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研究ノート

タイの開発戦略と社会変動
一プラサート・ヤムクリンフン「タイ社会とＮｌＥＳ化に

向けての変化：その傾向と問題点」の翻訳を通して－

鈴木規之

はじめに

1995年４月、タイ社会学の創始者の１人であり、日本とも関係の深いチュラ

ロンコン大学名誉教授プラサート・ヤムクリンフン氏の著書『発展の岐路に立

つﾀｲ』が刊行されだ:筆者は､訳者の1人としてお手伝いさせていただいた
が、編集上の都合で第９章「タイ社会とNIES化に向けての変化：その傾向と

問題点」のかなりの部分が削除され、プラサート教授の精繊な分析を訳出でき

ない部分が生じてしまったことで自責の念lこかられていた。そこで、この場を

借りて訳者としての實任を果たすべく研究ノートとして同論文の全訳を掲載す

ると共に、同論文をテクストとしてタイの発展戦略と社会変動の動向について

論じたい。

なお、出典は以下の通りである。
－勺■□■￣●■■■■■■■￣｡▲一一一の●●｡●の｡――□■■■■■｡■￣■■■￣■■■の●■▲￣－－￣ＣＣ－⑤●⑤むゅ守口－●■●●●●●■｡■●■｡●の■の●￣￣●￣－●b－－－■のび■Ｐｂ●●●□●□●■の■●凸■■●の●￣●●●■▲▲■●￣￣●▲□￣｡￣｡-口⑰●■￣Ｐ■●￣⑤ひ■●寺●■□●■●■●●巴

＊!`ThaiSocietyandChangetowardsNIESStatus:Trendsandlssues',(2)

（Sangkhomthaikabkanplianplaengpaｉｓｕuprathetudsahakam

mai:neonomlaepanha)，Ｒｑ２ＪＱｅｓａ７Ｕｇｶﾉｂｏｍｔ/iczi：ｓ“ｔｈｏｓａＬｕａｒｔｉｊ

ｊｒ”０（mhaistQte〔mdSocjety：to山α７℃ｆｓｔｈｅｌ”0,s)，ＪｂｕｍａＪｑ／SbcZaJ

SCZelzcesJvo1.25Ｎ0.2iAugustl988，FacultyofSocialSciences，

OhulalongkornUniversity．（inThai）
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タイ社会の「開発の時代」は、1961年の国家社会経済開発計画の告知によっ

て開始されたということができるだろう。現在（1988年）は第６次計画が実施

され、この計画による開発が開始されて以来27年がすでに経過している。タイ

社会には、社会・経済・政治的な構造および国民の生活様式や暮らしむきの両

面で大きな変化が生じている。そして現在では新興工業地域（NIES）に向け

ての変化という、最も大きな変化が生じているのである。この変化に向けての

重要な証拠は、工業部門の生産の急激な増加によって国民総生産（GNP）に

占める工業製品の割合が農産物を上回り、輸出額の60％以上を占めるに至った

ことである。

NIES化は、国家の開発においては必然的な傾向であり、これまでの努力の

成功の－段階を示しているとみなすことができるだろう。しかし、一方では心

的側面が依然として農業的な生活と結びついており、また工業的な生活が道徳

的なモラルなどの側面で、タイ社会を衰退させてしまったり、現在すでにかな

り悪い状況になっているあらゆる社会問題を激化させてしまうことを懸念する

ために、タイが工業国になることを望まない多くの人々がいる。彼らは、資本

主義経済のもとでの工業開発は階級間の抑圧・搾取をさらに増大させるだけだ

という、マルクス主義者たちの見解とある部分では一致するような保守的な考

えを持っている。しかし、たとえある点では偏見があったり、現代社会の問題

についての理解に不十分な点があっても、彼ら知識人の批判は認めるべきであ

る。いずれにせよ、NIES化は我々が望むと望まないとにかかわらず進行し、

工業化はさらに拡大していくという傾向を示している。我々は､生じてくる様々

な変化に備えるように心がけねばならない。工業化は、現在我々が直面してい

る問題の解決に役立つ機会をもたらす一方で、問題をさらに悪化させるような

状況をももたらすのである。

(２）
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1．農業生産の拡大の限界

国家経済社会開発庁（NESDB）の統計によれば、第１次から第５次までの

国家経済社会開発計画の期間、農業生産の伸び率は工業生産の伸び率を常に下

回っていた。（工業生産の各期間の年当たりの伸び率が10.2,9.2,8.9,90,

5.6％であったのに対して、農業生産の各期間の年当たりの伸び率は4.6,4.1,

3.9,30,2.9％であった｡）農業生産は、工業生産に比べて土壌や天候に依存

するため年によって生産高が変化するなど数多くの不利な条件がある。たとえ

潅概のシステムや土壌の改良によってある地域の生産を増加させることが可能

になっても、東北タイの大部分のような地理的条件がダムや耕地に水を供給す

る水路や運河の建設に不向きな地域では、農民は天水に依存し、低生産や不安

定な生産を余儀なくされる。これ以外にも、市場の需要に見合うように栽培す

る作物を変えることは難しく、農業生産は依然としてスムーズさを欠いている。

土地はそれぞれの地域ごとにある特定の種類の作物の生産に適している。たと

えば、低地の水田では畑作物の生産は非常に難しく、政府が多額の投資をした

最良の潅慨地帯にある水田にさらに投資をして、その時その時にたまたま価格

の良い作物を栽培するように変えることは全く無駄なことである。

原則に従えば、農民が肥料や農薬、除草剤の使用、品種の選定、農業機械な

どへの投資により、単位面積当たりおよび労働力当たりの生産高を増加させる

ことは可能である。しかし、多くの地域では農民に資本や知識がなく、また関

心を示さないなどの様々な原因のために以上のような改良が行なえない。さら

に重要なことは、農地に潅概用水もなく肥沃でないために、また投資をして生

産を増加させても引き合わないほどの市場での農作物価格の低さのために、投

資しても成果を得られるかどうか確信が持てないのである。

現在の世界中の農業生産における重要な問題は、世界が食糧不足の問題に直

面するという予言がかって－度あったにもかかわらず、ほとんどすべての農作

(３）
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物が市場の需要を超えて生産されているということである。この予言はことご

とくまちがっている。というのは肥料や殺虫剤、品種改良などの近代的なテク

ノロジーの使用の効果によって、世界の食糧生産は第２次世界大戦以降急速に

増加したからである。なかでも品種改良は緑の革命を生じさせ、多くの国々に

食糧の自給を可能ならしめた。たとえばインドやインドネシアのようにかつて

は非常に多くの量の米を輸入しなければならなかった国が、現在では不作の年

を除いては国内の需要を賄えるようになったのである。またたばこやさとうき

びのようないくつかの作物は、健康に対する懸念が消費の嗜好を変化させたた

めに市場は狭まりつつある。さとうきびは他の作物からつくられる甘味料とも

競合関係にある。需要を大きく上回る生産はほとんどすべての種類の農作物の

世界市場での価格を低下させ、その結果多くの富める国の政府は自国の農民に

対して最低価格の保証や輸出奨励金の拠出、外国の農産物に対する市場の閉鎖

などの援助を行なうに至った。生産性の上昇にもかかわらず投下した資本に引

き合わないほど農作物価格が安いために農民の収入が低下してしまうという問

題は、世界中の多くの国で生じた問題である。真に富裕で農民が少数になった

日本や西ヨーロッパのような国々だけが、成果が得られるほどに自国の農民に

対して援助が可能である。しかし農民に対する援助はこれらの国々においても

財政的な重荷となっている。したがってすべての国々は長期的には農業生産を

減らすような政策が必要なのである。

農民は安い農作物価格という大きな問題に直面することを余儀なくされ、に

もかかわらず政府は農民の援助に真剣に取り組んでいないということはタイで

はよく知れわたったことである。農作物価格の安さは、農民が単位面積当たり

および労働力当たりの収量を増加させようとする動機を欠く、また農業部門の

成長率が工業部門の成長率を下回る原因の１つとなっている。生産高の増加は

耕地面積と農業労働力の拡大によってもたらされるが、これは同時に人口の急

激な増加という問題も示すものである。増加した人口の一部は都市に移動し就

(４）
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業するが、大部分は農村にとどまり先祖代々の農業に従事することになる。と

いうのは、かつては自由に行なえた森林の開墾による土地所有の登記が現在で

は困難になってきたのである。これは、開墾可能な土地の大部分が法律で侵入

占拠を禁じられた国有の保存林であるためである。

概して後から開墾された土地は、先に開墾された土地よりも農業には適さな

いことが多い。人口の増加につれて土地の需要が増せば増すほど、質の悪い土

地も開墾されて農業用地として用いられるようになる。実際のところ、このよ

うな土地は農業生産も低いので自然のままの森林にしておくべきである。土地

は肥沃さに欠け、水源もなくまた交通網からも隔絶しており、開発は難しく多

額の投資を必要とする。これらの土地を農地として利用するには不法な伐採に

よる森林の荒廃という問題が生じ、また生態系の衰退という問題も生じさせる。

わずかの生産の増加は、農業全体に生じる損失には全く引き合わない。これら

の土地を開墾する農民は、生産力の低さや負債のために貧困な生活を強いられ

る。そしてこのようなケースの多くが、過去に森林に侵入占拠し、荒廃させた

農民なのである。

現在では、森林の開墾による土地所有の登記もさらに困難になってきたとみ

なされている。農業のための土地の拡大は、タイ国内ではほとんどできなくなっ

たと言ってよいだろう。森林の面積は、エコロジカルな均衡に危害を及ぼすほ

どの低いレベルまでに減ってしまった。農村で増加した人口は、農業以外の職

業を選択しなければならない。そうでなければ森林はさらに侵入占拠されて荒

廃し、また以前から住んでいた限られた土地で生計を営むために争い合わねば

ならず、農村の人々の生活水準はさらに下がるであろう。農業部門は、増加し

た人口を受け入れ、仕事を与えるために生産を拡大する余地がもうほとんどな

いと言える。一般的に近代的な農業においては、肥料や農業機械などの省力で

生産を増加させる近代的なテクノロジーの使用により恒久的な労働力の需要は

減少している。このような現象は先進工業国ではすでに生じており、農業部門

(５）
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の生産はかなりの増加を見せている一方で、農業部門の労働力の割合は労働力

全体の５％から10％に満たないほどに減少しているのである。

したがって、タイの農業は耕作地の拡大や増加した人口を受け入れ、仕事を

与えることについてはすでに飽和点に達してしまったといえよう。農作物価格

は工業製品と比べて今後もかなり低いという傾向が続き、また労働力の需要も

テクノロジーの進歩のために減少するという傾向があるために将来的にもあま

り良くはならないだろう。タイを含む現在のすべての農業国は、増加した人口

に仕事を与える受け皿をつくり国家に富を築くためには、工業部門の開発を急

ぐこと以外に選択の余地はないのである。

2．工業部門の有利さ

現在の世界経済において、工業開発が成功を収めた国は少ない。工業製品の

生産者は依然として少ないが、需要はさらに伸びようとしている。すなわち、

工業製品は国内、国外の市場がともに今後長期間にわたって拡大してゆく可能

性を持っているのである。したがって、何の支障もなく市場での需要に応じて

選択的に生産でき、また原材料の輸入が可能なため国内にある天然資源にも制

限されないという点から工業生産は依然として有利である。工業製品は無数あ

り、能力や市場での有利性、需要に応じて選択的に生産することも可能である。

たとえ市場において需要がまだ生じていなくても、新製品を生産し、宣伝広告

によって市場を形成するような需要を生じさせることも可能なのである。工業

製品の生産の成功は、農作物の生産の増加や品質の向上より容易である。その

主な理由の１つは、工業を創始するにあたってはほんの少しの人間とのみ関わっ

ているということである。工業開発において最も重要な役割を担う人物は、あ

えて賭に出るような創業者精神を持つ企業家なのである。労働力は有り余るほ

どいる。たとえ労働力の質が良くなくても、企業家は近代的な人事管理の原理

(６）
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を用いて教育し、精神をふるい立たせ仕事に対する意識を鼓舞すれば、長期的

には労働力の質を向上させ国内の労働力を規律正しく知識や技術のある労働者

にするという希望が持てるのである。

1961年に開始された第１次国家経済社会開発計画以前は、近代的な工業は国

内には少なかった。政府も工業開発に対する確固たる政策を持っていなかった。

第１次計画以後の工業開発の政策は、民間が経済活動の主体であり、政府の役

割は民間の経済活動を奨励し、援助を与えるに過ぎないと明確に定められた。

とりわけインフラストラクチャーの開発や、税金やその他の面で特権の供与な

どがそうであった。投資奨励委員会（BOI）がこれらの政策の実施に責任を持っ

ているが、その活動は国内や国外の企業家に対してタイ国内での工場の建設の

ための投資を誘致するという点では、概して成功を収めているといえるだろう。

タイ社会は、すでに工業発展のための十分な条件が整っている。有り余る労

働力と稼働したばかりの工場からの製品には十分な、広範な国内市場を持って

いるのである。タイは政治的に安定しまた社会秩序が維持されているため、投

資家は彼らの投資が無駄なものとなったり、権力者によって利益を横取りされ

ることはないと信じることができるのである。タイ社会には自ら危険を冒して

投資をしたり、外国からの投資家と手を結ぼうとしている企業家は多い。これ

らの企業家の多くは中国系タイ人の実業家で、かつては商人や仲買人として外

国に工業製品を注文し輸入して商売することだけに関心があったが、現在では

自ら生産しようと決意している。彼らの動機は利益を得ることにあるかもしれ

ないが、彼らの活動は国の工業発展にも良い結果をもたらすのである。タイ社

会にはこのような人は多く、外国とくに日本からの投資を受け入れ合弁で生産

する十分な条件が整っている。したがってタイの工業開発は急速に進み、とく

に政府が輸出産業を重視する政策を持ち日本の投資が大きく増加した現在では

さらに速度を上げている。

企業家とは事業を創始した人物であるが、成功を収め事業を拡大するような

(７）
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経営ができるかどうかは上級の管理職から課長クラスまでの職員の責任のもと

での効率的な業務の運営にかかっている。ところで、タイの開発計画の目立っ

た良い点はすべてのレベルにおける教育面の開発である。中学校以上の各レベ

ルの教育を修めた人の数は、数倍にも増加した。大学レベルの学校は、開発計

画が実施される以前は国立大学がわずかに６校、それもバンコクにあるだけで

あったが、現在では12校に増えバンコク以外のすべての地方にも分散している。

これには入学試験を課さないオープン形式の大学２校、私立大学（カレッジを

含む）１４校、教員養成大学36校は含まれていない。学生や卒業生の数も年ごと

に増加し数倍になっている。このほかにも多くの学生が外国で高等教育を修め

ている。

教育レベルの上昇は工業開発に直接役立つとみなされ、専門家としての経営

者から管理職、エンジニア、技術者、熟練労働者に至るまで工業開発のために

質の良い効率的な労働力を供給するのである。現在では民間の仕事は政府の仕

事より収入もよく、名誉や安定性も以前より上昇している。高等教育を修めた

人も民間に就職したがる傾向にある。このように民間に良い機会があれば、能

力のある人が民間に就職し今後さらにビジネスを拡大させることができるだろ

つｏ

3．社会構造の変化と工業開発

国家の開発とりわけ工業の開発は、その国の社会構造の広範囲な変化を引き

起こす。タイ社会の構造は、かつては役人と農民というわずか２つの主要な社

会集団からなる簡単なものであった。商人や仲買人の大部分は中国系であり、

まだタイ社会ではアウトサイダーであって自らの地位を築くために脇目もふら

ず金を追い求めていた。都市における労働者たちはまだその数は少なく、大部

分が中国からやってきて労働に従事していた。一方タイの農民は自由を愛し、

(８）
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また農村には子供たちにとって開墾して農業を営む土地がまだかなり残ってい

たため、労働者として働くことを好まなかった。階級の観点では、タイ社会に

はまず、王族や貴族などの高貴な血筋を引き、ほとんどが役人として高い地位

職務にあり同時に地主でもある少数の上流階級が存在する。商売によって富裕

な地位にある中国系タイ人も、上流階級に分類することができるだろう。中流

階級についてはそれを構成する人々の多くが軍人や文民を含む役人であったが、

人口に占める割合は少なかった。商人や仲買人は収入や暮らし向きの点では中

流階級とみなすことができたが、中国系であるためにタイ社会における役割は

依然として制限されたものであった。そして大部分の人は農民で国中の農村に

分散していた。逆に上流階級および中流階級に属する人は大部分がバンコクや

国内の主要な都市に居住していた。

これまでの国家開発の成果は階級構造を変化させたことである。それぞれの

階級の構成要素の割合や階級間の利益や交渉力も変化した。社会集団の点から

見れば、社会的経済的そして政治的な変化が各社会集団間の関係を変化させた

と言える。ある社会集団はその地位を確固たるものとし、逆にある集団は利益

を失った。また新たに生じた社会集団もあり、これらによって社会構造は複雑

になるとともに社会内部の多様性が増加し、階級間や諸集団間での協力や抗争

を起こさせる力も生じてきたのである。

階級構造の最も重要な変化は、中流階級が増加し経済的にも政治的にも国家

の開発に重要な役割を担うようになったことである。中流階級は国家の開発と

ともに増加するが、中流階級が増加すれば彼らは自らの確固たる地位を築こう

とし、また仕事に必要な知識や能力もあるため国家の開発を推進する力も増大

する。中流階級の人々の数の増加は教育を受ける人の拡大、とりわけすでに論

じた高等教育レベルでの拡大からも明らかである。1960年には国立大学６校の

学生数はわずかに５万1258人であったが、1983年には79万6749人に増加した。

この数字にはオープン形式の大学と私立大学が含まれ、教員養成大学36校の学

(９）
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生数６万9283人を含めるとその数はさらに増加する。第６次計画が終了する

1991年には高等教育を受ける学生の数は117万5970人に、そして大学を卒業し

て学士の称号を得る人は２万84480人に達し、年当たり６％増加するであろう

と大学庁は見積もっている。

公務員の増加も中流階級の増加を示すものの１つである。1980年には公務員

の数はわずか22万1437人であったが、1985年には90万9678人に達している。こ

れには正規の公務員ではない23万3913人と、６３万6794人の臨時雇いの職員は含

まれていない。また69の公営企業の中で、６２の公営企業の職員は1986年には２６

万106人に達している。このような公務員の組織の拡大は、民間の工業開発の

推進などの国家の開発における政府の役割の重要性を示している。公務員の組

織に属する人々の大部分は中流階級とみなすことができるだろう。開発と民主

主義の強調は、かつての役人たちを法律や規則、慣例の従者から国民へのサー

ビスの提供や援助を行なう人に、またそのために自らの職務について熟達した

知識を持つというように自分自身の役割を変え、向上させていった。現在様々

な省庁に属する公務員のなかで、自分自身に確信を持ち以前の役人とは仕事に

対する考え方が異なるようなテクノクラートとでも呼ぶべき種類の公務員に出

会うことがある。彼らは国家の開発の問題をよく理解し、タイの工業開発のた

めに民間の実業家の投資を推進するという重要な役割を担っている。これらの

公務員の一部は大学にいる研究者たちで、1960年には2475人であったが1982年

には１万3713人に増加している。

民間の工業やサービス産業の開発も、中流階級の割合の増加に対しては重要

である。工業やサービス産業の開発は、労働者階級の仕事だけではなく高学歴

で知識や熟練した技術を持つ人の仕事、すなわち高給で中流階級の地位にある

人の仕事も創出する。直接生産に関わる仕事以外にも、工業化は銀行や金融、

証券投資、商業、教育、医療のようなサービスに関わる職業や、エンジニア、

建築家、設計士、画工などの技能職、マスコミや演劇関係の職業、洋服屋や美

(10）
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容師などの個人サービスに関わる職業など、様々な職業に関わる仕事をも生み

出す。このような職業に従事する人は一部は中流階級に属するとみなすことが

でき、その数も増えつつあるが、その職業からの収入やその職業の安定度がど

こまであるかは工業生産の発展の段階にかかっているのである。

西欧諸国においては、中流階級は民主主義の制度の安定を築くための重要な

役割を担っている。一方、中流階級のほとんどが役人であったかってのタイ社

会では、民主主義も限られた世界でのものであった。しかし、現在では民主主

義を要求する力は、高学歴の若手の役人や日増しにその数を増加させている官

界以外の中流階級からどんどん大きくなっているのである。

中流階級の増加は、所得の分配が公平になり階級間の抗争の問題が鎮静化す

る傾向を示している。国家の開発は、すでに富裕であった人だけではなく多く

の人に下層階級から中流階級へ、また中流階級からさらに上流階級へと地位を

上昇させる機会をもたらしたのである。富裕な人をさらに富裕にし、貧しい人

をさらに貧しくしたために国家の開発は完全な失敗であると結論づけることは、

安易すぎ事実とは反するものである。確かに少数の人のみが富める機会を得ら

れ、普通の人々の階級に属する貧しい人は依然として数多い。しかし中流階級

の拡大は暮らしていける程度の普通の家族の出身である多くの人が自らの地位

を上昇させることを可能にし、また階級間の格差や抗争が減るという成果があ

る程度もたらされることを意味するだろう。

工業開発は近代的労働者階級をも勃興させ、その数は日ごとに増加し社会的

な役割も増大している。彼らの収入や生活水準は雇用者の業務から得られる収

入や安定性によって差がある。近代的な工場や企業の労働者、とりわけ公営企

業の労働者は、収入や福利厚生の点で規模の小さい工場の労働者より恵まれて

いる。最も恵まれない人々は、日雇いでその日の仕事にありつけるかどうかも

わからないその日暮しの労働者である。近代的な工業の労働者たちは労働局の

布告にしたがって労働組合を結成する傾向が強まり、労働組合の数は1986年に

(11）
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は438団体に達している。労働法にしたがって労働組合を結成した業種では加

入率は548％にのぼり、全労働者では14.4％となっている。これらの労働組合

は労働組合連合を組織し、現在では３組織となって労働運動のリーダー的役割

を果たしている。

楽観的にみれば、労働組合は社会的な公平の要求に重要な役割を担うことに

なるだろう。しかし、我々は同時に今後労働問題に関わる争議が増え、重要な

政治問題となることも認めねばならない。というのは、要求を突きつけるリー

ダーは公営企業の労働組合ですでに収入も良く安定した仕事であり、その目的

は政府の権力にあえて挑むことなのである。一方民間企業の労働組合にとって

は一般的に雇用者との交渉力は依然として弱いが、このことは要求の項目を減

らしたり雇用者の言い分をすべて認めるということを意味するものではない。

雇用者との争議は、労働組合が政府に圧力を加えて雇用者を強制するような権

力の行使を期待するために政治問題に発展してしまうのである。

政治に対する考え方については、都市の労働者階級や収入の低い階級は政治

に対する関心が増し、その多くが彼らの貧困の問題を直ちに解決できない政府

に不満を感じているという傾向にある。工場労働者や労働組合は、農民を蜂起

させることに失敗したマルクス主義者たちによって介入される標的となってい

る。行商人や露天商、その日暮しの労働者、タクシーやトラック、パスなどの

運転手、食堂や商店などの店員のような貧困な人々や、下級公務員や下級の警

察官、軍人、民間企業の下級職員、商店など小規模の経営者、都市近郊の農民

などの中流階級のなかでも下位に位置する人々が、民衆を蜂起させ体制を転覆

させるなどを語ることに手慣れた政党の票集めの標的となっているのである。

標的となった彼らは、地位の高い高級官僚や安定した仕事を持つ商人や仲買人

と比べるとタイ社会に生じた変化からほとんど利益を得ていないと感じ、また

自分自身の地位が低下したと感じている。低学歴で経験も少なく自ら社会的に

不利であると考える地位にある人は何事も白と黒のように簡単に考え、もし彼

(１２）
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らや応援する政治家が権力を得られれば問題の解決は非常に簡単であると考え

る傾向にある。

4．工業開発と社会的公正

(1)都市と農村の格差の問題

現在のタイ社会における最も重要な問題が都市と農村の格差の問題であるこ

とは、すでに広く認められたことである。この問題は生じてからすでに長い時

間が経ち、これまでのところは格差は拡大しつつあるようである。議論すべき

主な点は、現在のところこの格差は拡大傾向にあるか縮小傾向にあるかという

点である。研究者の多くは否定的な見解を下す傾向にある。すなわち開発の結

果格差を拡大させたとみなしているのである。ある研究者は、確かに農村の人

の収入や生活は以前よりも概して向上しているが、大きく増加した都市の人の

収入に比べるとその増加は非常に少ないと認識している。したがって格差はさ

らに拡大し、このことは国家開発の政策の誤りを示しているというのである。

この問題に関する明らかな事実は、実証的なデータを得ることが難しいとい

うことである。というのは個々人の収入に関する数字は蒐集するのが最も難し

く、また信頼性に欠けるデータだからである。農民にとって農作物の価格や天

候によって収入とは年ごとに変化するものなのである。この他にも比較する集

団に関する問題もある。たとえば、最も富裕な集団と貧困な集団を比較してし

まえば格差が拡大したという結果が出るのは明白である。しかし、農村におけ

る最も大きな集団である平均レベルの農民と都市の中流階級を比較すれば、お

そらく格差も縮小しているだろう。農村の人々の貧困の問題ははっきりと目に

見えるものであり、また皆が不利な地位におかれている農村の人々に対して同

情し彼らの収入や生活を向上させようと願っているため、この問題に関して事

実に即した正しい分析を行なうことは困難なことなのである。換言すれば、個

(１３）
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人的な意識や偏見を持ち込んでしまうと事実に基づいて農村の人々の問題を論

じることはさらに困難になってしまうのである。

収入を比較した数字に依拠する以外の方法で都市と農村の格差を論じるにあ

たっては、我々は都市と農村の関係の特徴を分析することになろう。たとえば、

都市の人と農村の人の収入の出所、都市と農村の関係における有利不利、援助

や足の引っ張り合いの関係などの点を見るのである。この観点では、農村は都

市に対してつねに不利であると言うことができるであろう。ここで都市といえ

ば、ほとんどバンコクのことを意味する。しかし、このように農村は不利であ

ると我々に言わしめた要因のいくつかは現在ではある程度解消されている。そ

の経済的な要因の１つである工業開発は、国家への富の構築を着実にもたらし

始めている。第１次開発計画以来の工業への投資は現在では成果が目に見えて

あがり、タイは新興工業国（NIES）になろうとしているのである。

これらの工業開発に携わる人々は国家の富の構築や仕事の創出、国民が概し

て輸入品より安く選んで購入でき、輸出によって外国から現金収入を得られる

ような様々な製品の生産に直接役立つとみなすことができる。工業開発に携わ

り投資を行なう人々は、成功すれば富裕になるだろうが、同時に都市における

就業機会を増やし、また自らの生産物を公正な価格でアグロ・インダストリー

に売却する機会の増えた農村の人々を含めて他の人々をも金銭的に豊かにする。

バンコクが工業の大生産地になることによって、農村との経済的な関係も変化

する。かつてはバンコクはタイの国内、国外双方の商取引において商人や仲買

人としての役割を持つだけであり、商人や仲買人の利潤が増加すれば農村の人々

の貧困もそれだけ深化するのであった。利潤を策略や不正、生産物価格の抑制、

高利での利息の請求、小作料による搾取のような形で得ようとする経済のメカ

ニズムは、農村の人々の労働によって農村で生じた収入を都市に流入させ、商

人や仲買人、高利貸し、地主の収入や、政府の税金という形に変えてしまう。

このような経済的な関係においては、農村の人々が貧困化する一方で、都市に

(１４）
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住むある少数の集団に属する人々はさらに富裕になり賛沢な生活を享受してい

るのである。

政治的には、農民が被った貧困や不公平の問題に対する意識は、1973年の１０

月14日に発生した事件を契機として学生運動による民主主義の要求が成功を収

めて以来、国民のなかで大きく変わり始めた。それ以前は、第２次世界大戦以

降施行され国内の米の価格をつねに低く抑える結果をもたらした輸出プレミア

ムの徴収という政府の政策のために、農民は都市の人々に比べて大きく不利な

立場に立つことを余儀なくされていた。プレミアムの率は平均すると輸出価格

の約25％になり、このことは都市の消費者が米を安い価格で買えるように政府

が援助することにより農民がかなりの収入を失わなければならないということ

を意味していた。１０月14日の事件以降プレミアムの率は下がり、1986年には完

全に廃止された。学生に率いられた農民運動は農民の貧困の問題の解決に政府

の関心を向けさせ、また小作料規制法や土地改革法の制定を促した。中部タイ

においては小作料は目に見えて下がり、法律が地主に請求を許した最高率（収

穫量の３分の１）をほとんどが下回っている。しかし、北部においては慣習に

基づいて収穫量の２分の１の小作料が依然として請求されているためこの法律

も実を結んでいない。土地が少ないにもかかわらず土地の借り手は多いため、

地主は自分の意にかなった不当に高い小作料を請求するのである。

農民の貧困は日ごとに顕著になり、政府は開発の成果がすみずみにまで及ば

ないような国家の開発政策が誤りであったことを認識し始めている。政府がイ

ンフラストラクチャーの開発のみを強調した第１次から第３次までの国家開発

計画においては、直接的に利益を享受したのは建設工事の請負人、商人や仲買

人、地主、政府の担当者、開発計画によるプロジェクトに関わる仕事に就く人

であり、中には特権を持つ商人、政治家、不正な権力を濫用する役人、不法な

森林の伐採や密輸など法律を犯して金儲けをした有力者も含まれている。政府

は農村の人々がどの程度利益を得られるかを考慮せずに大きなプロジェクトの

(15）
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みを実施してきた。たとえば、田に水を送る水路がないにもかかわらず大規模

なダムを建設したり、郡や村、区に分岐する道路がないのに県を結ぶ主要な路

線の道路だけを建設するなどである。政府は第４次計画において所得の分配の

問題について関心を示し始めているが、具体的な措置はとられず、第５次計画

で初めて農村開発、とりわけ貧困な地域の開発の目的や戦略、仕事を処理する

ための組織の構造が明確に定められた。現在実施されている第６次計画は、こ

れまでの仕事を受け継ぎ、その範囲をさらに拡大させている。プレム政権の時

代には、農村開発は政府の最も重要な政策であったということができよう。

我々は、都市と農村の格差がまだかなり大きいことを認めなければならない。

しかし、この問題を論じる際には政府とこの問題との関係を十分に公平にみな

して論じなければならない。この問題は長い期間積もり積もった問題であり、

農民の数は過剰とも言えるほど多くタイの人口の半分を超えている。多くの地

域での貧困の発生の原因は外部からの搾取や政府の怠慢によってではなく、地

理的条件に恵まれず農業地域として向上させる方法がないことによるのである。

これらの土地は人々に入植し農業を営ませるよりもそのまま森林としておくべ

きなのである。

農村の貧困の問題は、農作物の価格が低下傾向にあるという問題とも関連し

ている。この問題は世界中の農民の問題である。アメリカ合衆国においては小

規模農民の多くが破産寸前にあり、政府は彼らを援助するために莫大な予算を

計上しなければならないのである。タイのような貧困な国では、政府が農民を

援助し成果を上げるほどの＋分な予算の計上を期待することは難しい。一緒に

なって政府を批判する都市の人々も、農村の人々の貧困の問題に責任を持つべ

きである。彼ら都市の人々は、税負担を増やしたり農作物をもっと高い価格で

購入するなどして自分自身の収入を減らすことは決して認めない。都市の人々

が収入の増加を要求すれば、都市と農村のギャップはさらに拡大してしまうの

である。

(１６）
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農業の開発も、今後とも続けていかなければならないことであるのは言うま

でもない。しかし、農村における貧困の問題の解決を実りあるものにするため

に必然的な政策の１つは、農村人口の割合を減らし主業である農業への依存を

減らすことである。1986年にはタイの労働力の58.9％が農業に従事しており、

一方工業に従事する人は10.9％、商業やサービス業に従事する人は

11.5％であった。概して工業国では農業に従事する労働力は全体の５％に満た

ないが、それでも近代的なテクノロジーが収量の増加に寄与するために十分な

食糧の生産が可能なのである。韓国のような新興工業国においては、農業に従

事する労働力は減少し全体の３分の１が残っているにすぎない。タイにおいて

も、同様に農業部門の労働力の需要は明らかに減少する傾向にある。農村にお

ける過剰な人口の存在は、必然的に貧困を意味する。したがって、我々は農村

の需要を超えた過剰な労働力を都市における工業やサービス業に従事させるよ

う引っ張るべきであり、また農村において農業を営む人々も農業以外の収入を

得る機会を求めるべきなのである。

このような観点では、タイのNIES化は農村の貧困の問題の解決に寄与する

とみなすことができる。たとえ工業部門が現在より多くの労働力を雇用できな

くても、工業開発は失敗したと我々は安易に結論づけるべきではない。事実と

して言えることは、たとえ外国からの投資が著しく増加した現在のように成長

率が農業部門を上回っていても、タイの工業開発はまだ低いレベルにあるとい

うことである。したがって政府がとるべき正しい政策とは、工業開発を急ぎこ

のような高い成長率を長期にわたって維持すること、とりわけ近代的な工業を

バンコクとその周辺以外の都市に分散して興させることなのである。開発計画

においてはそれぞれの地域の主要都市の開発について述べられているが、これ

らの都市を工業開発の中心としても用いるべきである。もし成功すれば、これ

らの都市は大都市となって市街地面積も拡大し人口も増加する。増加した人口

の一部は流入してきた周辺の農民である。大きな工業都市がいくつもできれば、

(１７）
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これまではバンコク１ケ所だけに向かっていた農村の人々の移動も分散させる

ことが可能となる。現在、１０万人以上の人口を持つ都市は依然として少なくわ

ずかに５つの都市である。農村の人々が向かっていくのはバンコク１ケ所であ

るが、1980年には人口10万人以上の都市はわずかにチェンマイ１ケ所であった

のであるから、開発は進んだとみなせよう。主要都市を開発し国中に分散させ

て確固たる経済的地位を与えることは、タイの他の都市と比べて隔絶した規模

と重要性を持つバンコクの経済的社会的支配を減らすことを含めて、周辺の農

村の開発に寄与し、成果を上げることであろう。

長期的には、工業の開発および地方への分散は所得の分配に良い結果をもた

らすことは明らかである。いずれにせよ、農民が開発から本当に利益が得られ

るには長い時間がかかるということは全く不公平なことである。都市と農村の

格差の原因の１つには、都市に住むある集団の人々の収入が不公平なほど多す

ぎることがあることを我々は認めなければならない。したがって、これらの人々

の収入を減らすような政治的な措置を講じる必要がある。たとえば本当に効果

のある土地改革の方法の追求、より高率での土地税の徴収、相続税や財産税、

キャピタル・ゲイン税（国家開発の結果とりわけ道路の建設への政府の投資に

より価格が上昇した土地への課税など）のような新税の徴収などである。より

税負担を重くするべき人々には、格差の問題をつねに好んで論じる一方で、農

村の貧困な人々の援助を意図した外国からの援助のプロジェクトから機会に乗

じて莫大な金をかすめとっているテクノクラートや研究者たちも含まれる。こ

のような援助金の一部が、プロジェクトの可能性の調査や効果の見積もり、調

査への助言に対する礼金や報酬の形でテクノクラートや研究者の収入となって

いることも事実である。礼金や報酬は援助を与える富裕な国の基準で支払われ

るため彼らの月給を大きく上回り、また多くの場合公務員として月給を得て公

的に時間や人、設備を用いている人にさらに支払われ、すでに論じたような開

発に関する仕事はつくられるが、実際のところ効果は非常に少ない。というの
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'よ、新しいものは何もなく、簡単にできることをわざわざ難しくするような、

そして得体の知れぬ法則を用いて誰も理解できない分析を行なうような性質の

仕事だからである。

(2)ビジネスや財産の所有の集中の問題

研究者の理念とは社会正義の希求である。工業の開発は、少数の資本家がほ

とんどがビジネスの所有者となることへの懸念を生じさせている。資本家は自

らのビジネスを拡大させて大きな企業集団をつくり、国の経済を包摂または独

占して、小規模の資本家や生産者を経済界から放逐するほどに痛めつける。マ

ルクス主義者たちは、資本主義経済がすべての国において独占資本主義の段階

に達するまで発展する傾向をもつと信じ、またこのような変化がタイ経済にお

いても生じつつあると信じているのである。

表面的に見ると、マルクス主義者の予言は重みがあるように見える。ビジネ

スの規模の拡大、資本家によるグループの結成、相互の株式の所有とりわけ主

要なビジネスの一族のメンバーが様々な会社の株主となることなどのいくつか

の変化は本当に生じている。しかしながら、タイのビジネスが少数の一族の所

有と支配の下にあると即座に結論づけることは、これらの一族に多すぎるほど

の重要性を与えてしまうことになる。多くの企業のほとんどが大衆に開かれ小

規模株主の数多い株式会社である先進国と比べると、タイのビジネスには資本

家の数がまだ少ないと認めざるを得ない。タイにおいては、ビジネスとりわけ

近代的工業の開発は始められたばかりであり、少数のビジネスの所有者が大き

な役割を担い、生産者の数がまだ少ないためにそれぞれの種類の工業の所有者

として高い割合を占めている。いずれにせよタイの経済は極端に小規模である

というほどではなく、バナナ共和国と名付けられるほどバナナの栽培のみに経

済が依存していたかっての中米の小さな国々のように、少数の資本家が経済や

政治を意のままにできるほど少数の商品の生産に依存してはいない。タイのピ

(19）
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ジネスや工業は多くの種類と十分な競争があり、真の権力者で統制力を持つ政

府もある。ある一族が多くの企業の株式を所有することはビジネス上の慣例に

過ぎず、また株式の一部に過ぎないため、株主が真の統制力を持っていること

を意味しない。したがってタイ経済が少数の一族によって統制されていると結

論づけることは言い過ぎであり、ただ興雷を呼び起こすための議論にすぎない

のである。

工業生産が増加すれば新たな生産者も生まれるため、現在少数の生産者が持

つ大きな役割は減少していくことが予測される。また工業生産の拡大につれて、

少数の主要なビジネスの一族による所有の割合も減っていくであろう。同族会

社も、株式市場からの資金の調達や業務の運営のための専門家の雇用に役立つ

ように、その多くが業務の拡大の際に株式会社となる傾向にある。現在では株

式市場で自社株を売却することを許可された会社が200近くに増え、その数は

将来も確実に増えていくであろう。というのは資金の調達が容易になり、また

株式を公開していない会社より法人税率も低いという誘因があるためである。

タイ国立銀行も、商業銀行に対して数多くの小規模の株主に株式を分散させる

ことを命じた指示を出している。先進工業国においては大規模なビジネスは株

式会社の形をとり、所有者は数多くの株主であるが、原則的には雇い人である

にすぎない専門家である経営者の権力の支配下にある。タイ社会の主要なビジ

ネスにおける同族会社の株式会社化、すなわち専門家である経営者に経営が委

ねられるにはまだかなりの時間を要するであろう。いずれにせよ、このような

変化が現在すでにいくぶんかは生じていることがみてとれる。

タイ社会における財産の所有の集中の問題の研究では、ビジネスの所有につ

いてのみ論じられる傾向にある。この研究で提起されたタイ社会の像は、ビジ

ネスの所有者以外にまだ金持ちが多くいるというタイ社会における真実とはし

ばしば全く異なる。このような金持ちの大部分は、都市の主要なビジネス街や

政府の道路の建設により今後の繁栄が見込まれる地域の地主である。タイにお

<20）
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いて最も好運な人は、価格の高いかなりの面積の土地を遺産として相続した人

と、土地の価格が数倍に値上りしたために大金持ちになった地主である。これ

らの人々は税金を払わないか、一般の人々が払わなければならない税金に比べ

て非常に低い税率しか支払わずに金持ちになり、また社会に何の利益ももたら

さずに金持ちになったのである。エ業開発は土地価格を上昇させ、労せずして

地主をさらに金持ちにするという結果をもたらした。この観点では、開発の成

果は公平に分配されてはいないときっぱりと言いきれる。農村の人々が依然と

して貧困である一方で、地主はさらに金持ちになっているのである。このよう

にこっそりと金持ちになった連中は、銀行家や実業家とは違って左翼ばかりで

なく資本主義を忌み嫌う右翼によっても攻撃される標的となっている。土地取

引やビジネスから金持ちになったこれら２つのグループの人々は、権力を持ち

高い地位にある高級官僚と合わせてタイ社会における上流階級とみなすことが

できよう。いずれにせよこれら２つのグループの人々の政治に対する考え方が

異なることもありうる。地主のグループは限られた範囲での社会の変化を欲す

るが、一方ビジネスに関わる人々のグループは工業開発がさらに拡大し、一般

の人々の収入が増えることを欲している。というのはそれにより彼らのビジネ

スの拡大を可能にし、また彼らの扱う商品のための市場が拡大することを意味

するからである。今後は工業がもう一つの富の源泉となり、地主の持つ社会的

な権力や役割は将来減少することが期待される。金銭的に豊かな家族の数も増

えており、このような点からは、広い範囲に財産が分配されているということ

ができる。

5．工業開発と価値観や生活様式の変化

工業開発とは、生活を便利にし、快適にするような様々な道具が生産される

ことを意味する。そのためエ業は消費や物質的な惑溺を強調する価値観を人々

(21）



タイの開発戦略と社会変動（鈴木規之）205

にもたらし、一方で宗教や精神的幸福、来世に対する人々の関心を薄めるよう

な結果をもたらす。このほかにも都市的な生活様式は人と人との関係を疎遠に

し、誠意のある心暖まるつきあいもなくしてしまう。人々は個人的な利益や、

金と権力を基準とした人生における成功のみを考えている。法律や道徳にした

がった行動、お互いの慈しみや助け合い、恩、目上の者に対する尊敬などが重

要性を失ってきている。このようなタイ社会の変化の傾向は何とかして抑えな

ければならないのである。

しかし、我々は変化をすべて悲観的に見るべきではない。近代的工業は多く

の人に物質的な生活水準を向上させる機会を開いた。逆に封建社会や低開発社

会では、一部の人々のみが便利で快適な生活を享受し、たった１つの特権階級

が権力を独占している。「モノ」は仏教でも認められた生活を維持するうえで

重要でかつ基本的なものである。人間は少なくとも物質的な身の安全に対する

不安を取りのぞくべきであり、そうすれば精神的側面や芸術に関心を持つのに

十分な時間も得られる。工業開発が成功して人々に就業機会や収入の増加をも

たらせば、社会の限られた機会を求めての奪い合いや、一握りの人の成功や豊

かさが他の多くの人の失敗や貧困を意味することから生じる人々の生活におけ

る様々な圧迫やストレスの問題の緩和に役立つであろう。

生業として農業に依存する農村の人々の生活を見ると、精神的な平穏や幸福、

道徳が重要であるように見える。人間の希望であるこの道徳は、人が少なく資

源が豊富にあったかつての社会では真実であったかもしれない。しかし現在の

社会ではこのような状況はすでにほとんど残っていない。ほとんどの農村では、

貧困にために生活が圧迫されるいう問題が著しく増加し、モラルのレベルは心

配なほど低下している。たとえば飲む・打つ．買うの悪行や、呪術にのめり込

んだり、殺し屋になったり、自動車事故にあった人を援助するどころか殺害し

てしまったりなどである。ある知識人が好んで論じる農村の人々の生活の多く

が、「現実」よりも「神話」であることは明らかである。いずれにせよ現在の

(22）
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社会は人口が非常に増加し使われていない土地もなくなってしまったたために、

都市の青少年たちを農村で暮らさせることは不可能である。したがって我々の

社会が工業開発をめざして前進しなければならないことは疑いもない。そうで

なければ、貧困や道徳の衰退は都市においても農村においてもさらに深刻化す

るであろう。

農業社会と工業社会はそれぞれ望ましい点と問題点をもっている。工業社会

では人々はどんどん富裕になり便利で快適な生活を享受できるようになるが、

時間と競争で人をがむしゃらに働かせるような圧力をも生み出す。人々はみな

のんびりとした生活をすでに送れなくなり、他の人と競争したり遅れずについ

ていけるように自分自身を常に向上させようと努めなければならない。これ以

外にも、外部からの物質的誘惑をさえぎるための高い自己統制の能力も必要で

ある。工業社会の弱点は、増加する人口に仕事を与え、新しいテクノロジーに

仕事を奪われた労働者に新たな仕事を創出し、また労働組合の要求にしたがっ

て生活水準を上げるために毎年経済を拡大させていかなければならないことに

ある。いずれにせよ経済が拡大できるかどうかは市場における需要次第である。

したがって工業社会では、商品の宣伝やクレジットカードでの購入、たとえぜ

いたく品や不必要な品であっても新しい商品の所有者になりたいという煩悩や

欲望の生じた人のための分割払いなどの様々な方法で、人々の商品に対する欲

望をあおる必要がある。我々はこのような傾向に満足しないかもしれないが、

その理由や必要性を理解し、問題の解決においては中立的であるべきである。

すなわち人々が仕事を得るためには、少なくとも社会における消費の増加は容

認できる。しかし道徳の衰退や犯罪、環境汚染など、今後生じるであろう様々

な退歩や賛沢をなくしていくことも必要なのである。

工業国になると、その国の経済は世界経済の変化による影響をさらに大きく

受けることになる。経済が繁栄するか落ち込むかは世界経済の状況に左右され、

我々の統制を超えたところにある。現在の世界においては、どんな国も経済的

(23）
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に孤立し、自由でいることはできないことを我々は認めなければならない。我々

は外国と貿易を行ない、最新の学問知識を外国から学ばなければならないので

ある。自立とは、売却のための生産や外国との貿易、外国からの技術の使用を

やめることを意味するのものではない。我々は、ほとんどの家族が自らの需要

を満たすのに十分な食糧や道具を生産しており外国との貿易をせずに国が存在

し得た過去のような生活に戻ることはできないのである。我々が外国から商品

を購入するかぎり、我々も輸出のための商品を急ぎ生産しなければならない。

すなわち我々は外国と競争し、テクノロジーを最新のものに向上させるととも

に、外国からの購入の方法や我々自身の開発の方法についても改善が必要であ

る。我々の物質的な生活は便利さや快適さを増すであろう。しかし我々は確実

に以前よりもがむしゃらに働き、必死の努力をしなければならないのである。

工業開発はまた、タイ社会の窓が外国の文化を受容するためにさらに広く開

け放たれることを意味する。多くの知識人とりわけ保守的な知識人は、西洋の

文化の影響をマイナスの視点でとらえることを好む。いずれにせよ自由気まま、

楽しく便利で快適な生活を強調し、また外国人や外国の文化とつきあうのに開

放的な考え方を持つタイの文化のために、政府が外国の文化の流入を制限する

政策を実施することは非常に困難である。ある知識人は、外国からの投資の奨

励の中止や多国籍企業のタイでの活動の禁止、外国文化の受容については窓を

少しだけあけておくことを求めている。このような考えはたわけた夢物語であ

り、もし実施されたならばタイの経済は崩壊してしまうことは明らかである。

今後のタイ人の生活や暮らしでは、外部の世界との関係から受ける経済的文

化的影響がますます増えることが予測される。我々この関係を批判的な視点の

みでとらえるべきではない。というのは実際のところタイは国を開いて外部の

世界と関係することにより、かなりの利益を得ているからである。たとえば経

済的には、タイの開発は鎖国状態で外国との自由な貿易を認めないミャンマー

と比べてかなり進展している。また文化的には外国の文化の良い点をよく受け
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入れ、我々の生活をよりよいものにしている。エ業国になれば、外国の文化も

さらに多く流入してくる。そこで我々は有益なものだけを選択的に受け入れる

抵抗力をつけ、物質主義や消費主義の奴隷におとしめられぬよう、また外国の

文化に冒されて損害を被らないよう防御しなければならない。タイ社会には好

運なことに仏教の確固たる基盤がある。現在では正しい方法での仏教への関心、

すなわち宗教の神髄に迫ろうとする試みが中流階級の人々に増加しつつある。

このような傾向は、人々が物質主義や消費主義の影響と戦おうと努めたり、ス

トレスへの遭遇や、皆ががむしゃらに働き規律正しく自立しなければならない

にもかかわらずどんなに頑張っても失望してしまうような近代的な工業社会に

おける生活の圧迫への遭遇に備えて、自分自身の精神面を向上させようと努め

たりすることを示しているとみなせる。

6．工業社会と社会問題

NIES化は、重要な問題である貧困や失業の問題が直ちに解消するというこ

とを意味するものではない。タイの人口は第２次世界大戦以降年３％を上回る

率で急激に増加した。しかしこの増加率は近年になって低下し、第５次計画が

終了する年には約1.7％となった。増加率の高い時代に生まれた人々が現在労

働市場に参入しつつあり、農業部門、工業部門ともに、また高学歴者の集団に

おいても労働者の集団においても、失業者の問題を引き起こしている。工業開

発はこれらの問題の緩和に役立つことが期待されているが、どのレベルの労働

力も完全に雇用され賃金が生計費を上回るような効果が現われるのには長い時

間が必要である。

たとえタイの工業が大きく拡大し将来富裕な国となって貧困が重要な問題で

はなくなっても、タイ社会の一切の問題がなくなるほどの過大な成果を期待す

るべきではない。人間の社会はどのような経済システムにおいても、また開発
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がどこまで進展していようと、必ずや様々な問題に遭遇するのである。哲学的

な観点からは、究極的な目的が何であるかも知らずにつねに必死の努力をしな

ければならないことが人間の運命であるとみなすことができよう。仏教は人間

社会の本質を理解し、「人生は苦である」ことが真理であるとみなしている。

キリスト教においても人間はみな罪人であり、少なくとも原罪からは逃れられ

ないため人間社会の問題は尽きる事がないと信じられている。資本主義経済で

あろうと社会主義経済であろうと、工業社会になることが人間の人生をさらに

幸福にしたり、何の社会問題もない生活をもたらすことを意味するものではな

い。たとえどんなに富裕になっても多くの社会問題が依然として残る。この事

実は、たとえば麻薬や覚醒剤の問題、精神病の問題や青少年の問題などはさら

に深刻になっているという現在の先進工業国の状況からも明らかである。経済

的にも問題は依然としてあり、また今後も残るであろう。たとえば失業の問題

や通貨の価値の管理が不可能であるといった問題（日本や西ドイツのように高

すぎたり、激しいインフレの問題に直面する国のように低すぎたりするような)、

原材料や労働力不足の問題、環境汚染の問題などである。政治的には、国内の

問題の解決や外国に対する援助への政府の歳出のために、重い税金を国民が負

担しなければならないのである。

国内国外を問わずビジネスの競争は確実に激化し、ビジネスに関わる人々と

りわけ上級管理職の人々はつねに心配事や精神的ストレスにさらされる。ビジ

ネスは生き残るためにつねに多少なりとも拡大し、生産計画やマーケッティン

グを調整しなければならない。現在のタイの多くのビジネスは外国の資本やテ

クノロジーにもたれかかって成長したが、外国の著名なブランドと競争して自

分のブランド商品を生産し販売する時期にきているかどうか決断しなければな

らない。その時までには、ビジネスに関わる人々のストレスや生活への圧迫は

さらに増加しているだろう。

その社会の平均収入のレベルが上昇しても、人々の満足が同時に増加してい
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くわけではない。社会がすべての成員を経済的に満足させる方法は絶対にあり

えないと信じている社会学者もいるのである。人間の本質は尽きることのない

欲求を生じさせ、それは社会が応答できる能力を超えているのである。人間は

自分自身や人間社会の限界を認めない。そして表面的には実現する可能性があ

るように見えるために、民キキ義的な工業社会において人々から強い支持を受

けるであろう要求ばかり考えている。実際には同一の社会に共存するすべての

集団がともに利益を享受し、相互依存の関係になければならないにもかかわら

ず、このような要求が労働者と雇用者の問や様々な職業集団の間の葛藤という

問題をもたらすのである。現実の世界におけるすべての問題から離脱して理想

社会の建設が可能であると信じるようなたわけた夢物語を唱える左翼右翼を問

わないイデオロギストによってあおられるために、葛藤や抗争はさらに増加し

ている。このようなイデオロギーにうながされて新しい社会が建設されても、

結局は互いに強制力を行使する地獄のような社会、もしくは人々を自由のない

状態に締め付ける監獄社会になってしまうことは、歴史がすでに証明している

のである。

過剰な要求をもった人々は社会的な葛藤の問題をもたらす以外にも、社会的

な強制力や社会統制を認めなくなってしまう。そして人々は自己中心的に個人

的な利益のみを考え、法律や道徳、宗教の原理などの規律や規範を認めなくなっ

てきている。このような状況は科学やテクノロジーがすべての問題を解決でき

ると人間が考えるようになった近代社会において生じ、人々は個人主義や民主

主義の名のもとに個人の自由ばかりを考えるようになり、消費や賛沢、人真似

を強調した価値観に惑溺してしまうのである。２０世紀初頭のフランスの著名な

社会学者であるデュルケームは、このような規範の欠如した状況をアノミーと

名づけた。この概念は近代社会の重大な危機を示すとともに、犯罪や道徳の衰

退、自殺の問題のような社会問題がいかなる原因で生じたかを説明するのに役

立つ。このような社会問題の発生は、近代社会の人々の生活がそれ以前の社会
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の人々に比べて決して幸せではないことを明確に示している。

工業化の結果による物質的および消費主義的な価値観の称揚が、タイ社会の

様々な社会問題を引き起こすことは容易に予期できる。非常に興味深いのはこ

の問題に関するタイの知識人の見解である。彼らは概してこの問題の起源を資

本主義によるとみなしているが、マルクス主義に傾倒した人々の見解では階級

間の抑圧搾取が、一方保守主義者たちの見解ではタイのアイデンティティーや

すばらしい文化を破壊するような望ましくない価値観の奨励がこの問題を発生

させたというように、説明の方法は異なっている。この２つの見解のある部分

は真実であるが、一面的な見方にすぎないためにすべてが真実であるというわ

けではない。工業化や資本主義化によって生じた社会の変化はすべてが悪いも

のではない。社会主義化による問題の解決が国の発展を停止させてしまうこと

は多くの社会主義国ですでに証明されている。そして最も危険なことは、利害

や考え方を異にするグループ間の葛藤が広がって憎み殺し合うことである。反

近代主義を唱える極端な保守主義者たちは、人々は工業化時代以前の生活に戻

らなければならないと説くが、我々は工業化時代の便利さや快適さに長く慣れ

親しんでおり、とりわけ雇用機会を創出する工業に依存しなければならないた

めそのようなことは不可能である。そうは言っても物質主義や消費主義、民主

主義への熱狂が危険であることを我々に知らしめ、宗教の原理への回帰の必要

性を指摘するという点では、保守主義者たちの見方もかなり役に立つ。喜ばし

いことに、その大部分が中流階級である学歴の高い人々の宗教に対する関心が

最近高まってきた。したがって、生活の指針として正しい宗教の原理を持つこ

とが、NIES化に向けての変化により必然的に生じる深刻な社会問題を緩和の

ために重要になることを、我々は期待するのである。
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考察

プラサート・ヤムクリンフング教授はタイのチニラロンコン大学の名誉教授

で、タイ社会学の泰斗である。日本との関わりも深く、プラサート教授は何度

も客員教授や研究員の形で来日する一方で、数多くの日本のタイ研究者をチュ

ラロンコン大学に受け入れ、また調査研究のパートナーとなっている。現在は、

吉備国際大学の教授を務めている。

本論文は、現在NIES化という社会変動のプロセスにあるタイを、歴史的に

形成された社会構造の分析を通してその現状と問題点を論じたものである。こ

こでは、農業の限界とそれに対する工業の有利さがまず論じられ、次に工業開

発が社会構造にもたらす影響について論じられる。そして工業開発によっても

たらされた都市と農村の格差、ビジネスや財産の所有の集中といった諸問題が

論じられ、また工業開発がもたらした価値観や生活様式といった個人のレベル

の変化や社会問題についても論じられている。

プラサート教授の分析で一貫するものは、タイ社会の変動の流れを現実主義

的にとらえることである。したがって、農業社会から工業を中心とした産業社

会への変化という近代化の流れを必然的なものととらえ、生じてきた問題につ

いては、この流れの中で解決をはかるべきであると考えられている。

プラサート教授の考える近代化とは「伝統的な社会の価値と社会構造が、西

欧の思想や影響を受けて、高度な経済発展と政治的民主化を可能にする方向に

変動する過程」である。したがって、この視点では、農村は、伝統的な価値シ

ステムや制度の中に存在する「非合理な」「遅れた」「封建的な」「根本的な」

要素の根が深く堅固な部分であり、農村社会を産業社会に変えることこそが、

発展を意味するのである。

２１世紀はアジアの世紀といわれるようにNIES諸国の経済発展、それを追い

掛けるＡＳＥＡＮ諸国、そして現在では中国がそのあとを追うという図式がイメー
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ジされている。ＡＳＥＡＮ諸国の一員であるタイも開発・発展を考える多くの人々

のなかに、急速な経済発展段階にある国として位置付けられている。

タイの人々の近代化への憧れは、国をあげてそれを推し進める結果となった。

経済成長を至上に、大規模な公共投資による道路や、外国の企業の巨大な広告

があちこちに目に付く大都市バンコクの様相は、いずれも国家の巨大な影を連

想させる。1950年代のサリット首相による経済開発計画の導入以降、経済成長

のための工業化を推進してきたが、1980年代後半からの円高における日本企業

の投資の激増によって、近代化への憧れは現実のものとなりつつある。1980年

代末から1990年代初頭にかけては10％を超える経済成長を達成し、現在でも７－

８％の高い成長率を維持している。－人当たりの所得は最近10年の間に２倍に

なり、バンコクでは3000ドルを超えるに至ったのである。

しかし、このような急激な近代化は、さまざまな歪みをもたらした。都市、

農村間の格差（たとえば北部や東北部の貧しい地域ではバンコクの平均所得の

10分の１以下であるなど）やさまざまな社会問題であるが、このような状況に

直面した現在、タイの社会科学者たちもこの解決をめぐって二分されている。

１つは、政府（国家経済社会開発庁一NESDB）主導の開発、すなわち現在の

工業化による経済成長を通した近代化路線を支持するグループである。プラサー

ト教授もこのグループに属するが、近代化こそが人々を物質的に豊かにするも

のであり、それにともなって心の障害や不平等化などの歪みが起こってくるな

ら、その解決策を見いだせば良いとする立場である。この立場に立てば、一旦

始まった近代化への流れを押し止めることは不可能であり、近代化によって得

られる利益はとても大きく、人々の生活向上に役立っていると主張するであろ

う。そして、プラサート教授の言うようにゆきすぎた物質主義や消費主義に陥

ることなく近代化を進めること、および民主化こそが急務であることが主張さ

れるのである。

一方、タイの深刻な社会的問題はそのような小手先の解決策だけで解決され
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うろものではないとするのが、オルターナティブな開発・発展を唱えるグルー

プである。プラウェート・ワシー氏やスラク・シワラク氏、スリチャイ・ワン

ゲーオチニラロンコン大学準教授などを中心とするグループは、現在の開発・

発展の在り方を根本的に問い直す活動を展開し、その基盤としてのＮＧＯや仏

教を重視していさ:'とりわけ､仏教的な発想に基けば､経済成長至上主義的な
開発．発展の在り方は、人々の欲望をあおり、結果として歪みをさらに拡大さ

せるものとして批判されることになるのである。プラサート教授もこれらオル

ターナティプな発展の動きについて言及しているが、それらを「ユートピア的」

と位置付け、影響力の少ないものととらえている。だが、仏教の在り方につい

てのプラサート教授の見解は、その重要性を認めながらも、それは人々を幸福

にするための精神的基盤としての仏教の在り方を問うのではなく、近代化を促

進させるための仏教の在り方（すなわちプロテスタティズムがヨーロッパの資

本主義の成立、近代化をもたらしたように）を望んでいるように感じられる。

仏教は、現在の激動するタイ社会のなかであらゆる立場によって見直され、再

認識されているのは事実である。しかし、仏教が近代化を達成するための手段

として使われることは、本末転倒というべきであろう。仏教が強調するのは

｢心」の開発・発展であり、「モノ」「カネ」ではないのである。

日本においてもタイの開発・発展に関する研究・書籍は増えつつある。経済

界ではタイを新たな投資先とするため、経済成長を達成したタイの開発政策を

賛美し､今後も支持していくという姿勢がとられている(;)これに対して､現在

の経済成長率トキ義がもたらした歪みを強調したオルターナティプな開発・発
（５）

展の視点に立つ研究・書籍が全体として(よ主流になっている。セミナーやシン

ポジウムも後者のものが多いことから、一般の人々にはこれまでの開発体制を

批判したオルターナティプな開発・発展がタイにおいてかなりの勢力を占めて
（６）

きたかの印象を｢与えている。

しかし、オルターナティプな開発・発展は、理論的には成熟しているものの、

(31）



タイの開発戦略と社会変動（鈴木規之）195

末廣昭氏が論じているように、現在のタイでは限られた存在でしかない。そし
（７）

て、その意図や志は:Ｉにして、今後急速に広がるとは考えにくい。プラサート

教授の主張するように「現実の流れは止められない」のである。とはいえ、オ

ルターナティプな開発・発展を唱えるグループが、政府の開発・発展に対する

アンチテーゼを理念として提示すること、およびその理念を人々に啓蒙するこ

とは、しばしば放置されがちな流れの中で生じた歪みへの処置を政府に迫る圧

力となっており、またゆきすぎた流れの速さに警告を与える役割も果たしてい

るのである。

筆者自身もプラサート教授に「現実的でない」と批判されながらも、この視

点に立って研究を続けてきた。確かに流れをすぐに止めることは不可能である

が、長い視野に立てば流れを変えることも可能であると信じている。

最後に、本研究ノートをこれまで長い間､筆者を指導してくださったプラサー

ト・ヤムクリンフング教授に捧げたい。このノートが、これまで泰斗の研究者

や恩師に対して批判的な論文を書くことがタブーとされてきた封建的な日本や

タイの学界の因習を改めるために一石を投じることができれば幸いである。

く注＞

（１）プラサート・ヤムクリンフング（松薗祐子、鈴木規之訳）「発展の岐路に立つタ

イ』国際書院，1995年。

（２）出典ではＮＩＣ（いわゆるニヅクス）となっているが、現在ではNIESが一般的に

用いられるようになってきたため、本稿でも筆者の許可を得てNIESを用いている。

出典はチュラロンコン大学政治学部より出されている社会科学ジャーナルが「国家

と社会:1990年代に向けて」と題した特集を組んだ1988年８月号にタイ語で発表され

た論文である。

（３）鈴木規之「第三世界におけるもうひとつの発展理論：タイ農村の危機と再生の可

能性」国際書院，1993年，第６章を参照のこと。ところで、プラサート教授は、プ

ラウェート・ワシー氏やスラク・シワラク氏を近代化路線を認めず仏教に基いた伝

統的文化を強調しているとして「保守的知識人」と考えている。本文中であえて

(32）



斑大法学第55号（1995） 194

「右翼」と訳出した部分も、彼ら保守的知識人である。「左翼」とはもちろんマル

クス主義者のことであり、プラサート教授自身は「現実主義者」であるとして中立

的立場を自認している。一方、オルターナティプな開発・発展を支援するグループ

からは、現在のタイ政府の近代化路線を支持するプラサート教授は「保守的」とと

らえられ、認識のズレを生じさせている。

(4)たとえば、原田泰「タイ経済入門：５番目のNIESを目指す国」日本評論社，

1988年などはこのパースペクティブで書かれた代表的著作である。

(5)たとえば、燦々社から出されているＮＧＯと開発シリーズの三部作などがある。

セーリー・ポンピヅト（野中耕一編訳）『村は自立できる－東北タイの老慶一｣1992

年、ポンピライ・ルートウィチャー（野中耕一訳）『濁流を越えて－南タイの果樹

の里一』1992年、ピヅタヤー・ウォンクン（野中耕一訳）「村の衆には借りがある一

報徳の開発僧たち－」1993年。

(6)たとえば、西川潟早稲田大学教授をリーダーとする「タイ仏教の社会思想と社会

行動」研究会は、1995年７月８日に「アジアの知慧に学ぶ共生の社会一タイ：

ＮＧＯと仏教によるもう一つの発展一」と題する国際シンポジウムを開き、タイ側

より開発僧・研究者・ＮＧＯの代表とともにパネルディスカッションを行なってい

る。このような催しは日本の各地でかなりの頻度で開かれるようになってきている。

(7)末廣昭「タイ開発と民主主義」岩波書店、1993年、180,221ページ。
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