの組織的改革や用水路灌

漑など公共性の高い基盤インフラ整備を行った。 

 土地改革では、形骸化した上級土地所有権の廃止以外、実質的な改革は行われなかったが、この時

期 『社会主義型』 開発戦略期における農業政策の枠組みが作られた。 

 Ⅱ期は、独立以降の農業政策の基調であった村落社会開発から生産力重視への転換が図られた。（1969

年～79 年） 

 1966 年には村落開発省は縮小され、食糧・農業省の一部局になった「新農業戦略」が中央政府によっ

て強力に推進された結果パンチャーヤト制は形骸化してしまった。 

 大規模な個別経営を対象とした農業補助金による 『緑の革命』 と呼ばれる技術普及を推進し、

公共性の高い用水路灌漑から個別の井戸灌漑へとインフラ整備の重点をシフトさせた結果、大規模営

農層の所得は増加したものの、コメを買う土地無し層の家計費は反って逼迫された。所得格差の拡大

には何ら対処せずに、貧困層に的を絞ったターゲット・グループ事業を重点とした農業政策が行われ

たのである。 

 そこで、表 1 は 1973 年から 2000 年までのインドにおける貧困線以下人口の比率を示している。

1973 年―74 年と 1993 年―94 年を比較してみると、都市は 49％から 32％へ、農村は 56％から 37％

へと確実に減少していることがわかる。ただインド全体の人口からみると 1999 年―2000 年時点で

26％以上（約 2 億 6000 万人）の貧困層を抱えているのは否めない。 

 インドの貧困問題は、単なる貨幣所得を増加させることだけでは解決不可能である。社会福祉や社

会保障政策および公衆衛生などセフティーネットの供与と増進を促進させる公共政策と連動した資源
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配分政策が極めて重要なカギとなる。 

 つまり、インドにおいては持続的な食糧需要の弾力性がみられるのが特徴であり、とりわけ人口の

増加傾向が持続的に進展するインドにおいては、食糧需要の増大に見合った食糧供給の増大が伴わな

いと、食糧価格が慢性的に急騰しつづけ、貧困層の増加をまねく構造を常に内在しているといえる。 

 

表 1  インドの貧困線以下人口（％） 

 73－74 77－78 83 87－88 93－94 99－2000 

都 市 49.0 45.2 40.8 38.2 32.4 23.6 

農 村 56.4 53.1 45.7 39.1 37.3 27.1 

全 イ ン ド 54.9 51.3 44.5 38.9 36.0 26.1 

（出所）Govt. of India, Economic Survey Census（各年版）より作成。 

 

 Ⅲ期は、第六次五ヵ年計画（1980 年～85 年）以降の時期で、貧困層を直接対象とするターゲット・

グループ方式による IRDP（総合農村開発時事業）の全国化と、Ⅱ期に形骸化が進んだパンチャーヤ

ト制の再整備を通して、貧困層の軽減、所得の再配分を中心的に取り上げ、これらの整備に着手した。 

 この 80年代後半には、地方制度の改革により村落の組織的な機能を有効に働かせることによって、

特定の地域で既に導入されている個々の開発施策を総合化する方向が明瞭になってきた。すなわち、

パンチャーヤト制の再整備、活性化によって地方制度の改革を進めようとした点が注目される。そし

て 1992 年憲法改正によるパンチャーヤト制の再整備、強化を通して州レベルで統一された制度改革

が義務付けられた。 

 政治的独立以降 1990 年代までに至る時期のインドにおける経済開発の過程は、1970 年代の半ばに

始まり 1980 年代になって加速されていった『経済自由化政策』によって変容してきたとはいえ、基

本的には国内市場指向の輸入代替重化学工業化を通じて、世界市場から相対的に自立性の強い、社会

的再生産体制を構築しつつ、植民地低開発を資本主義国民経済へと編成替えしていく過程でもあった。 

 この過程を支えてきた二本柱は、輸入政策原則と段階的国産化計画であった。輸入代替工業化の過

程において必要とされる資本財・中間生産財については、輸入代替生産を担う企業（外資提携企業）

に対して、それらの輸入許認可の条件として段階的に国産化計画に基づく、国産化が義務付けられた。 

 輸入代替産業は、高率関税と上記の輸入政策原則によって、海外企業との競争から国内市場は手厚

く保護されるようになった。 

 大規模工場が、インドの重化学工業化において主導的・経済的役割を演じ、鉄道、航空輸送、原子

力などが『国家独占』として指定された産業の他に、基盤基軸産業（鉄鋼の鍛造、重機械、電気設備、

電信、無線設備、重要鉱物の採集など）として新企業の設立に関しても同部門が「排他的責任」を負

うことになった。 

 一方家内工業・非工場部門は、製造業においては主要な雇用就業源であった 1961 年～81 年の 20
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年間における両部門への就業者の製造業全就業者間に占める比重の変化をみると、80％から 74％へと

低下してはいるものの、なお圧倒的多数である非工場部門就業者の比重は、家内工業部門の比重低下

とは逆に 25％から 42％へと増加していった。 

 1980 年代の輸入自由化、インド産業全般の現代化は、石油、石炭、動力、肥料などの「緊急的産業

部門」の現代化プロジェクトに対する公的資金投入の推進と併せてコンピュータ、民生用電子機器を

中心とする電子工業への投資を主軸に、膨張する国家財政赤字を伴う拡大財政政策を展開された。 

 1990 年代初頭には、80 年代の経済政策のツケとして国際収支は逼迫、対外債務支払いに危機を招

き、インド経済は極度に悪化し、インド政府は短期債務支払い不履行の危機に直面した、結果 20 億

ドルを IMF から借款の必要に迫られた。 

 しかし、IMF、世銀、公的借款供与国すべてが、インド政府に対し新規融資の条件としてインド経

済の安定化と構造調整に着手するよう要求された。当時の Ｎ．ラオ政権 (Narasinha Rao) （1991

年～96 年）は IMF や世界銀行からの構造調整プログラムを受け入れ、当時経済学者だった Ｍ．シ

ン (Manmohan Singh) （現在のインド首相）を財務大臣に起用し、独立以来最大の経済改革を断

行したのである。 

 そしてインド経済再構築のための新経済政策の是正に向けてマクロ経済安定化政策と中期の構造調

整計画を提示した。その経済開発戦略の内容を構成する「経済改革」プログラムは次の 3 要素からなっ

ている。 

  

   第一  マクロ経済安定化政策 

      短期の需要管理・・・経常国際収支赤字の削減 

 国家財政赤字の削減 

 

   第二  構造調整プログラム 

      中・長期におけるインド工業の生産効率の改善（インド経済を世界市場と結びつけ、市

場メカニズムすなわち競争原理に基づいてインド工業の生産効率を高め、国際競争力を強

化する）このために、貿易自由化、ルピーの二重レート制から事実上ドルにペッグした管

理変動相場制への移行、経常的国際取引決済における為替制限の撤廃、外国投資の促進、

民間企業活動に対する規制廃止、国営企業の制限とこれを民営化への移行促進。 

 

   第三  補完的社会保障計画  Social Safety Net 

      この計画は、次のように多岐にわたるが安定化、構造調整措置の実施過程で予想される

このような改革措置がもたらすかもしれない貧困層、社会的弱者に対する不利な影響を避

ける目的として導入。 

1) 農村雇用計画を核とする貧困緩和プログラム、間接的な食糧の公平的配給制度の改善 

2) 社会サービス・プログラム （初等教育の普及、医療、公衆衛生サービス、農村にお
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ける飲料水の供給、衛生施設の改善） など、人的資源開発に関する社会部門プログ

ラム 

3) 赤字倒産国営企業労働者の更正のための国家更正基金設立 

 

これらの新経済開発戦略は、いうまでも無く政治の安定如何にかかわっており政治の安定には、今

日もなお存在している『不均質な社会』を構成している多様な諸階層集団の要求を政治化できる開放

的、多元的政治システムの再構築が緊急の課題として提起されている。 

 また、地方分権なくしては、地域的要求不満が高まり、それらがしばしば爆発し、集権化達成を目

的としている国民統合の基礎それ自体を侵害する党派的暴力が政治的混沌状況の発生へと広がる事態

が常態化していくものと危惧される。 

  
 
３ 軍部・官僚支配型開発戦略  
 

2 においてインドの「社会主義型」経済開発戦略について述べたが、ここではパキスタンの経済開

発戦略について分析したい。 

 パキスタンが社会経済開発に着手したのは、1955 年～60 年に開始された第一次五ヵ年計画からで

あるといえる。その後、1971 年のバングラデシュ独立で第四次計画が実施不可能となり、1970 年～

78 年は年次計画のみが実施され、この期間を除いた 1978 年から再度五ヵ年計画が実施され、1993

年～98 年には第八次計画が終了した。 

 これらの五ヵ年計画はいずれも一定の開発戦略に基づいて策定され毎年国家予算の内に計上された

開発予算の枠内で年次計画が実施された。 

 開発戦略は、時の政権によって重点の置き方が異なったが、これまで実施された五ヵ年計画の基本

的な特徴をまとめると次のようになる。 

 

1．外国から経済援助および民間投資を積極的に導入する。 

（対外依存型開発） 

2．国内では民間部門の主導による輸入代替工業化を推進する。 

（民間部門主導型の工業化） 

3．地主・富農層に依存して農業増産をはかる。 

（構造改革無き農業増産型） 

4．上記の三項目を達成した結果もたらされる経済成長の効果が社会の上部層から下部層まで浸

透拡大し、国民の生活水準が向上すると想定する。 

（滴下効果） 

 

 これらの視点を転換すれば、社会公正と地域の格差均衡を無視した『不均衡な経済成長』の開発戦
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略ともいえるだろう。 

 またそれぞれの五ヵ年計画の GDP 年間実質成長率を示した、表 2 よりパキスタンの経済成長の推

移をみてみると、1960 年代の第二次・三次計画、1980 年代の第五次・六次計画に高い成長率が達成

されていることがわかる。 

 

表 2  計画期ごとの年間実施成長率（％） 

           農 業 製 造 業 そ の 他 国内総生産 

一次計画（1955～60） 2.1 5.2 3.6 3.1 

二次計画（1960～65） 3.8 11.8 8.3 6.8 

三次計画（1965～70） 6.3 8.1 6.6 6.7 

四次計画（1970～78） 1.7 3.5 6.2 4.2 

五次計画（1978～83） 4.4 9.0 6.0 6.0 

六次計画（1983～88） 3.5 8.2 6.8 6.1 

七次計画（1988～93） 3.8 5.9 5.3 5.0 

八次計画（1993～98） 4.9 9.9 6.7 7.0 

（出所）Govt. of Pakistan, The Sixth Five Year Plan, 1983-88,Islamabad,1986. pp577. Eighth Five 

Year Plan,1933-98, 1990.pp3～6. 

 

 前者については、年間 GDP 成長率、第二次計画 6.8％第三次計画 6.7％を達成し、後者についても

第五次計画 6.0％第六次計画 6.1％を記録している。 

 この二つの時期はいずれも軍事クーデターで成立した軍事政権により直接的にまたは間接的にも軍

政下において五ヵ年計画が実施された、いわば『開発独裁』の時期である点が共通している。 

 しかし、この「開発独裁」の功罪を分析してみると、GDP 成長率が高いパーセントを示した反面、

影に隠れていた民族問題を誘発する結果をまねいてしまった。もともとパキスタンは階級、階層間の

格差が大きく、地域別に、言語、文化や社会経済構造が多様な多民族社会の上に成立している連邦制

国家である。 

 このような国で実施される経済開発には、当然社会公正と地域的均衡への配慮が必要とされるが、

軍人官僚支配の開発戦略には、この配慮が大きく欠如している。 

 民意によって選ばれた政権ではなく、クーデターで権力を掌握した軍人政権は、中央集権的体制の

もとで、その独裁的権力を正当化するために経済成長最優先主義の「開発独裁」体制を執ってしまっ

た。その結果達成された経済発展には、階級、階層間の対立、軋轢、地域間格差の拡大といった事情

を生み出し、民族問題をさらに激化させてしまった。 

 1980 年代後半の文民内閣は、それまでの軍部、官僚支配の開発戦略を廃止、国民的合意に基づいた

開発戦略、政策を策定はしたものの、これを実施する能力に欠け、もっぱら世銀、IMF の打ち出す「構
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造調整プログラム」に従って自由化、対外開放政策を実施しているのみである。 

 1990 年代のパキスタンは政治体制として、一応議会制民主主義が復活したものの、慢性的な低成長

に見舞われいわゆる『失われた 10 年』であったといえる。1988 年からパキスタン人民党（PPP）の

ベナジール・ブットーが首相（Benazir Bhutto）に就任するや否や国際通貨基金（IMF）による構

造調整プログラムが開始され、1989 年度から 1999 年度までの年平均成長率は 4.1％となり、前軍事

政権の 6.7％に比較して大きく下回っていることがわかる（表 3）。 

 さらに 1999 年からのムシャラフ （Pervez Musharraf） 軍事政権になってからは、3.2％という低

成長が蔓延化し続けたのである。 

 パキスタン経済の最大の問題は、主に発展途上国で顕著にみられる農業部門を中心とする産業構造

であった点である。その後農業部門は次第に鈍化してはいるものの、相変わらず製造業部門よりも高

く、鉄工業部門とほぼ同じ水準で留まっている。そして長期的かつ持続可能な安定した高成長を目指

すには、非常に不安定な天候に左右された農業に大きく偏重していることを是正すべきであり、いく

らサービス部門の成長率が上昇し続けても、パキスタンの経済成長全体の底上げを牽引するまでには

至らないであろう。 

 

表 3  政治体制と経済成長率（年％） 

 
独立・民主制

1947－58 

軍事政権 

1958－71 

文民独裁 

1971－77 

軍事政権 

1977－88 

議会民主主義 

1988－99 

軍事政権 

1999－ 

GDP成長率 2.9 5.3 5.4 6.7 4.1 3.2 

人口増加率 2.5 2.2 3.2 2.8 2.5 2.3 

（出所） Government of Pakistan, Economic Survey 各年版より作成。 

 
 
４ 社会福祉重視型開発戦略  
 
 南アジアの一郭スリランカは、イギリスの植民地支配の下で 19 世紀末までは、主に茶、ココナツ、

ゴムなどのプランテーション作物の輸出に大きく依存する典型的な『植民地型経済構造』であった。 

 1929 年ニューヨークで起きた株価大暴落、俗に言うブラック・マンデイーは、スリランカ経済に大

打撃を与え、その上マラリアの蔓延が重なり一般民衆は窮乏し、結果貧民救済、保健衛生、義務教育

の普及が民族運動や政党活動の重要な課題としてのしかかった。 

 1930 年代中期以降、茶、ゴムなどの輸出価格に回復の兆しがみられたため財政的に余裕が生じ、さ

らにスリランカ国民の統治機構への参加もあって、政府は低価格供給、低料金の医療サービスや義務

教育の普及、住宅費援助、物価抑制、最低賃金法などの『社会福祉政策』に力を入れ始めた。 

 1927 年当時の財政支出の内で、社会サービス関連支出の占める比率は、16％に過ぎなかったのだ

が、1948 年独立当時は既に 56％に達していた。 
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 同国は 1948 年独立以来、議会制民主主義のもとで拮抗する二大政党があった。 

       

   スリランカ自由党(SLFP) ······················  社会主義型社会の建設 

   統一国民党(UNP) ································  自由主義経済を主張 

 

 これまで上記二大政党の間で政権交代が行われたが、いずれも程度の差はあれ、社会福祉政策を重

視してきた。これは社会福祉の後退は直ちに選挙の行方に多大な影響を及ぼすからである。 

 スリランカにおける経済開発計画は、1948 年から六ヵ年計画として実施された。 

 

・第一次六ヵ年計画（1948～53 年）：インフラ整備、農業生産の向上、保健・教育・住宅対策に

積極的な投資を実施した。 

・コロンボ・プラン六ヵ年計画（1951～57 年）：インドの五ヵ年計画を見習って作成し、食糧増

産、経済の多角化、雇用促進を目標とした。 

・第二次六ヵ年計画（1954～60 年）：基本的にコロンボ・プランを継承しており、投資の重点は

農業開発とインフラ整備におかれ、工業投資は民間部門に委任している。しかし、この計画の

最大の課題は、資金計画の未熟さにある。計画の主な資金調達を国内で調達されることを前提

としており、海外からの資金援助や借款に大きく依存したいびつな計画であった。 

    

 独立当初、全農地面積中 60％強は、ゴム、ココナツなどのプランテーション作物農場であり、30％

弱で稲が栽培されていた。全農地面積は、乾燥地帯の開拓により拡大傾向を辿ったが、1970 年中頃ほ

ぼ頭打ちとなった。その間も稲の耕作面積は一貫して増大し、1975 年には全耕地面積の 1/3、1990

年には 1/2 近くを占めた茶、ゴム、ココナツの栽培面積は絶対的にも相対的にも減少し、1990 年には

全耕地面積の 44％までに低下、プランテーション作物と稲との地位が逆転し、稲作農業が農業の首位

を占めるようになっていった。 

 また 1972 年、75 年と二度にわたる土地改革法で、大規模農園はすべて国有化され、その大部分は

開発庁とスリランカ・プランテーション公社の統括のもと、公営農園として経営されることとなった。 

 そして 1991 年当時、公営茶園は茶栽培面積の 55％、茶生産量の 61．7％を占めており、ゴムの場

合は総面積の約 70％、ココナツでは約 10％を公営農園が経営していた。最近公営農園の非効率な経

営が問題となり、経済自由化政策のもとで政府はその民有、民営化に着手した。 

 1970 年代を通じて植民地経済構造が変化すると共に、これまでの政策が行き詰まり、経済成長と社

会福祉、均等な所得分配とのトレードオフが次第に明瞭となり失業が深刻な問題となった。 

 1977 年 7 月総選挙により統一国民党が政権（ジャヤワルダナ首相）の座につき、スリランカ経済

政策が独立以来の最大の転換を余儀なくされた。 

同年 11 月政府は、経済自由化政策を公表し主要目標を経済成長と雇用の拡大におき、貿易や為替、

金融の自由化、価格統制の撤廃、民間投資と外資導入の促進のよる輸出の拡大、教育の拡大、教育・
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保健・食糧に対する補助金削減による財政の均衡化などの方針を明確に打ち出した。その結果、自由

化にともない物価急騰、所得分配の不平等化が進行したが、鉄工業の原材料の輸入自由化により前年

比 10％以上の伸び、好天に恵まれ農業生産も増産にシフトし、GDP は実質 8％以上の成長を示した

のである。 

その後、第一次公共投資五ヵ年計画（1979－83 年）を開始、第八次公共投資五ヵ年計画（1986－

90 年）まで連続して実施された。この間五ヵ年計画が毎年更新され、その時々に少しの修正はあった

ものの基本的な経済政策に大きな変化は見られなかった。 

 このような政策転換は、世銀や IMF の奨励する構造調整政策の線に沿うものであり、これ以降ス

リランカに対する援助供与額は急速に増加していった。 

 1993 年スリランカは、為替制限を撤廃し 1994 年 3 月から IMF8 条国へと移行していき、1994 年

には株式の 21％～40％を経営委託会社に売却し、10％を労働者に無償譲渡、経営委託期間を 30 年に

延長した。同年 8 月の総選挙後に成立した自由党を中心とする人民連合政権も前政権の経済自由化政

策を基本的に踏襲し、1995 年 1 月航空、運輸、保険、通信、電話、発電などを含む広範な民有化計

画を公表、同年 2 月には公営企業改革委員会を設立して公営企業の民有、民営化を推進する方針を明

らかにしたのである。 

  しかし、最近外資系企業で労働問題が発生し、ストライキが頻発している。他方食糧補助金、農民

への融資、社会サービス関連支出などの削減を求めるＩＭＦ、世銀からの圧力が強まり、外国からの

援助や外資に依存する経済成長政策の今後の行方について注意深く見守っていきたい。 

 
 
５ 最後に 
 
 本論文では、1990 年代までに 3 カ国で行われた経済開発戦略とその課題について分析した。3 カ国

は、独立以後それぞれ経済開発五ヵ年計画ないし六ヵ年計画を実施してきたが、開発戦略の方法論や

結果は大きく異なっており、当実行政権の基本理念に大きく左右されているところが特徴と言えるだ

ろう。 

 しかし、南アジア諸国が抱えている共通課題として、所得分配の格差、人口抑制、農業生産の増産、

国際収支の改善、地域格差、民族紛争、インフラ整備の不十分、保健・教育の性差など枚挙にいとま

がない。 

 しかしながら、いずれの国も海外情勢を踏まえながらそれぞれの国内情勢に整合した経済成長を遂

げている。 

 1985 年に SAARC (South-Asia Association of Regional Cooperation)が創設され、現在の加盟国は

8 カ国（インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、ア

フガニスタン）に及んでいる。これにオブザーバーとして日本、中国、韓国、アメリカ、ＥＵ，イラ

ン、オーストラリア、ミャンマー、モーリシャスなどが参加しており、APEC や ASEAN よりも域内

人口としては、世界最大の人口を擁している世界最大の経済協力連合である。 
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最近の新聞等の話題として TPP の日本の加盟をめぐる問題、中国との尖閣諸島の問題、円高独歩問

題などさまざまな経済・政治に関する問題が噴出しているが、少なくとも日本と南アジア諸国との間

には、領土問題や民族問題は皆無であることから、日本は他国よりも先手を打って積極的な経済パー

トナーシップを構築することが双方において持続可能な発展を続けられる打開策ではなかろうか。 
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Problems concerning pluralistic development strategies 

in South Asia 

 

Mie Plutschow 

 

Abstract 

South Asia is a region consisting of many religions and cultures. Economic differences, a diverse economic 

structure exists within these countries creating tensions within these divisions.  

Many scholars based their research primarily by comparing the progress of India and Pakistan, the two 

largest countries in South Asia. I would like to add Sri Lanka in this research due to the difference in 

strategies and results. 

I would like to emphasize the economical problems within South Asia including social structures and 

traditions. For example, work ethics, inequality of income distribution amongst ethnic and religious groups 

and overall lack of infrastructure within primary industries in the region. Also, Strategies for maintaining 

gaps within gender, age and casts within education and employment methods for teaching work ethics in 

these regions boosting moral and improving impoverishments in rural regions. 

An analysis of the development strategies and results of these three countries within the five-years plan 

clearly shows effectiveness of economical tactics concerning vast diversities in nations and divisions.  

Finally, I would like to take development strategies in South Asia a subject of study and extend my 

researches in India. 

 


