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問題 の 設 定

ガバ ナ ンス とい う言葉 は、古代 ギ リシヤで
steer(舵 を取 る)を 意味する言葉 として現れ、
プラ トンが統治 システムをいかにデザイ ンするか
とい う意味で使い、長 く「国家が経済 と社会の舵
を取る」とい う意味で使 われてきた (KJ"r2004,
Introdtlctlon:The Meanings of Govemance)。
1980年 代 に な っ て新 自由 主 義 と参 加 民 主 主 義 が
台頭 す る過程 で、 統 治 の ネ ッ トワー ク論 と して の

政府 と市民社会 との共治論が流行するようになっ
たが、「ガバナ ンスは基本的に経済 と社会 を方向
づ け る もの として理解 す べ きであるJ(Peters
2004 24)と い う理解 も多 く、世銀 も「1つ の国
を運営する政治権力の行使」 (Wo■ d Bank 1989,
60)の 意味で使い、UNDP(国 連開発計画)も 「一
国のあらゆるレベルの事柄 (affars)を 運営す る
ために、経済 。政治・行政権力を行使す るものJ
と定義 してきた (llNDP 1997 23)。 ガバナ ンス
は、国際開発の世界では圧倒的に「統治」の意味
で使われ、 日本では圧倒的に「共治」の意味で使
われる。そのギャップは大 きい。
本稿 では、 日本の読者のガバナ ンス・ イメージ
を考慮 して、そのギャップを埋めることを意図し
た副題をつ けたが、主要には、過去 20年 余、国
際開発の世界で展開されてきたガバナ ンス支援を
整理 し、開発政治学とい う、より広義の学問的視
点からその位置づ けについての議論 をおこなう。
そのキー ワー ドは、大枠 としての国家の近代化、
それを推進する鍵になる概念 としての制度化、推
進主体である近代的官僚制 とその能力構築、開発
途上国の名にふさわしく開発を政治の第一任務 と
した開発国家論、開発 の恩恵が広 く国民 に行 き渡
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るような民主政の仕組み (市 民社会、 メディア、
政党、参加、共治な ど)、 お よびそれ らを総括す
るリーダーシップ論である。 ガバナ ンスは近年、
経済成長の基盤整備 を行い、社会開発を推進 し、
環境問題改善のイニシアチプをとる概念 として、
開発戦略の 1部 門 として扱われるのではな く、
「あらゆる開発分野にガバ ナ ンス視点を持ち込む
ガバ ナ ンスの主流化がはか られるよ うになった
(Meyer 2∞ 913)J。 そうした視点から、ポス ト
2015年 の開発 アジェンダの各論 につい て も、 ガ
バナ ンス視点 との関係 について議論する。
なお、ガバナ ンスとい う言葉は今 日4つ の位相
で使 われる。① グ ローバル ガバ ナ ンス、② ナ
シ ョナ ル・ガバ ナ ンス、③ ロー カル ガバ ナ ン
ス、④ コーポレー ト・ガバナ ンスがそれである。
コーポレー ト (企 業)・ ガバ ナ ンスは もっとも多
く論 じられてきたが、基本的に経営学の問題であ
り、本稿 の視野の外にお く。 グローバル・ガバナ
ンスはそれ自体で 1つ の特集 を組むべ きテーマで
あ り(拙 稿
「 グローバ リゼーションとグローバル・
ガバ ナ ンスJ参 照)、 本特集 では国内 レベ ルのガ
バナ ンスを中心に扱 う。
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良 い統治 とその 一 部 と しての共治

世銀勤務 25年 のポメラ ンッ教授がまとめたガ
バナ ンス支援論 (Pomerantz 201■ 164)を たた
き台にすると、よく議論されてきたガバナ ンスの
項 目は次の通 りである。
(1)法 の支配、透明性 と説明責任 の法制化 、反
汚職
度能力、制度構 造、効率性、リー ダー
シップ
③地方分権、参加、市民社会と市民社会資本
強化
14)民 主化、公正な選挙、市民的自由 と人権、
(2)制
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メデイアの 自由
り「良い統治Jと しての、公共政策立案と執
行の安定性 ・確実性、透明性 と説明責任の
向上、持続的な組織改革・改善、政府への
信頼。
こうした項 目は、すべての国家がその近代化途
上で対応を迫 られる課題である。イギリスの開発
政治学者 レフ トウィッチは、「全ての近代国家 は
4つ の課題に直面するJと いう。4つ の課題 とは、
国防治安、国民経済の育成 と保護、民主化、社会
福祉への希求であ り (Leiwich 200&18)、 上の
諸項 目はその派生物である。前近代社会では、大
部分の住民は農村共同体に、あるいは都市のギル
ド社会に包摂 されていた。近代化 とともに、都市
へ の人口移動が起 こ り、いろいろな職に就 く汎用
性の必要は義務教育 を国民課題 にした。都市 は古
代から国家の都市計画の産物である。都市のイン
フラ、地域 の 区割 り、経 済振興、衛 生、環境政
策、医療 と健康保険、年金な どが、必要な政府の
公共政策に加わっていった。そ うした近代国家へ
の健全な移行をめざす課題すべ てが「良い統治」
の課題 で あ る。その中心 は国民経済 の構築 で あ
る。その変革過程の鍵になるものが「制度化」で
ある。市場を支えるためには、強力で有能な国家
が必要である。国家が制度を適切 に提供 している
場合、一般にそれを「良い統治Jと 呼ぶ (World
Bank 2002:邦 訳 51)。 ダグラス・ ノース も指摘
したように、制度化の レベルが先進国と途上国を
区別する最 も重要な要因である (NOrth 1990:邦
訳 73;Weiss 199&18)。
OECDは 、ポス ト2015年 の 開発 を可能 にす る
手段 として 7要 素 を提示 した。各国 の統計整備 、
効果的 に機能す る制度 と説明責任 メカニズム、平
和 と国家建設 目標 の促進、開発 に向けた政策の一
貫性、知識 の共有 と政 策対話・ 相 互学習、開発協
力 に 向けた グ ローバ ル・パ ー トナ ー シ ップの促
進、開発財政 の計測 と監 視が それである。
「 透明
性、説明責任、汚職制御、法 の支配 を強化す るよ

うな制度構築 とガバナンスに投資することは、持
続可能な経済成長の強固な基礎を築 くうえで不可
欠の ものである (OECD 2013b 12)。 Jそ れらの
課題すべても「良い統治」の課題である。

政府が「舵を取る」公共領域は、基本的には3.
つの領域からなる。第 1は 法政開発でその中身は
2つ ある。1つ は政府関係の制度化で、社会 にお

けるゲームのル ールで あ る法整備 とその執行確保
(対 汚職、裁判所、監獄 な ど)、 軍・ 警察、議会、
内 閣、中央 官僚 制、地 方政府、公営 企 業 の 制度
化。2つ めは民 主政 (democracyは 主 義 ではな く
統治形態 で あ り、正確 な訳 は民主政 で あ る)の 制
度化で、定期的で公正 な選挙、政党、市民社会領
域 (コ ミュニ テ イ、NGO/NPO、 メデ ィア)の 整
備、民 間企業 や市民社会団体 と政府 との協働 が含
まれる。第 2は 経済近代化 (成 長 )支 援 の制度化
(イ ンフラ建設か ら金融 ・財政・ 通商・ 外国為替、
産業振興、都 市政策 な ど)、 第 3は 社 会 開発 (教
育、保 健 医療、住 宅、労 働、社 会 保 険、年 金 な
ど)と 環境対応 の制度化 で あ る。
それ らの制度化のプ ロセス にお いて鍵 になる諸
要素 は、次 の よ うな ものである。
(1)有 効 に機 能す る 国家 (effect市 e state)建
設 :法 の支配、計画、財政、透明性 と説明
責任、反汚職 、行政の改革 と能力構築、民
主 的統 制 (議 会・ メデ ィア・NGOな どに
よる監視機能 )
0)開 発国家建設 :政 府、経済界、市民社会組

織それぞれを組織化 し、経済・ 社会 開発 に
向けた調整 ・協働 システムを制度化 し、経
済成長 と社会 開発 に向けた公共政策 を着実
に実行す るシス テ ムの建設
0)民 主化 :恐 怖 (政 治的抑圧 )か らの 自由を
含む市民的 自由 と人権、 メデ イアの 自由、
公平 な選挙、参加 と市民社会強化
(4)地 方 分権 と地 方 自治 :(lX② の 地方 政府 版
(木村 201lb参 照 )
15)平 和構築 :紛 争国の 国家機構 を整備 し、経
済 社会開発 を軌道に乗せ る
そ の なかで本稿 は(lX場 を中心 に論 じる。

一方、日本では、ガバナンスという言葉は、地
方自治体における「共治」のことであると、以上
のような「良い統治」 との関係を抜きにした認識
が驚 くほど浸透 している。711え ば二重県知事野呂
昭彦は言う。
「いま三重県では、行政が専 ら公共
サービスを担うというガバメン ト (統 治)か ら、
県民や NPOな どの団体、企業、そ して行政 を含
めた多様な主体が 『公』を担い支えてい くガバナ
ンス (共 治)の 考え方を基本にした行政運営をし
ようとしている」 というわけである (二 重県政策
′
開発研修センター『地域政策』2005年 秋季号)。
納家政嗣、デヴイッド・ウェッセルズ編『ガバナ
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ンス と日本 :共 治 の模索』 (勁 草書房 1997:2伊
30)は 、「ガバナ ンス とは共治のことであ る」 と
提示 した。 しかしなが ら、そうした認識を否定す
る議論 も多い。
行政学者の大山耕輔は、その著 『公共ガバナ ン
ス』 (ミ ネルヴァ書房 2010)の なか で、「ガバ ナ
ンスとは、一般に、『ある組織 において重要な意
思決定や舵取 りをお こない、また、それらを監視
す る仕組みやメカニズム』 と定義できる」 とし、
「公共組織の中心部分 は依然 として政府であるか
ら、公共ガバナ ンスの大部分は政府 ガバ ナ ンスと
い ってよい」 とした (同 書 :2、 9)。 市民社会論
を長年研究してきた政治学者の山本啓は、日本公
共政策学会機関誌『公共政策研究』第 5号 (2005)
「市民社会の公共政策J特 集号で「市民社会・ 国
家 とガバナ ンス」を書 き、世界のガバナ ンス学説
に詳細な分祇 を加 えた。山本は、
「 ガバ ナ ンスに
『共治』や 『協治』 とい う表現 を与えるのはまち
がいである。それは、あ くまでもガバナ ンスの様
いこす ぎず、『共治』や 『協治』
態の多様化・多元イ
を意味 しないからである。
」「ローカル・ ガバナ ン
スの場合 は、地 方政府 と民 間営利 セ クター と
(NPO、 コ ミュ ニ テ イな どの)民 間非営利 セ ク
ターの活動がオーバー ラップする。その『コー
ガバナ ンス (cO governance)』 をさすものとして
『共治』を用いるべ きである」と、クーイマン(Jan
Kodman)に 依拠 して論 じている (同 :72、 77)。
それが正解であろう。
「共治 (co governance)」
は「統治 (governance)」 の下位概念であ り、地
方政府 における「統治」の一部である。
山本啓 はさらに、世界のガバナ ンス議論につい
て、 ピー ターズ (Guy Peters)に 代表される「修
正された新制度派」と、ローズ (R A W Rhodes)
に代表 されるニュー・パ プリック・ アプローチを
対比 させて論 じている (同 :7}79)。 ピー ターズ
やその朋友 ピエール (JOn Pbrre)ら の議論 は、
財政危機に伴う福祉国家の変容 とい う社会環境 の
変化 を前提 に、社会システムの調整過程において
国家が果たす役割 とい う国家 レベルのガバナ ンス
を重視する。
ローズ らは、小さな政府論に立脚 し、非政府諸
組織 の活動を高 く評価 し、組織間のネットワーク
による統治の方向性 を模索する。 ローズの主著
レ 滅変″η
あ客 Gο ヾ
蜘 α″
、諸 政 府 機
̀o(19")は スのガバ
関を大規模に独立行政法人化 したイギリ
ナ ンス論である。たとえば、東京都 と大 ロン ドン

はいずれも30万 人の地方公務職員を抱えるが、
東京都庁職員 19万 人に対 して大 ロン ドン政府 は
400人 であ り、警察、消防、交通局、開発公社 な
どはすべ て独立行政法人である (自 治 2000:5}
63)。 この枠組 ではネットワー ク調整型政府が想
定 されるが、なお色濃 く中央集権型である途上国
国家にこのモデルを適応す ることは無理である。
イギリスと途上国ではあま りにも違 う。むしろ、
ガバナ ンス とは政策 を形成・実行 し、社会の舵取
りをお こなう政府の能力であるとす るピーターズ
らの議論が、途上国には適合的である。 ピー ター
ズは言 う (Peters 2004 24、 27‑29)。 「 ガバナ ン
スは基本的に、経済 と社会の方向を提示す るもの
と理解す る必要があ る。舵を取る (steering)と
い うこともできる。 ガバナ ンスの過程 として理解
される政治は、圧倒的に組織的・制度的政治であ
る。 ガバナ ンス能力 は政府 に依存 している。
」
黒岩郁雄編 『開発途上国におけるガバ ナ ンスの
諸課倒 (2004、 アジア経済研究所)は 途上 国の
開発問題をガバナ ンスからアプローチした点で、
本稿の問題意識を共有するものであったが、一方
で、ガバナ ンスの定義をローズの定義 に基づいた
ために、世銀な どが展開す る途上国における制度
構築の議論 とは整合性を持つことがなかった。ま
た、『アジアのガバ ナ ンス』 (2006、 有斐閣)で 編
者 の下村恭民は、権威主義体制下のタイの合理的
経済成長政策 とそのメカニズムを多様なガバナ ン
スの一形態に相対化 した点で貢献 したと考え られ
るが、民 主的 ガバ ナ ンス に傾斜す る国際機関や
NGOの 潮流との整合性 を処理できなかった。 し
たがって、いずれの研究もグッド・ガバナ ンスと
の関連を論 じ切れなかったといえよう。
レフ トウィッチは、公的tll度 を重視 しながらも
ガバナ ンスの定義をよ り広 く取 る。
「ガバ ナ ンス
はよ り広 く、1つ の社会 における社会的・経済
的 。政治的生活全般が組織 され、運営 される公
的 私的空間の両方にまたがるJ。 制度は社会 の
ゲームのルールである。制度 は、政治的行動 を形
づ くる基本である。
「 ガバナ ンス は、社会の行動
パ ターンを規定す る公的 非公的制度・規則・規
範・期待 の網の 目を意味する」 として、国家の制
度 を基本 としなが ら、非公的な制度 も含 まない
と、制度 の全体像 は描 けな い とす るので あ る

.("i続Ch 2004:10)。
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リーダーシップ論をワンセ ットで考 える理論枠組
が決定的に重要である (木 村 201lb:4地 域有力
者構造 と参加型開発の間)。 自由な参加型 を導入
す ると議論は百出とな り、どう説得力を持 ってそ
れを調整 し、まとめるかとい うリーダーシップが
「世論調
必要 となる。元横浜市長の高秀秀信 は、
査は世の中を見る道具でしかな く、 リーダーが世
論 にばか り従 っていたら、ろ くなことにはならな
い。
」「圧倒的大多数の税金を納めているのがサイ
レン ト マジョリテイーであるはずなのに、行政
が相手 に して い るの はオビニ オ ン マ イ ノ リ
ティー (い つ も大きな声を出す人)で ある。 こう
した構図が頭に入っていない と、公平・公正 とい
う判断が下せ な くなって しまうJと 言 う (高 秀
2000:56、 108)。 これが参加型の難 しさであ り、
リー ダーシップの重要な ところである。

参 加 型 開発 と社 会 科学 的 分 析 枠 組 の 必
要性

共治 と連動 して、近年よく出て くる議論に参加
民主主義 (あ るいは参加型開発)が ある。参加民
主主義、あるい は元 日本政治学会会長山口定が
F市 民社会論』 (2004)の なかで展開した「結社
民 主主義 (assOdative democracy)」 は、今 日の
民主主義の世界潮流になって きていることはその
「アジア諸 国の民主化
通 りである。筆者 自身 も、
と選挙J(本 村 2006)や 「巨大国家から補完性政
府へ」 (木 村 2006)の なかで、参加民主主義につ
いて論 じた。補完性原理 (Principle Of Subζ diar
iサ )は 、 コ ミュニ テイなど下か ら発 案 され る地
域づ くりから出発 して、下部で対応できないこと
を順に上部の政府が対応 してい くとい う、EU発
足 に先立って 1991年 に締結されたマース トリヒ
ト条約で規定されて一躍有名になった もので、地
方自治 とEUと い う超国家組織を共存させる論理
となった もので ある。サ ラモ ンの「 アツシエー
ション革命」も、 こうした時代 の潮流 を反影す る

しか し、横 並 び社 会 を特徴 とす る 日本 で は、
リー ダー シップ論 は極端 に弱 い。大前研 一 は、 日
本 の大学 で教 えなければな らない「メシを食 べ て

(SalamOn 1996)。

しか しなが ら一 方 で、サセ ックス大 学開発研究
所 の政治学者 ゴー ドン ホヮイ トは、
「参加 =民

主的」 とい う考 えに反対する。
「近年、市民社会
と民主主義の肯定的関係 についての よき意図 を
持 ったナ ンセンス議論が多い。
J「 市民社会 は、社
会の集団的基礎を反映してお り、政治的によく代
表 される集団 とそ うでない集団の参加機会の不平
等 もある。市民社会は政治接近の不平等を拡大す
る可能性 もある」 (Wllite 1998:3940)。 市民社
会組織 (Ci宙 l Society Organレ a■ ons CSOs)の
第一の特徴はその多様性 にある。経済権力 を持つ
業界団体 と小規模ポランティア団体 を同列 に論 じ
るのは不適当であるとい う議論 は多 い。「ロー カ
ルな土着の草の根社会運動やもう一つの開発議論
は、現実の政治権力構造を無視 した理想主義的な
もう1つ の ナ イ ー プ 議論 で あ る」 と、 レフ ト
ウィッチは言う (Le■ wた h2000193)。 東京大学
の社会学者武川正吾 も、参加論は「参加の対概念
である権力の問題に言及 していない」 と批判 して
いる (武 川 2012:61)。
共治を含む参加型 については、その地域の政治
経済権力構造 との関係 のほか、サイ レン ト・マ
ジヨリテイー論 と、多数 の志向をまとめて い く

̀

い く手段」は、英語、 ファイナ ンス、IT、 リー
ダー シップであ り、「 ヨーロ ッパ では『リー ダー
シップの養成』 は教育の基本に据えられている」
と主張す る (大 前 2009:137、 152)。 ドラッカー
も言う (Drucker 2002、 邦訳 2")。 「先進国はエ
リー ト指導層を不可欠 とする。何 らかの指導層が
存在 しないことには、社会と政治が混乱に陥る。
民主主義その ものが危 うくなる。それでは非民主
的 とい う批判 に答えて、 ドゴール (フ ランス首相
1944〜 46年 、大 統 領 1958〜 69年 )も ア デ ナ ウ
アー (ド イツ首相 1949〜 63年 )も 、民主主義社
会はエ リー ト指導層が存在 しなければ解体すると
答えた。
」近年のリーダー シップ論へ の注 目は世
界的潮流であ り、筆者 も『開発政治学の展開』で
「官僚制 とリー ダーシップ」について論 じている。
官僚制、すなわち公務員組織 に人材 を集め、経
済・社会開発を進める公共政策 を計画 し、着実に
実行 してい くことは国家建設の鍵になるメカニズ
ムであるが、それは同時にオーケス トラの指揮者
のような リー ダー シップ組織 を必要 とす る。ま
た、縦割 り官僚制の「部局を超えて総合政策 を考
え、重点項 目にプライオリテイをつけるのは政治
家 の仕事」であ り、多 くの場合、それは首長にな
る(浅 野史郎宮城県知事 1999:21)。 重要な点は、
′リー ダー シップを個人に期待す るのではな く、
フォロワー論 とセットにな り、官僚制を動員し、
「大 きさと方向をもったベク トルにJ編 成 し、開
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発志向の国家に編成 して行 くための
「 シナジー (相
つ
い
乗効果)」 を くりあげて く「集団的 リー ダー
シップ」である。また、ハーバー ド大学経営大学
院でリー ダー シップ論を担当するコッター教授が
言 うように、既存のシステムの運営に関するマネ
ジメ ン トと区別され、新たな進路を設定するため
にメ ンバーの心を動かすのがリーダーシップであ
る。今 日、ほとんどの組織は、マネジメ ン トの過
剰 とリー ダー シップの不足 に陥っている (Kotter
1999:邦 訳 47‑51:木 村 2013:12)130)。
さらに重要 な ことは、今 日の議会制民 主主義
は、政党政治を中心に、定期的な選挙を通 じて民
意を問うという形で展開している。参加民主主義
論 は、民主政の コアである政党政治との関係をど
う扱 うのか。今 日の市民社会組織 (CSOs)は 、
保健や環境、地域開発 といった課題,Uに 組織 され
てお り、政党支持 とは無関係に展開しているもの
が多い。政党の機能は、有権者の声を国政 に届け
「国のかたち」
る役割もあるが、より大 きな役割は
い
を含む広 分野の政策セットを国民 に提示 し、政
権獲得 を目指す ものである。 フランスの大政治学
者デュヴェルジェは言 う。「政党は、形のないゼ
リーの ように凝固していない大衆に連結す るため
の骨格 を与える。政党は、世論 を指導 し、それに
はけ口を与える。
「人民の人民 による人民のため
」
の政治。きれいな言葉は中身が空である。
J「 人民
エ
ー
による」は「 人民から出てきた リ トによるJ
に変えなければな らない (Duve■ er 1951:邦 訳
406、 452、 454)。 アメリカの政 治学者 シヤッ ト
シュナイダーが 『半主権人民』 で論 じるのは要す
るに、人民が主権を持つのは投票日だけで、あ と
は野球の観客のように政党 という野球チームのプ
レーを観戦する存在 であるとい うことである (観
客民主主義 とも言う)。 「デモクラシー とは、競合
的な政治組織 と指導者 によってつ くられた選択肢
の中のどれかを人民が選択す る権利を持 った政治
体系である」(Schattschnelder 1961:邦 訳 193)。
民主政 について世界で最 も読まれる本の 1つ を書
いたイギリスの政治学者ヘ ル ドは、代表制民主主
義を「人民投票型指導者民主政」 と特徴 づ ける
ウェーバーに賛成する。リーダー シップは、堅固
な政治指導が求められる大規模組織や、多数の選
挙民が本質的に受動的であるなかでは、不可欠で
ある。民主主義体制 とは、有能な政治的・ 国民的
指導者 を確保す るための鍵になるメカニズムであ
る (Held 1996、 邦訳 :216217)。 ただ、地 方政

府においては、地方政府 自体が広 い分野 の政策
セッ トを
「ガバ メントからガバナ ンスヘ」のスロー
ガンの下に実施す るので、政策決定過程における
政党の役割 は非常に縮小 している。
以上、市民社会の不平等な組織や共治に対する
政府の統治部分 とリーダーシップの大きさ、地方
に深 く根を張 った政治権力既得権の網の日、議会
制民主主義 とい う枠組 における政党制 の比重 と
いった点を指摘 してきた。そ うした点を考慮 しつ
つ、国際開発の世界では、ガバナ ンス支援 を通 じ
て、 どのようなガバナ ンス論が展開されてきたの
かを論 じよう。

4

ガ バ ナ ンス 支 援 と開発 に お け る 政 府 の
役 割 に関 す る議 論

過去 20年 余の開発援助 におけるガバ ナ ンス支
援 については、ポメランッ教授がよく整理 してい
る (Pomerantz 2011)。 要約すると、「良い統治」
が開発戦略 の miSsing linkと して 199o年 代 のス
ロー ガ ンになった背景 には、 ノース (Douglas
North。 1"3年 ノーベル経済学賞)の 著 『制度・
制度変化・経済成果』 に代表される新制度派経済
学の影響があった。新制度派は経済成長促進にお
ける制度変化に着 日し、新自由主義の主張に対 し
て、政府 は市場環境、公共財提供、市場の失敗の
補正に必要 との認識を普及 させた。新制度派のも
とでは、市場 と制度は相互補完的であ り、制度は
経済成長 の重要な要素 であるとい う認識があっ
た。その制度改革 とガバ ナ ンス改善に差異 はな
かった。
1990年 代半 ば まで にガバ ナ ンス は援 助機 関 の
中心的論点にな って いった。 しか し一 方 で、 次 の
要 因によ り次第に行 き詰 まって きた。
(1)ガ バ ナ ンスの どの要 素 に優先 順位 を置 くか
で混乱 したメッセー ジになった。
(2)援 助 の際 のガバ ナ ンス条件付 け (∞ ndi■ o■
aliけ )は 主権侵害であるととられた。
13)市
と
重視 に対 して意見虹齢

民社会 NGOの
があった。
(4)ア フリカ諸国を中心 に、汚職に重点が行 き
す ぎである と嫌 われた。
ガバ ナ ンス と経済成長 の 関係 につい ての広 い合意

.

は淮んだ。 しかし、制度の発展は経済成長の結果
起 こるのであって、成長の原因ではない。世銀に
よる 1999〜 2006年 公共部門改革支援 の評価 は、

J2
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財政管理、税行政、透明性では改善 したが、公務
員組織改革は深まらず、汚職削減 はほとんど成功
しなかったとい うものである(Pomerantz 2011)。
ポメランツの要約 はよくできてお り、そこから
ガバナ ンスの要因は多岐にわたることが理解でき
るが、結局、それらを推進 し、良い統治に結びつ
けてい く鍵になるメカニズムは有効に機能する国
家 と開発国家の建設であると考えられる。

(1)有 効 に機能する国家 (EffecJve State)
アダム・ス ミス 『国富論』第 5編 は、「見えざ
る手Jが 機能す る前提 として、所有権等の民法や
商法・刑法な どの法整備、治安秩序、公共事業、
人材育成を政府が行う。そのために税金を集め、
公債を発行する機能を政府に持たせることが必要
であることを説 いた。ス ミスの基本視点 はポ リ
ティカル・エコノミーであ り、それなりに大きな
政府であった。「夜警国家」や「小さな政府」は、
スミスにおいて も俗論であった。世銀の 『世界開
発報告 1997:開 発におけ る国家 の役割』 は、世
銀 として「小 さな政府Jを 否定 し、
「有効 に機能
する国家」を提唱 したものであった。法整備 はガ
バナ ンスのコアとして重視され、
「ガバナ ンスは、
公務員とその組織が公共政策を形づ くり、公共財
や公共サー ビスを提供する当局として行動する方
法」であると定義 された(Wo■ d Bank 211117:3)。
UNDPも 、 F民 主的ガバナ ンス ガイ ド』で「な
ぜ MDGsが 進展 しないのか」 を問い、第一の答
「政府 と行政の弱さがその核心 にある」とした。
を
「国家の役割 を強調 す ることは、市民社会
また、
や市場を軽視することを意味 しない。人間開発を
実現するためにともにその役割 を呆たす必要があ
る」 と述べた。その うえで、①責任ある政府機関
の強化は、②社会包摂的な参加、③民主的 ガバナ
ンスを国際原則にすること、 と並んで、民主的ガ
バ ナ ンスの三本柱 とされた。
「人 々の投票権が行
使されても日々の生活の改善が見 られなければ、
民主主義に対する信頼は損なわれる。それが近年
「中
中南米 とアフリカで起 こったことで ある。
」
・
・
央 地方の政府組織は、効果的な経済 社会政策
を実行する能力と予算を必要としてお り、行政改
革 は政府組織 を強化するうえで決定的な要素であ
る。
」(Fraser― Molekei 2010 1 23、 16、 21、 25)￨.
ガバ ナ ンス は、①法 の支配、制度構築、地方分
権、政府 にお ける透 明性 と説明責任 などをキー

ワー ドとする政府の制度化 (体 制整備)と 、②開
発を推進する一連の支援政策の制度化 (開 発ガバ
ナ ンス)と 、③言論結社の自由、市民社会、人権、
公正な選挙、議会の権限などをキーワー ドとする
民主主義の制度化から構成され、
「良い統治Jは
そのすべてから構成される。その枠組を前提に、
世銀 は① と② に、UNDPは ① と③ に重点を置い
ていたといっことができる。
こ うしたなかで、中央各省庁 と地方政府 の行政
改革は大 きな比重 を持 って進め られた。行政改革
の 中身 と しては、能力構 築 (capacity develop―
ment)、 eガ バ メ ン ト、情報通信技術 (ICT:In

fOrmatiOn,COmmunication and Technologies)
導 入、人 権 が 柱 と し て 提 起 さ れ た (Fraser‐
Moleke■ 20107)。 能力構築 とい う用語 は 1980
年代 に現れ、90年 代 には行政 にお け る援助 側 の
技術協力 の 中心的な目標 になった。能力構築 を、
個人 レベ ル、組織 レベル、制度 (あ るい はシステ
ム)レ ベ ル に分 けて、それぞれの レベ ルの能力構

築を目指す とい う考え方は、援助機関に広 く普及
した。同じ能力構築でも、多 くの NGOや 一部の
援助国は組織を、国際開発銀行群は制度を、国連
や他の ドナー国は国や分野別の能力構築を重視 し
た。能力構築 は開発への道であり、現実の開発運
営にあたって不可欠の部分であると理解 されてき
た (Lustllaus 1999卜 11参 照)。
行政 の能力構築 は、1960〜 70年 代 にお いては
qT(On̲the JOb Tralning)な ど個人 レベルの能
力開発 であ った。80年 代 になると、それでは不
十分で、政策決定 システム、人材養成 システム、
予算管理、公共サービスの実際など、組織 レベル
の能力構築が より注 目されるようになった。それ
で も行政改革は遅 々 として進 まなかった。90年
代 はじめまでに、個人や組織 レベルの改革では不
十分で、制度 レベルの改革にまで進まなければな
らず、その制度は、法や行政な ど公的な制度と、
個人や集団の行動パ ターンを含む非公式の制度か
らなる、とい うことが認識されるようになった。
個 々の職員が訓練 されていても、上司や運営のあ
り方が彼 らの行動を束縛する。低い給与や縁故昇
進や職員研修の欠如、組織の 目標のあいまい さと
いった組織の弱点 と、そこから生まれる職場の雰
囲気 =組 織文化 は、制度 (シ ステム)の 問題 とし
て対応 しなければな らない。組織文化 には、民
′
族、年功序列、女性差別といった文化伝統 と、職
場 の雰囲気 をつ くっている組織文化がある。制度
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変化 は政治にかかってお り、前例打破は政治家か
らの支援が必要である。変化はしばしば既得権の
喪失 をともない、常に抵抗に直面するからである
(DFID 2002 1う )。 途上国の行政 は高度に政治に
従属 してお り、非政治的 。中立的に処方箋を描 く
ことはで きず、政治学 として議論 しなければなら
ない。 フイリピンの改革派 の元国会議員 マ リオ
(Marlo」 oyo Agula)は 、
「 国際機関や NGOは い

ろいろ言 うが、実際の開発の現場で全てを取 り仕
切っているのは、結局は伝統型政治家なのだOJ
と強調する。
行政が政治に埋め込まれていることから、行政
改革、公共政策の遂行能力構築、お よび開発 プロ
ジェク トが成果 をあげる方策 として、政治に踏み
込んだ 3つ の方向が近年追求されてきた。その 1
つは、
「政治経済分析 (PohicJ Economy AnJチ
「権力 と変革要因分析 (Power and
sis)(PEA)」 、
D五 vers of Change Analysis)」 、
「リーダーシップ
主導型変革 (Leadershp Led Change)」 とい っ
たアプローチによってガバナ ンスの有効性を高め
ようとしてきたことである。これらは各国の援助
政策 と重なって展開 した。2つ 目は、カウフマ ン
らによる途上国政府が推進すべ きガバナ ンス諸項
目をリス トアップし、その実施を支援することで
あった。3つ 目は、社会 システム全体 の制度化を
進めることであった。これらについてはすでに筆
者が 『開発政治学の展開』第 2章 と第 4章 で書い
ているので、簡単に触れておこう。
「政治経済分析Jは 、2000年 にイギリス国際開
発省によって提起 され、その後、EUの ガバナ ン
スに関する統合援助アプローチ となった。「援助
の成否 を決定す るものは現地の政治である」ゆえ、
現地の集団や個人の権力や富の配分を考え、時間
をかけて関係をつ くり出し、あるいは変更す るア
プローチである。
「権力 と変革要因分析」は、「過
い
にお
て、
去
良き意図を持 った余 りにも多 くの開
発援助計画が、その実施中に、政治家 に も官吏 に
も個人的利益を与えないとい う理由でないがしろ
にされてきた」 とい う認識 を踏まえ、変革志向の
官吏、 メデ ィア、NGOな どの潜在的変革主体 と、
民族問題な どの構造要因 と、 (汚 職、行政改革、
野党、地方分権、土地改革、司法改革な どの)制
度要因を勘案 して援助政策を進めるとい うもので
ある。「リー ダー シップ主導型変革Jは 、改革 は
政治的なリーダーシップなしでは進まない とい う
認識を踏まえ、世銀が「政治経済分析Jの 延長線
1

上に2001年 か ら打 ち出して大 きな注 目を浴びる
ことになった。「リー ダー シップは、変革を起動
させ、開発 を促進す る鍵である。
」「リーダーシッ
プは、 (国 毎の開発 の)文 脈に適合 しなければな
らないが、リーダー シツプの複数性、有効性、問
題解決志向、変革のスペースづ くりを一貫 して強
調 しなければならない」(Andrews 2010:4)と い
う方向で展開 した。
また、世銀を中心 に、カウフマンらが世銀ペー
パーで展開したガバナ ンス 6指 標 も広 く利用され
てきた。6指 標 とは、説明責任、暴力 のなさと政
治安定、政府の効率性、法の支配、規則の質、汚
職対策である。それらはさらに45の サプ項 目に、
のちには 116項 目に展開された。 しかし広 い批判
にもさらされた。たとえば、法の支配といっても
どう計測す るのか。ガバナ ンス各項 目の評価基準
計測の説得力には問題がある。歴史的変化 に計測
が対応できていない。6指 標 は同じことを違 う言
葉で語 っている。政府 の能力は経済成長でよ り測
られる、といった議論である (Pomerantz 2011
166,Sundaram and Chowdhury 2012 4 9)。 結
局、ハーバー ド大学のグリン ドルの議論がその後
スタンダー ドな考えとなった。 ガバナ ンス状況 は
各国によって非常 に違い、一概に指標化す るのは
問題がある。まして失敗 した国家などにガバナ ン
ス改善の全面的展開を期待す るのは無理である。
もっと限定的に、各国のガバナ ンス課題に焦点を
合わせた「それな りのガバナ ンス (g00d enOugh
governance)」 実施か ら始めるのが現実的と主張
したのである (G五 ndle 2004)。
有効 に機能す る国家を実現 させるために、世銀
が追求 したより大 きなガバ ナ ンス支援 の流れは
「制度化」であった。ステイグリッツのあと、世
銀 チ ー フ・エ コノ ミス ト (2000〜 03年 )に 就任
したニコラス・ スター ンの 開発戦略キー ワー ド
は、投資環境 Gnvestment dimate)と そのため
の制度構築、および貧困層の市場参入であった。
それらは、世銀年報 『世界開発報告 2002市 場制
度の構築』で体系づ けられた。第 1部 「企業」で
は土地所有制度、金融制度、企業 ガバナ ンスが、
第 2部 「政府」では政治制度と政府の運用、司法
制度な どが、
・第 3部 「社会」では、企業や市民社
会の規範、ネットワーク、メデイアなどが主要な
̀ 構成要素 となる。そのいずれもが公式 と非公式の
制度を持つ (合 計 6局 面)。 具体的には、「市場 を
サポー トす る制度の多 くは国家によって供給 され
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る。そのため、国家がそのような制度を整備する
能力が、市場が機能する基本 となる。良い統治 に
は、制度を構築 し、政策を実行する権力が必要で
ある。経済成長全般に強力な役割を呆たす (開 発
の成果を左右す る)良 い統治は、貧困削減 とい う
目標 の要である (Wo■ d Bank 2002:邦 訳 179)。 」
国家の近代化 はこうした制度の発展の歴史で も
ある。世銀 の 『世界開発報告 2005:投 資環境 の
改善』では、投資環境改善のためのガバナ ンス改
善項 目が整理されてい く (同 書邦訳 :ll1 18)。 世
銀におけるガバナ ンスの視点 は経済成長支援であ
り、その副産物 (制 度改善と経済成長の結果)と
して貧困削減が位置づけられている。
UNDPの 『民主的ガバ ナ ンス ガイ ド』 (2010)
でも、
「なぜアフリカ等 の最貧国で MDGsが 進展
しないのか」を問い、その原因として 4つ あげて
いるが、その うち 3つ は統治に関す るものであ り
(政 府 と行政の弱 さ、汚職、紛争後の国家再建の
停滞)、 対応策の 3重 点項 目の 2つ も統治に関す
るものである (中 央 地方 の行政改革、法 の支
配)。 あと1つ が参加 と議会の弱 さであ り、それ
を強化 し、政府への監視機能を強め、市民社会 を
成長 させるとい う論理 である (Frase■ Mobketi
2010:1∈ 18、 5)51)。 UNDPの 場合、後者 の比
重が大 きい。中央・地方の行政改 革や議会 の強
化、あるいは法の支配 といっても、なかなか進ま
ない。典型的には F開 発政治学の展開』 で小山田
論文 (2013)が 反汚職の取 り組みについて書いて
いるように、多国籍企業 を含む反汚職の国際枠組
や途上国の法整備 (公 的制度)は 進んだが、汚職
はあまり減 っていない。すなわち、非公式の制度
や組織文化の持続性 の問題が大 きく横たわってい
る。
②

開発国家 (devdopmentd state)建 設

「有効に機能する国家」の目標が経済成長 と社
会開発 の支援 であるならば、開発国家建設 こそ
は、
「開発J途 上国国家の基本 目標 で なければな
らない。政治学は、資源 (天 然資源、富、財政、
人的資源)の 生産と分配 と使用の政治過程を広い
文脈 で理解す る学問であ るが (Leftwlch 2000:
5)、 パ イを分配する前にパ イを大 きくす る課題 に
取 り組 む ことが必要で ある。開発 国家 論 は、.
UNDP『 人間開発報告書 2013:南 の 台頭』で よ
うや く途上国一般 の 開発 モデ ル に高 め られた。

「大半の南の国に共通す る大 きな開発の原動力が
3つ ある。それは、積極的な開発国家 (prOact市 e
developmental state)、 グローバル市場の開拓、
J
確固 とした社会政策 とイノベー ションである。
々
「開発が遅れている国 は南の新興国の成功から
教訓を学ぶ」必要があると、開発国家 を位置づけ
たのである (邦 訳 概要 10、 18)。
開発国家 の最大 の特徴 は、エ リー ト官僚 の権
力、政策の一貫性、および、政府 と民間部門 との
政策 目標 コ ンセ ンサ スであ る (Lei宙 ch 2000
157‑158)。 途上国の政府・官僚制の各部門が、農
業、中小企業振興、ICT、 地域 開発 など経済界の
関連各部門 と密接 な制度的な話 し合 いの場 を持
ち、学者などの協力も得て各界一九 となった産業
政策を練 り上げ、実施 してい く開発国家体制をつ
くりあげることは、途上国の開発 を進める上で当
然望ましいことであ り、政府が第 1に 取 り組むべ
き課題であろう。『通産省 と日本の奇跡』 (1982)
を書いて資本主義 とも社会主義 とも違う「開発国
家Jと い う用語をつ くり出したジョンソンも、開
発国家論の代表作 であるウー・カミングス (WOo―
Cumings)の 『開発 国家論』に 1章 を書 き、「私
は日本モデルのほうが、英米型モデルよ り旧ソ連
圏や途上国に適合的であると信 じて疑わない」 と
書いた (」 ohnsOn 1999 40)。 『開発国家論』 はフ
ランスの官僚制を日本 よ り典型的なモデルとし、
大陸 ヨーロッパから旧共産国、途上国全般に通 じ
る開発モデルとしてのかたちを整えた。ガルブレ
イスの 『新 しい産業国家』 (Galbralth 19")に 近
い概念である。米英型モデルが世界に特殊なのだ
とい う議論 は ドラッカー (21X12『 ネクス ト・ ソサ
エ テ イ』:邦 訳 250)、 リ ンダ・ ウ ェイス (『 国家
衰退の神話』Weiss 1998 2)、 ドナル ド ドーア
(211110『 日本型資本主義 と市場 主義 の衝突 :日 独
対 ア ングロサクソ ン』:2006『 誰のための会社に
するか』)に も共通す る認識である。ステイグリッ
ツも同 じ認識 を持 って い る (Siglitz 2006:邦 訳
68)。

しか し、 日本 の側 か らの反応 はなか った。
JBIC(国 際協力銀行)の 前身である海外経済協
力基金 は、『基金調査季報』73号 (1992/2)掲 載
の「世界銀行の構造調整アプローチの問題点につ
いて」で新自由主義的な開発アプローチを批判 し、
政府による産業育成政策の重要性を主張 した。そ
′
の結果世銀か ら、 日本側 と新 自由主義派合同によ
る『東アジアの奇跡』 という妥協的な調査報告が
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つかない (Leftwlch 2008:1‑5)。 」
開発国家論 を国家の能力構築の中心に据えたの
はエバ ンスである。エバ ンスは、サハ ラ以南アフ
リカに代表される政治家や高級官僚が国の富 を私
物化する典型的な略奪国家 (predatOw state)と 、
東 アジアの経済成長 に成功 した開発国家 (deveト
opmental state)と 、略奪 と経済成長が入 り混
じったイ ン ドやブラジル などの 中間形態 の国家
(intermedlate states)と い う 3形 態 の国家 を分
類 し、その差を市場 と資本蓄積を支援する官僚制
の組織的結束力 に求めた。さらに、
「政権維持 と
国内平和は国家の経済変容能力にかかっている。
それは国家の正当性の源泉である」とした (Evans
1995:5、 12、 2223、 30)。 ウェ イス も同様 に、
途上国における経済成長の差を生み出したものは
国家の対応能力 (transformaive capacty)で あ
り、国家の対応能力を強め、あるいは弱 めるもの
は、制度 とその志 向 の集合体 (constellatbn)、
すなわち国家 と経済の
「調整された相互依存 (go千
erned interdependence)」 のレベルにあることを

出た後、 日本側 は尻すぼみになった。 日本のアジ
ア研究者 は、 開発国家 を特殊東ア ジア的な「開発
主義国家」 と規定 し (そ の よ うな議論 は 日本だけ
の もので あ る)、 他 の途上国 の 開発戦略 との 関係
を切 断 した。ア メ リカ側 は、 1997年 東 ア ジア経
済危機 を契機 に開発 の東 アジアモ デ ル に対 して系
統的な攻撃 を加 え、その後無視 した。アメリカ側
の攻撃 は、『ルモ ン ド・ ディプロマ ティー ク』2003
年 10月 号 の記事「中国 は世界経済 に地 殻変動 を
起 こす のか」 の後半部分 で詳細 に論 じられてい る
(download可 )。 プ リ ンス トン大学 の ロ ドリック

は、そ もそ も、WTOの 枠組 その ものが、東 アジ
アの国 々で成功 を収めて きた ような開発戦略 を採
用する ことを無理 に して いる と言 う。WTOに よ
るもっとも重要 な制約 は、新興国の産業政策へ の
制約 で ある。輸出補助金、輸出特 区、部品 の現地
調達要求な どは WTOの 下では違法であ り、知的
財産権協定は、外 国技術 の模倣 を著 し く損 なう。
二 国間の貿易協 定 も制約が大 きい。 これ らの協定
は、アメリカや EUが 自分 たちの規制体系 を新興
国 に輸出す る手段 である。正 しい アプ ローチ は、
すべ ての新興 国が独 自の成長戦略 を 自由 に追 求 で
きるようにすることだというのである (Rod五 k

主張 した (Wets 199&Preface)。
アフリカにおける開発国家論構築 に取 り組 んで
きた南 アフリカのエ デ イゲイは、民主的開発国家
の民 主 的部分 を強調 す る。ア フ リカ国家 の 特徴
は、政府が特定 の利益集団 によって 占拠 されて い
る とい う こ とであ る。 クライエ ンテ リズ ム (保
護・ 庇保護関係 )が ある限 り、人 々 は個人的禾U益

2011 :邦 訳 231‑232、 313)。
国際開発研究 の一 中心 であるサセ ックス大学 開
発研究所 の政治学者 ホワイ トは、共著 『民主的開
発 国家』 の なか で、「開発 国家 こそが途上 国 の経

と保護 を期待 して、国家利益 や 開発 目標 で は な
く、宗教 ・民 族 個 人的 関係 に基 づ い て投 票 す
る。政 党 もそ の線 で組織 される (同 時 に予算 な ど

済成長 をもた らした。 しか しそれは東 アジアの非
民 主的な権威 主義体制 の下 で実現 された。民主化
時代 にそのよ うな方向 はそ ぐわない。政治学者が
考 え出さなければな らない ものは、民 主 政 の下で

の開発国家の構築である」という問題提起をした
(White 199&4247)。 そ の 問題 意 識 は レフ ト
ウイッチやキ ェール に引 き継がれた (Le■ wich
20001 Chapter 7:Kj∝ r2004:Chapter 4)。 「湘[済
成長 と福祉体制 (社 会開発)の 2つ の任務を実現
す る有効 に機能す る国家あるいは開発国家形成の
政治過程 こそが、近代国家形成 (great transfo■
mation)の 核心 で あ る。Propoorな 開発 と福祉
体制 を促進するとい うことは、開発を経済の世界
に任せないで、政治学の知見を導入するとい うこ
とである。そのどちらも、有効に機能す る国家に
よる直接的な介入なしにはあ りえない。また国家
は、有効 に機能するだけでなく、開発志向である

1

必要がある。ボツワナのダイヤモ ン ド鉱山のよう
に、狭い分野の経済成長だけでは貧困削減に結び
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がそ うした目的のために配分できるようになって
いる Andrews 2013 45)。 アフリカの国家の弱さ
は、権限を強めても能力は弱い とい う点のほか、
国民参加の欠如にもよる。民主化 と開発 は車の両
輪 であ り、社会経済的正義は民主化 の核心 であ
る、とい うのである (Edghai 200駐 1222)。
開発 を NGOに 期待 す る意見 もあるが、NG0
は政府 に取 って代 わる ことはで きない。NGOが
活動する場は ドット (点 )で あり、全国的に開発
を進めるのは政府 の役割である。NGOは 政府に
ア ドボカシーをかけ、政府の政策に反映させるこ
とで全国目標 につなげることができる。その「官
僚制を改革することは大変困難である。 しかし、
開発 目標 と安定社会が公的セクタァの活躍 によっ
て もたらされたことは確かである。
」「官僚制は非
効率かもしれないが、一国の政治経済 を安定 させ
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る中心的な役割を呆たす」 (Turner and Hulme
1997:pref¨ e、 12、 234)。 BCス ミスは言 う。
政府の効率 を高めるためには3つ の要素が必要で
ある。第 1に 、政策 を形成 し、調整する強力な中
央政府の能力、第 2に 、効率的で効果的な実施 シ
ステム、第 3に 、やる気のある有能な公務員群で
ある。いかなる有能な指導者 も、その政策を実行
するシステムがなければその目的を達成す ること
ができない (Smith 2007:226228)。 結局近代国
家 においては、官僚制を使いこなさないと政治 は
できない とい うことである。
留意する必要があるのは、世銀開発研究部門の
長 も務めた (1998〜 2003年 )オ ックス フォー ド
大学教授 コリアーが 『最底辺 の 10億 人』で言 う
ように、
「政府開発援助が供給するのは公的資本
だけであ り、インフラは整備 できるが、労働者が
生産性 を高めるための設備・機材 は提供で きな
い。それは民間投資家だけが供給できるものであ
る。東アジアでは、民間資本は公的資本 の 2倍 に
達 しているが、アフリカでは公的資本が民間資本
の 2倍 に及んでいる。アフリカで不足 しているの
は民間投資である (Coller 2008:邦 訳 141)。 」外
国資本投資や地元中小零細企業の投資を促進する
ためのキーワー ドは投資環境であ り、その改善の
鍵は政治、経済、社会全体の制度化である。それ
が、世銀が追求 した開発ガバナ ンス (あ るいは経
済 ガバ ナ ンス)で あった (詳 細 は木村 2013第 2
章)。
国家が経済開発 と社会開発を支援する体制 をつ
くり、その成果の上に貧困削減 と持続可能な社会
の建設がある。そのような国家の行動をグ ッド
ガバナ ンスとよぶ。グッド・ ガバナ ンスを着実に
遂行する能力をもった国家を「有効 に機能す る国
家」 と呼び、あるいは「開発国家Jと 呼ぶ。 こう
した国際 コンセンサスが、いまや現実の ものとな
りつつある。

5

今 日の 途上 国開発 戦 略 にお ける ガ バ ナ
ンス論 の焦点

「特集によせて」でも書いたが、MDCsを 引き
継 ぐ国連決議 に向けた話 し合 いの たた き台が
High4evel Panelの 報 告 И N"Ottα ′Pttmars力 ″
(2013年 5月 )で ある。同報告は、2030年 までの
開発戦略前進のために必要な 5つ の変革の柱を提
起 した。そのすべての柱がガバナ ンスを必要 とし

̀

て い る。5つ の変革 の柱 とは、(1)誰 も (MDQ未
達成状態 に)置 き去 りに しない、②持続可能な開
発、(3)雇 用 と貧困層包摂的成長 を目標 に した経済
構造転換、ほ)平 和 と制度 (グ ッ ド・ ガバ ナ ンス)
の構築、(5)グ ローバ ル・ パー トナ ー シップの新 た
な強化である。(5)の グ ローバル・パ ー トナー シッ
プの強化 はグ ローバ ル・ ガバ ナ ンスの課題 で ある
が、(1)〜 (4》 まグッ ド ガバ ナ ンス と密接 に関連 し
てい る。
(1)の 貧困層 のエ ンパ ワー メ ン トのためのキー概
念 は、社 会的孤 立か らの脱却 、すな わち組織化 な
ど貧困層 の活動 の基礎 イ ンフラとなる制度 の構築
で ある。世銀 は、「経 済成長 全般 に強力 な役割 を
果 たす (開 発 の成果 を左右する)グ ッ ド・ ガバ ナ
ンス は、貧困削減 とい う 目標 の 要であ る」 (世 銀
2002:邦 訳 179)と して政 府政策 の基本枠組 をお
さえた上で、「政府 は、貧 困者組織 の拡大 を促進
し、彼 らの政治的能力 を高める ことによって、貧
困削減 の公 的措置へ の政治的支援 を生み出す」 と
し、「途上 国のほ とん どで、NGOが 貧困撲滅 の政
策や プ ロ グラムの核 となるJと し、政府 と NG0
が ともにそれぞれの役割 を果たすべ きことを論 じ
てい る (世 銀 201Xl第 6章 「 国 の 制度 を貧 困者 の
ニーズによ りよ く対応 させ る」:邦 訳 177、 198)。
エバ ンス は、NGOが 大 き くな るのは、非政府組
織 (NGO)と 政府組織 (GO)が 協働 して相乗効
果 を発揮す る政 府政策 に依存 して い る (NGO‐ G0
Syner野 )と い う、有 名 な テ ー ゼ を提 起 した
「市場機能 を
(D′ ans 1996)。 世銀 のス ター ンは、
バ
促進す るガ ナ ンスや制度は、開発 を促進す るも
の として見 るだけでな く、貧困層 のために機能す
る もの と見 るべ きである。政府が、教 育 や保健 を
提供す るだ けでな く、 貧困層 に安全 を提供 し、市
場 に参入す るリスクを軽減す る責任 を負 う」 と書
い た (Stern 2002 1卜 18)。
(2)の 持続可能 な開発 目標 (Sustainable Devebp
ment Goals:SDGs)￨こ ついては、2002年 の ヨハ
ネスブル グ環境会議後、地球温暖化だけでな く、
持続可能でない消費や生産構造 の変革 も入 るよ う
になった。 名古屋大学環境学研究科 の竹内恒夫教
授 によれば、各国環境政策 は 5段 階で進展 した。
第 1段 階は 汚染 を隠す段階であ り、第 2段 階 では
煙突 を高 くす るとか象徴的な対応 をする段 階が続
.く 。第 3段 階 は、生産 システ ムは維持 して規制基
準 ・処理技術 を適用す る排 出口対策段 階で あ り、
第 4段 階 は、環境産業 が経済活性化、雇用創 出に
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つ なが るといった環境政策 と経済 を統合 させ る段
階 である (1992年 以降主要先進国 はこの段 階へ )。
第 5段 階は、環境 と経済 だ けでな く社会 も統合 し
て進める段 階 (ヨ ハ ネスブルグ段 階)を 指す。 主
要先進 国が移行 して い る 第 5段 階 で は、 18世 紀
型 の労働 生産性 ではな く、「環境 (エ ネ ル ギ ー・
資源 )生 産性」へ と「生産性」の考 え方の転換 と、
商品のエ コマー ク・長寿命化・ 炭素税 などの消費
社会転換があ る (竹 内 2004:卜 15)。 2012年 6月
の RIo+20(国 連持続可能 な開発会議 )も この 方
向を踏襲 したが、大会宣言である ルθFz″ ″ %?
〃物′に対 して NGO側 は %θ FI″ ″ zθ D"'̀

″♭″ を出 し、SDGsに 向か う「政治的 リー ダー
シップが伴っていない。
」「SDCsは 、既存 の政治
と
に
る
権力 経済利益 対す 巨大 な闘争を伴 う高度 に
政治的な問題であ り、技術的な問題ではない。 こ
れは政治なのだ」 と喝破 した (R」 nhout 2012)。
国連 Higlllevel Panel報 告 は MDGs第 7項 目 の
持続可能な環境 を総括 して言 う。「SDGsを 促進
す るためには MDGsを 乗 り越えなければならな
い。MDCsは 環境 と経済・社会 を統合す る上で
不十分であ り、持続可能な消費 と生産様式 を促進
す る必要性に言及 しなかった。その結果環境 と開
。今回は密接 に結び
発 は適切 に接合 しなかった」
つけた (Execuive Summary)。 環境政策 を前進
させるか否かは、各国政府の政治的意志 と能力 に
かかっている。それが環境問題の基本である。
(3)の 雇用 と貧困層 を包摂 した成長を目標 にした
経済構造転換 は、世界 に広がる 1国 内の格差拡大
に対応 して、先進国だけでなく途上国においても
深刻な問題 となっている失業問題や非正規雇用、
およびその多 くが移民労働者である国際移民が
2009年 に 21億 人を越えた現状 に対応 した戦略
提起である。キー概念の「持続可能な労働」は、
人権 と結 びついて「尊厳 ある労働 (decent work)」
として、ILO(国 際労働機構)の 21世 紀 目標 と
な り、Rlo■ 20の 中心 議題 の 1つ とな り、国連
High level Panel報 告 の 第 3の 変 革 の 柱 と な っ
た。「尊厳ある労働」 とは、適切な水準 の賃金・
労働条件・社会保障が確保 された社会的意義のあ
る生産的労働 を指す。
「働 きがいのあ る人間 らし
い仕事」のことである。「貧困層包摂的成長 を目
標 にした経済 (Includve economy)」 とは、拡大
する国内格差の底辺部分および危機的な状況にあ
る若者の失業にたい して、たとえば EUは 、2010
年 に出 した「 ヨー ロ ッパ 2020年 戦 略 (Europe

′7

で対応策 を提示 し、教育 の質の確保 や低
「結果を出す た
技能者 らの生涯学習重視な どで、
めのガバナ ンス強化」 をllEっ ている。OECD『 開
発協力報告 2013:貧 困を撲滅す る』 は貧困撲滅
を目指 した包括的な報告であるが、貧困層に対す
る直接給付を評価 し、ルーラ (Llla)大 統領 にブ
ラジルの例で 1章 を書 いてもらっている。ルー ラ
大統領は、貧困層子弟 の就職条件を整えるために
修学 と健康診断 を条件 として 14110万 貧困家庭 の
主婦を対象 に子供手当を支給 し、プラジル貧困層
の半数にあたる 2200万 人を貧困層か ら脱出させ
たとす る (OECD 2013 Chapter 7)。
ステイグリッツとアマルテイア・センを中心 と
した専門家チ ーム は、2010年 に『暮 らしの質を
測 るJ報 告 を出 した。「アメ リカにお い て も、
GDPは 増加 したのに大部分の人の所得 は 1999年
か ら2008年 まで に低 下 したJ問 題 を解 明 し、
GDP統 計 を問題 が多 い と見直 し、市民 と環境 に
何が起 きているかを基準 に、①国民所得統計、②
暮 らしの質、幸福度、③持続可能性 を基礎 とした
新 たな改訂 GDPを 提起 し、
「計測 システムの重
点を経済的生産額の計濃1か ら人々の幸福度の計測
に移すべ きであ り、その時期が熟 している」 とい
う認識 を提示 した。その幸福度は、①物質的な生
活水準、②健康、③教育、④仕事 を含む個人的な
諸活動、⑤政治への発言 と統治、⑥社会的なつな
が りと諸関係、⑦環境、③経済的・物理的な安全
度 といった多 くの次元からなる (SigLtz 2010:
邦訳 12、 17)。 フランスのサル コジ大統領の要請
でつ くられたこの報告 は、フランス全公務員の必
読研修文献 となり、国際社会でも使われてゆき、
ポス ト2015年 開発議論 にも反映 した。2年 後 に
ステイグリッツは『不平等の コス トルσ乃セι グ
ル ν
配″』 (チ 5訳 は 『世界 の 99%を 貧 困 にす る
「上層 に もた
経済』)を 出版 し、1980年 代 以降、
らされた富 は、中層以下の犠牲によって生ふ出さ
れた」 と、アメリカの格差社会化を批判 し、それ
が新 自由主義政策 に基づ く政府の政策によって も
たらされたことを説明 した (第 2章 「レントシー
キ ング経済」
、第 3章 「政治がゆが めた市場」
)。
開発や経済成長のあ り方 と政治は密接に関連す る
とい う認識は、広 く普及してきている。
(4)の ガバナ ンス に関 しては、 ドナー側は、体制
側井 リー ト層の既得権を支える政治経済構造 とい
う厚 い壁に直面することになった。「政治経済分
析の政治部分は、以前 に考え られていたより重要
2020)」
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ワー メ ン トが不可欠である②。 タイやイ ン ドネシ
ア、 中国や ベ トナ ムの 貧 困率低 下 の 経緯 をみて
も、経済成長が貧困削減 に最大 の効果 を発揮す る
ことは誰 も否定 で きない事実 で あ る。 しか しなが
ら経済学者 の 大坪 滋 は、経済成長 に よる効 果 を
68%、 所得 配分効果 を 29%と 計算 し、経 済成長
以 外 の 貧 困削 減 要 因 の 追 求 を提 案 す る (大 坪

であると認識されるようにはなった。一方、援助
の現場ではガバナ ンス支援を政治 と切 り離 し、非
政治的・技術的に対応す る状況 も続いてきた。そ
して 2つ とも暗礁にの りあげている」 とい うガバ
ナ ンス実施状況がある (Sundaram 2012 2)。 『開
発政治学の展開』 で筆者は、次のように書いた。
「ガバナ ンスは開発戦略 として 199o年 代 に大 き
な流れにな り、211110年 にはその 中心的役割 を与
えられるようにな り、予算 も職員 も増や された
が、実際に開発の現場でガバ ナ ンス視点 (政 治経

2011:75)。

済分析や変革要因)を 押 さえながら行動 しようと
すると、途上国側担当者のやる気や能力、政治経
済既得権 の厚 い壁 に直面 し、その勢 い を衰 えさせ
た。
」政治経済既得権 の厚 い壁 につい ては、筆者
の 国際 ネ ッ トワ ー ク を動 員 して Z″ お び σοο
′
Cο ソ
θ ε
θ″ レ ィop議gの ″″″ を出版 し、各
国・ 各分野 の改革 の難 しさを具体的に明 らかにし
たが (Kimura et J 20■ )、 各国毎 に異 なる体制
の変革 は容易 ではな い。「一 方 では、 ガバ ナ ンス
は国際標準 として精級 化 され、説 明責任 や透 明
性、民主化や参加、予算管理や汚職撲滅、政府機
関の能力構築やオーナ ー シップ意識 (当 事者意識 )
などは、政府運営 のス タ ンダー ドとして広 く深 く
浸透 した。 グッ ド・ ガバ ナ ンスの制度化 は、近代
国家 の基本的道筋である。 しか しなが らその道程
は、それな りの経済成長 とそれな りのガバ ナ ンス
(の 諸要素 )が 、 ぎくしゃ くしなが ら相 互依存 的

に進展 してい くとい うのが現実の姿であろう (木
村 2013:67、 72)。 」
それを前提 として、では途上国のガバナ ンス改
善をどうするのかが今 日間われている。国際機関
の一致 した認識は、途上国政府機関に透明性・説
明責任 と参加を義務づけ、正面突破をはかろうと
する ものである。国連 High level Panel報 告 はガ
バナ ンスの説明の中で言う。世界の人々は、誠実
で、説明責任があり、人々の要望に応える政府を
「良質な教育」の次に「誠
望んでい る。人 々は、
実で人々の要望に対応す る政府」を最優先課題 に
挙げている。われわれは、市民が、税金や援助や
採掘産業から得 られた歳入が どこで どのように使
われているかを知 ることができるような、透明性
革命 を必要としている。透明性 と説明責任 は、国
家資源の盗難 と浪費を防 ぐ強力な手段である(Ex
ecut市 e Summary,8)。 また言 う。経済成長だけ
では、人々の社会正義や平等、持続可能な繁栄 を
保証する ことはで きない。人 々の保護 とエ ンパ

̀

ハーバー ド大学 のア ン ドリュース は、世銀研究
所 の論文「 リー ダー シップ主導型変革」(Matt An
drewsら 2010)で 官僚制 を機能 させ るための リー
ダー シ ップの必要 を論 じたが、『開発 にお ける制
度変革 の 限界J(Andrews 2013)で は、 リー ダー
シップの 限界 とイ ンフォーマル な制度 の重要性 を
強調 した。 フ ォーマ ル な制度 は氷 山の 一 角 であ
り、海面 の下 の 巨大 な部分がイ ンフ ォーマル な制
度 で あ る。そ の 結 び つ きは保 護―庇 保 護 関係 と
い った人 間関係 に とどまらない。それは、歴史に
根 ざした システムで あ り、少 々の行政改革 で何 と
かなるものではない。それゆえリー ダー の活躍 に
期待するだけではな く、広 く散 らばった関係者 を
無視 しては改革が進 まない (Andrews 2013:44、

107)と い うわ けであ る。歴史 に根 ざし
たシステムに対 して、透明性 説明責任 と参加 と
いった規範 によって正面突破をはかろうとい う意
図はわかるが、ぎくしゃくしなが らそれな りのガ
バナ ンス (の 諸要素)が 展開してい く以上のこと
はわからない。
59、

61、

4

ま とめ

各国における中央から地方の草の根に至る政治
経済既得権の網の 目の壁は厚 い。「すべ ての成功
している政治家 は、成功 しているビジネスマンで
もあるJと い うフイリピンの「格言」 にもあるよ
うに、両者 は結 びついている。さらに、補助金、
職業団体、民族、宗教、地域な どを通 じてクライ
ア ンテリズム (保 護 庇保護関係)を 構築 し、投
票基盤を固めている。時には(あ るいはしばしば)
非常手段 (暴 力)も 使われる。さらに「内政不干
渉の壁」もある。
アセモグルとロビンソンが 『国家 はなぜ衰退す
るのか』で描 き出したように、伝統的な収奪的制
度をどのように包括的制度に変えるかが問題であ
′
る。包括的政治制度 とは、
「政治権力を多元的に
配分 し、ある程度 の中央集権 を達成 し、その結
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果、法 と秩序、所有権の基盤、包括的市場経済が
確立されるような制度」である。包括的経済制度
「中南米 で、選
は包括的市場制度に支えられ る。
挙が政治 にも経済 にも包括的な制度をもたらさな
いのは、根底に収奪的制度があるか らである。
J
に
は、
が
に破綻する原因
収奪的制度
「国家 経済的
ある。
」「包括的な政治 経済制度は、経済成長 と
政治的変化に抵抗す る既存のエ リー トと、彼 らの
政治 経済権力 を制限したいと望む人々の間の、
大規模 な争いの結果であることが多い」 として、
英仏 における数度の市民革命 に言及する (要 す る
にこれは、進化の突然変異説である)。 また、「収
奪 的制度のうえにあぐらをか く政権を援助す るの
は、解決策にはなり得ない」 として、制度改革に
手 をつ けない政権 へ の援助 には批 判的 である
(Acemoglu and Robinson 2012:邦 訳下巻 83、
124、 19卜 191、 202、 206、 24卜 241、 254、 265)。 」
政治・経済権力の変動 は開発協力の範囲外であ
る。 しかし、視野に関してはそこまで広げておか
ない と、開発の進展 は展望で きないであろう。援
助側が要望するような合理的な公共政策 を、行政
が粛 々 と立案・実行す るようなグッド・ ガバナ ン
スは、現実 とはほど遠 い。「第二次世界大戦後 の
日本で新憲法 (昭 和憲法)が 制定されたとき、そ
れは日本政治の現状 を反映 したものではなく、向
かうべ き目標を示 したものと特徴づけられた (石
田雄 1968:227)。 同 じように、今 日の途上国の
グッド・ ガバ ナ ンス も、途上国の現状 を反映 した
ものではなく、向かうべ き目標 を示 したものと特
徴づ けられるであろ う (木 村 2009:204)。 J開 発
アジェンダが政治に左右 される以上、開発の全体
像を理解す るためには、開発戦略で論 じられるガ
バナ ンスだけではなく、開発政治学 というより広
い視野が必要である。統治の方向づ けはガバナ ン
スで論 じられて きたが、統治の一部 である共治
も、 こうした分析枠組を踏まえて展開す る必要が
ある。
ガバナ ンスの今後の課題 は多岐にわたる。途上
国の政治の第一の任務 は開発国家の建設であると
い う合意 は、国際開発の世界でも政治学者の世界
でも存在 しない。 ようや く2013年 に UNDPが 言
い出 した。UNDPの 開発戦略の柱 である「民主
的ガバナ ンス」 と世銀の「開発 ガバナ ンス」の今
後 の関係 はどうなるのか。民主的で ない方法 で 「
「それな りのガバナ ンス」 を実施 し、その成長を
「評価」 されている中国、ベ トナム、ルワンダ等

の評価 をどうす るのか。NGOが 大発展 しても、
「バ ッド・ガバナ ンス」を持続 させている政治の
枠組がバ ングラデシユ を最貧国状況に置 いて き
た。近年のバ ングラデシユの成長を見たとき、最
貧国脱出は結局外資導入型成長に依存す るのかと
い う問題 が出て くる。UNDPは 中央・地方 の議
会の監視機能強化を言うが、伝統的エ リー ト層が
当選す るような政党制や選挙 の仕組なの中で展望
はつかないではないか。市民社会組織や参加 と政
党政治 との折 り合いは途上国でどうつ けてい くの
か。市民社会 との「共治Jに おける「政府の役割J
「アラブの春」
や コリアー
は議論されているのか。
『民主主義がアフリカ経済を殺す』 に見 られるよ
うな、途上国における「民主主義の未熟Jと い う
民主主義のインフラ欠如 と民主化の関係 も深める
必要がある。開発政治学の課題は多い。
注記
(1)Mario Jo"Agtllaと のインタビュー (2012年 9
月7日 :マ ニラ)。
(a UN HighieveI Panelの Monrovia会 議 での確 認
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Abstract

An Atralysis of Governance from the Vie$Toint of D€velopment Politics:
Conridering the Difference between "Tochi" and "Kyochi"

Hirotsure KIMURA
Nagoya University
E-mait : kimura_3rdchapter@yahoo.cojp

Governance or good governarce can be divided into three aspects. The first is the "institutionalization of government" which include ttre rule of law, capacity development, transparency and accountability, and decentralization. The second is the "institutionalization of developmentat (or economic)
governance" represented by public policies that support economic growttr and social developmenl The
tlird is the "institutionalization of democracy" represented by freedom of speech and association, civil
society building, human rights, fair election and the strengtJrening of parliaments. While recognizing all
tlese tlree aspects, it seems that the World Bank prioritizes the first and the second, while the UNDP
prioritizes the first and the third.
In Japan, the understanding of governance is highly dominated by "kyochi" viewed as the coordination mechalism among the local government, civil society organizations and private business sector at
the local government level. However, in the international development world and in highty centralized
developing countries, governance has been dominated by "tochi." The author sets "kyochi" within the
framework of "co-governance" at the local level government as the subrategory of governance and

'tochi" within the framework of government "steering" the economy and society at the national level
governance.

The actua.l implementation of good governance practices must face the vested interests of politicoeconomic elites who are deeply rooted from the local to the national level A former Filipino congressman noted, "Even though the international donors and NGOs insist on various things, all projects are
underta}en within the domination of traditional politicians" who can dominate and manipulate voters
using clientelism. Eventually, the good governance agenda symbolizes the "direction to be pursued"
and its actual implementation processes are lhe zigzag course, being promoted sometimes gradually
and sometimes abruptly. The key words to proceed to that direction are "effective state" and "developmental state" to be institutionalized in developing countries.

