
本書は単なるODAの歴史の本ではない。成功
物語でもない。ましてや過去についてノスタル
ジックな追憶を述べた本でもない。むしろ、本書
は「どうして経済成長する国とそうでない国があ
るのか」、あるいは「どうすれば経済成長するの
か」という国際開発を考える上で最も根元的な問
いを巡る研究である。どういうことだろうか？少
しずつ見て行きたい。
本書で検証される事例は１９８０年代に世界銀行

の強硬な反対を受け、タイ国内の世論を推進派と
反対派に二分しながら実施されたタイの東部臨海
開発計画である。東部臨海開発計画についてはこ
れまでもさまざまな論文が生み出されてきた（例
えば下村２０００；Mieno２０１３；Hosono２０１５など）。
これらの論文においてはタイ東部臨海開発計画が
どれだけタイ経済の成長に寄与したかという点に
ついて分析されてきた。
これまでの分析にはない本書の特色は次の３点

である。第１に著者自身に「当事者性」がありつ
つも、同時に「客観性」を両立している点である。
第２には単なる事例研究で終わらず「どうすれば
経済成長するのか」という問いを深めて分析がさ
れている点である。特に後に９０年代に入って行
われた世銀・日本論争の前哨戦になっている点は
興味深い。第３はわれわれが日本のODAの歴史
にどう向き合い、何を忘れ、何を記憶していくの
かを問いかけている点である。以下、この３点に
ついて一つずつ見ていきたい。

１．当事者性と客観性

本書の特色の第１は「当事者性と客観性の両立」
である。著者である下村恭民氏は、JICAの前身
である海外経済協力基金（OECF）のバンコク首
席駐在員として世銀との対立、タイ国内の推進派
と反対派の対立に向き合ったのである。そのた
め、世界銀行のタイ事務所代表のキル・ハーマン
ズ氏、タイ国内での推進派、反対派の国会議員や
官僚達との交渉やり取りなどの記述が具体的で当
事者でなければ書けない内容が含まれており、そ
れ自身が貴重な記録になっている。
しかし記録として重要なだけではない。この本

が優れているのは当事者であるがゆえに得られた
経験や当時の記憶を、あえて意識的に距離を取り
客観的に分析している点である。その真骨頂は本
書の第２章から第３章にかけて推進派・中立派・
反対派の人々を逸話とともに描き出している部分
である。おそらく下村氏自身が当事者として、事
態の解決に向けて奔走する中で各派のキーパーソ
ンと会いそれぞれの立場や真意を確かめ、協議を
重ねていったのだろう。特に面白いのは各自につ
いて出自や、それぞれの来歴を調べ、どうしてそ
の個人がどのように合理的に自分の立場を選び
とっているのか、その「動機」にまでふみこんで
考察されていることである（例えばプレーム首相
の行動原理と、その『動機』についての分析）。
そこで描き出される「群像」は極めて興味深い

社会心理ドラマを見ているようである。しかし読
み進める上で気がつかされることがある。それは
著者の「眼差し」である。著者自身は日本側の現
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かったはずである。しかし、本書の中では推進派
も反対派も、対立する世銀のハーマンズ代表のい
ずれにも深く肩入れすることなく、淡々と観察
し、客観的に分析をしていくのである。
これは推測であるが、著者がそれぞれの立場を

その動機レベルまで遡って分析したのは、当事者
として事態打開に向けてなんとか交渉を進展させ
ようとしていた最中ではないか。客観的に状況を
観察、把握して相手がどうした行動原理で動いて
いるのか、つまり交渉の際にどのような対応して
くるのか先の先まで読んで交渉に臨んでいたのだ
ろう。少なくとも本書はそう思わせる迫力に満ち
ている。こうした当事者性と客観性を両立させる
のは簡単なことではなく、本書を特色あるものに
している。

２．どうすれば経済成長するのか―インフ
ラを作れば成長するのか？

本書の特色の二つ目は、「どうすれば経済成長
するのか」という問いに対して向き合っている点
である。東部臨海開発計画は言うまでもなくイン
フラ開発事業である。それでは、「インフラ開発
をすれば貧しい国は豊かになれる」と考えていい
のであろうか。本書を読む限り、そう物事は単純
ではないようだ。この問いを考える前に、本書は
「歴史の流れ」の中でどう位置づけられるかを振
り返っておきたい。
下村氏がタイでの勤務を終え、東京のOECF

本部に戻り、迎えたのが１９９０年前半の「世銀・
日本論争」であった。産業政策が有効かどうかを
巡って世銀と日本が対峙し大論争に発展したので
ある。下村氏は日本側の理論的な中心であった。
こうした中で有名な世界銀行（１９９４）「東アジア
の奇跡―経済成長と政府の役割」が出されたので
ある。この論争は途上国開発を考える上で最も重
要な論争と言って良く、多くの論争がなされた
（Shimada２０１５；２０１７a；島田２０１６）。しかし、こ
の産業政策をめぐる論争は終わっていない。一時
期、沈静化していたが、その後、２０００年代後半
になって世界銀行のチーフエコノミストになった
ジャスティン・リンは世界銀行の内部からこの議
論を仕掛け、大きな議論となり最終的には世界銀
行を去ることになってしまった（島田２０１７）。そ
して、今も議論が続けられている。つまり本書で
問われているのは過去の事例によりながら、極め

て今日的（かつ根源的）な「どうすれば経済発展
は可能なのか？」なのである。
こうした歴史の時間の中で考えると、タイの東

部臨海開発計画における世銀との対峙は、下村氏
が日本帰国後に待っていた１９９０年前半の「世銀・
日本論争」の前哨戦として位置づけられるだろう。
「世銀・日本論争」における世銀側の論点はい
くつかあるが、主な点は次の二つである。第１
は、汚職など政治との関係で「政府は適切な産業
政策はできないのではないか」という批判。第２
は、「政府はそもそも優良な産業や企業を選別す
る力はないのではないか」というものである。本
書はタイのケースを分析することによってこれら
に答えている。
本書が東部臨海開発計画の成功要因として強調

しているのは次の二つである。それは第１に、
「タイのテクノクラートが政治から切り離されて
いた」ことである。それにより客観的に「明らか
に効果の見込める事業」と「効果を期待しにくい
事業」を明確に選別することが可能になったので
ある。そうした客観的な分析によって、世銀も表
立って異論を挟みにくくなり、反対論を抑えつつ
計画を軌道に乗せることができた、としている。
つまり、政治的影響を遮断した有能なテクノクラー
ト集団の存在が重要であったということである。
第２に強調しているのは、二つの側面でチェッ

ク・アンド・バランスが機能したという点であ
る。それによりこのプロジェクトでは汚職などが
なかったのである。二つの側面とは第１にタイ国
内で反対派と推進派が互いにけん制しあう状況で
あり、第２にはマスメディアの力であった。反対
派の世界銀行がタイ側に送った書簡が推進派に
よってメディアにリークされ、変な動きをすると
対立するグループによって、いつマス・メディア
に不利な情報を流されるかもしれないという状況
にあったからだ。つまり、「対立する両陣営の力
の均衡」と「自由なマスメディアによるチェック」
との組み合わせが重要であったと議論しているの
である（１）。
さらに重要な点は、インフラとしての東部臨海

開発計画の産業政策上の位置づけである。インフ
ラ事業は諸刃の刃である。成功すると経済成長に
繋がるが、工業団地などが使われずに放置される
ことは日本国内でも少なくない。では、どのよう
に政府はインフラ事業を選定すれば成功するのだ
ろうか。それはインフラ不足が民間セクターの成
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長のボトルネックになっている場合である。そう
したボトルネックを取り除くことになる場合に、
インフラは機能し経済成長につながるのである。
逆に十分な民間セクターの活力がない時に過大に
インフラに投資しても十分な効果が得られないこ
とになる（こうした点をOtsuka et al.（２０１７）は
TIF（Training-Infrastructure-Finance）戦 略 と
して提唱している）。
本書を読むとタイが東部臨海開発計画を実施し

たのはまさに一次産品から製造業への経済構造転
換の時代であり、バンコクへの一極集中の解消と
手狭になったインフラ不足の解消を目的としてい
たことがとてもよく分かる。つまり、活力のある
民間企業の活動と直接投資の流入、こうした条件
が整っていたので、このインフラ開発は成功した
のである。
今、サブサハラ・アフリカが同じ様に経済構造

の転換へのチャレンジに直面しており、今後、タ
イと同じような課題に直面することは十分に考え
られる。そうした時にどのような対策や政策が必
要かを考えるにあたって、本書で分析されている
タイのこうした経験は参考になるだろう。

３．われわれは何を忘れ、何を記憶するか
―選択としての歴史

本書の特色の三つ目は、この本は日本のODA
史上、最も重要なプロジェクトの一つを取り上げ
て単なる紹介ではなく、分析することにより「わ
れわれは何を歴史として記憶すべきか」を問うて
いる点だと思う。特に、上で触れたような推進派
と反対派の対立についての記述などは、長い年月
を経たからこそ記述することが許されるという部
分がある。多くのオーラルヒストリーの研究と同
じく、まだ関係者の記憶が生々しすぎる間は発表
できないものもある。しかし、ある一定の時間が
経てばそれは記録として何らかの形で記憶する
「しかけ」が必要になってくるのである。歴史は
ただそこに在るものではなく、不断に作られるも
のであり、時には作り変えられてしまうものだか
らである。
本書で語られる推進派と反対派の対立は当時、

援助関係者の多くにとっては周知の事実であった
だろう。しかし、それはいつしか忘れられる。著
者も書いている通り東南アジアで反日運動があっ
たということも、まだ忘れられてはいないにせ

よ、多くの人にとっては遠い過去になりつつある。
一方、著者はタイにおいてネーション誌が東部

臨海について特集記事を書いた際（２００７年３月）
のことに触れている。同誌が東部臨海を「タイの
明日を決めた瞬間」と評価しつつ日本の援助には
触れなかったらしい。その点、著者は次のとおり
書いている。「成果を誇りに思えば思うほど『わ
れわれ自身の手で（外国人の手を借りずに）達成
したのだ』と主張したくなる気持ちは理解できる。
いいかえれば、日本の援助に全く言及しなかった
からこそ、（中略）日本の援助の成果を裏書きし
たのだ」。ここでは忘れることが積極的な意味を
持って書かれているのである。
何を覚え、何を忘れるかはわれわれが何者であ

るかを決めるだろう。われわれは日本の援助の歴
史の何を忘れ、何を記憶するか。その選択にはわ
れわれ自身とは何者かが問われているとのだと思
う。それはわれわれ自身のためであると同時に未
来のためでもある。
日本・世銀論争もあれだけ国際的に注目された

にも関わらず、日本国内では今は知る人も実は少
なくなってきている。日本語で書かれた記録も実
は少なく、当時、起こったことを我々はRobert
Wade（１９９６）の「Japan, the World Bank, and the
Art of Paradigm Maintenance: The East Asian
Miracle’in Political Perspective」などによって
知ることができるだけである。そうした中、下村
氏は日本・世銀論争についても JICA研究所の
「日本の開発協力の歴史」研究の一環で執筆中と
聞いている。その刊行を一読者として待ち遠しい
気持ちで待っている。
今後、さらに多くの実務家による記録が残るこ

とを期待したい。

注記
⑴ かつては産業政策が白黒かという議論が目立っ

たが、近年は 「どのような産業政策が良いのか」
というHowの議論に変遷してきている（Noman
and Stiglitz２０１７；大野２０１３）。本書の分析はこ
うした議論に対して、「政治的影響を遮断した有
能なテクノクラート集団」「対立する両陣営の力
の均衡と自由なマスメディアによるチェック」
があることが、産業政策には必要だと教えてく
れる。
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