
書評

ルーマニア経済に関する2冊の重要文献

上垣彰『ルーマニア経済体制の研究1944-1989』

吉井昌彦『ルーマニアの市場経済移行 - 失われた90年代? - 』

小山洋司

まえおき

私の個人的想いでの叙述から始めさせていただきたい。私が少年であった1950年代末か

ら60年代にかけて中ソ論争がくりひろげられた。イデオロギー的対立から国家的レベルで

の対立に発展し、国境紛争まで起こった。それまでは、「プロレタリア国際主義」などとい

う言葉が強調され、社会主義世界では民族や国家とか、そういうものはあまり重要ではな

いと語られていたので、この中ソ論争は不思議であった。それ以前にハンガリー事件など

も知っていたので、社会主義世界における民族の問題はずっと気にかかっていた。

1967年3月に東京大学教養学部教養学科の国際関係論コースを卒業し、同年4月大学院

社会学研究科国際関係論コースに進学した。私は大学院を目指して66年4月から論文に取

り組み、 12月をlこ卒業論文を完成させた。当時コメコン諸国の中で独自路線をとっていたル

ーマニアに興味をもったので、テーマは、 「社会主義的国際分業とルーマニア」にした。

60年代初め、ソ連のフルシチョフ第-書記は経済効率を高めるために、コメコンを超国

家機関化し、その計画に基づいて加盟国は分業するという提案をした。そうすれば、チェ

コや東ドイツのように工業的に発達している先進国にはいっそう機械工業が割り当てられ、

ルーマニアのような遅れた国は「比較優位」にあるからという理由で農業生産に専念させら

れることになる。ルーマニアは自国のような後進国でもやはり機械工業を発展させたいと

いう強い希望を持ち、フルシチョフ提案に反発した。ルーマニアは1964年に「権利宣言」を

発表し、独自路線に踏み出した。

両国の論争では、どちらも自分の立場を根拠づけるた桝こ、マルクスやレーニンの書物

の中から自分に都合のよい部分を引用していた。たとえば、ソ連は、社会主義世界では単

一の計画で生産が行われる傾向が生まれるというようなレーニンの言葉を引用していた。

それに対して、ルーマニアは、社会主義になっても、国家とか民族という概念は相当長期

に意味をもつのだというレーニンの言葉を引用していた。私は卒業論文執筆の過程で、コ

メコンの歴史や機構を調べるだけでなく、ルーマニアやその他の東欧諸国の歴史や現状を

調べた。 「ルーマニアの権利宣言」と呼ばれた文書を読みたくて、ルーマニア大使館を訪問

し、それの英文のテキストをもらったこともある。日本・ルーマニア友好協会の総会にも出
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席したことがある。そのとき、ルーマニア共産党中央委員のシュテフアン・アンドレイ氏(後

に外務大臣に就任)が来賓として出席し、昔ルーマニアのある国王が数十回外国の侵略者に

対して勇敢に戦ったということを強調していたが、なぜ社会主義国の共産党幹部が昔の王

様を賛美するのかという素朴な疑問をもった。それはともかく、卒業論文では、コメコン

全体の効率を若干犠牲にすることになっても、低開発の社会主義国の経済的自立を保証す

るために工業化は認められるべきだと、ルーマニア路線を擁護するような主張を結論で述

べた。

しかし、ルーマニアとの係わり合いはそれっきりで終わった。というのは、大学院に進

学したとき、指導教官の宇高基輔教授から、「東欧をやるのもよいが、社会主義経済はソ連

が基本だから、まずソ連経済を研究したまえ」と言われ、素直にその指導に従ったからであ

る。もう一つの理由は、ルーマニアの対外路線は華々しく、興味深いが、調べれば調べる

ほど、国内的には、ルーマニアは警察国家でソ連と同様に(もしくはそれ以上に)スターリン

主義的体制であることを知り、嫌気が差してきたからであった。

その後は、約10年間、ソ連経済史を研究し、 78年秋からは旧ユーゴを中心に研究するよ

うになり、ルーマニアは横目で見るだけであった。 60年代末、チャウシェスクはフランス

のドゴール大統額を招いたり、ベトナム戦争の最中にアメリカのニクソン大統領を招くと

いう独自外交を展開し、国際的に注目を集めた。国内的には、しだいにチャウシェスクの

独裁傾向は強まり、経済は不調で国民が苦しんでいる中で巨大な建造物作りに熱中した。

ユーゴ留学中の1979年、 「ルーマニアは外貨獲得のため飢餓輸出をしており、生鮮野菜ま

で西側-の輸出に向けるので、国内の商店では野菜を手に入れることが困難だ。週一回、

当番でクーリエとして外交文書をウィーンの日本大使館に届ける外交官が、帰りにウィー

ンでトランクいっぱいにトマトやきゅうりなどの野菜を買い込んで、ブカレストに戻り、

大使館員に配り、家族から喜ばれている」という話しをベオグラードで日本の大使館員か

ら聞いたことがある。このような事情を知っていたので、わが国で、国内問題を抜きにル

ーマニアの自主独立路線を賛美する意見には違和感をもっていた。

私は2000年12月17日から21日にかけて、初めてルーマニアを訪問した。文部科学省

科研費の研究プロジェクト「南東欧の経済再建、地域経済協力および安定化に関する研究」

の環地調査のためである。独裁者のチャウシェスクが倒れて10年以上も経つので、ルーマ

ニアの首都ブカレストでは、市民の表情は明るく見えた。世界ではアメリカのペンタゴン

の次に大きな建造物と言われるチャウシェスク宮殿を眺めることができた。これは曳在は

議会やその他の用途に利用されているとのことであった。造りかけて10年以上も工事が中

断されたままになっている高層マンションも目についた。巨大などルを作るために基礎工

・ルーマニア文学者でもあった直野敦氏(のちに東京大学教養学部のロシア語教授に就任す

る)がこのとき流暢なルーマニア語を駆使して、通訳していたのを私は記憶している。
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事をしたまま、工事が中断され、巨大なクレーンが数基放置されたままになっている曳場

も目撃した。クレーンを撤去するカネもないので、そのままにされているという。チャウ

シェスクの社会主義の異常さをかいま見たような気がする。

私が訪問する直前の11月に総選挙と大統領選挙が実施された。当時、ルーマニアは97

年から続く第2の「転換不況」のまっただなかにあり、改革派と呼ばれる政党は苦戦した。

コンスタンティネスク前大統領は、政争に嫌気がさして政界を引退し、大統領選には出馬

しなかったと聞いた。大統領は1回の選挙では決まらず、ルーマニア民族主義を煽るトウ

ドル候補と旧共産党系で元大統額のイリエスク候補との決選投票が行われ、結局、イリエ

スクが勝利し、大統額に返り咲いたのである。市内を案内してくれたガイドは、 「ルーマニ

ア国民は二つの悪のうち、・より小さな悪を選んだのだ」と解説した。ルーマニアの市場経済

移行の困難さを象徴する出来事であった。

南東欧(バルカン)を構成する国々はほとんどが小国であり、全部合わせても人口は5,300

万人にしかならない。そのなかで、約2,300万人の人口を擁するルーマニアは相対的には

大国である。ルーマニアが経済成長を遂げ、経済的にも政治的にも安定することは、この

地域の安定化にとって決定的に重要である。だからこそ、私はルーマニアを訪問したので

あるが、ルーマニアに関する私の知識の空白はあまりにも大きい。そのような私にとって、

ルーマニアに関する基本的情報を与えてくれたのが、上垣氏の著書と吉井氏の著書である。

以下、 2冊の重要文献の内容を紹介し、感想を述べてみたい。

上垣彰『ルーマニア経済体制の研究1944-1989』東京大学出版会、 1995年(258

貢+iv、 6,600円+税)

この本の構成は次のようになっている。

序章　　ルーマニア研究の意義・方法・課題

第1章　ソ連圏の形成とルーマニア社会主義国家: 1944-1947

第2章　冷戦の深化とルーマニア経済体制のソヴィエト化: 1947-1952

第3章　フルシチョフの登場とルーマニアの自主路線: 1956-1965

第4章　経済改革の時代とチャウシェスク体制の成立: 1965-1971

第5章　デタントとルーマニア経済の西側接近: 1971-1980

第6章　機能不全から崩壊- : 1980-1989

あとがき

序章　ルーマニア研究の意義・方法・課題

この著書の課題は次の2つである。第1に、 「戦後にヨーロッパの東部地域を覆った社会

主義システムが、当骸地域に何をもたらし、そこから何を奪ったか、それを歴史的に確定
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すること」 (7貢)。第2に、 「国際環境のプレッシャーのもとで、ルーマニアでどのような

内実を持つ社会主義システムが成立し、それがルーマニアの工業化にいかなる効果を持っ

たかを明かにしていくこと」 (8頁)である。それらの課堰に対して、著者は、「国際環墳下

の小国における政治と経済との相互連関構造を解明するという意味で、国際政治経済学的

接近方法」 (6頁)をとっている。

第1章　ソ連圏の形成とルーマニア社会主義国家: 1944-1947

まず、両大戦間のルーマニアの経済力に関する記述から先に紹介することにする。著者

は、両大戦間期に温存された「東欧の後進性」がルーマニアの経済体制を最深部で規定する

要因であると述べている。農業閉居については、ミトラニーらの研究に基づいて論じてい

る。ルーマニアの土地問題は、二つの正反対の害悪、すなわち過度に大きな所有地と過度

に小さな農民的所有地の混成物だったという1918年から1921年に至る農地改革は、大

土地所有をrほとんど完全に一掃した」。土地改革は前者のみ解決したというo東欧経済の

後進性の中心問題は農業過剰人口(ローゼンスタイン・ローダン)であった。ルーマニアの鉱

工業の特質は、この産油国であることによって強く規定されていたという。この時期の他

の東欧諸国と比較すると、ルーマニアでは鉱山業と化学工業の就業配分が比較的大きい。

30年代に、石油モノカルチャー的産業構造の、若干の多様化が進行した。外国資本の比重

は高かった。

第1次大戦後、ルーマニアは大幅に額土を拡大した。ワラキア、モルドヴァ(モルダヴィ

ア)からなる戦前のルーマニア「旧王国」は第1次世界大戦後、トランシルヴァニア、ブコヴ

イナ、バナートの一部、クリシャナ、ベッサラビアを加えて、人口をほぼ倍増させた。こ

の領土拡大は、講和会議でのルーマニア代表の手腕によるところが大きいが、「他方、それ

が可能であったのは、列強がルーマニアに、ポリシェヴィズムに対する『防疫線』の役割

を期待したから」 (9頁)であった。 「土地改革は、このような列強の期待に呼応するものであ

った。両大戦間の20年間におけるルーマニア政治の基調は、ヴェルサイユ体制の擁護とポ

リシェヴィズムの波及阻止という点で一貫している」(10貢)。

「しかし、 1930年代後半にドイツが国際舞台に再登場し、 1939年に独ソ不可侵条約が締

結されるという新しい国際環境の下で、ルーマニア政治は大きな動揺を示し、結局、枢軸

国側の一員として第2次世界大戦に巻き込まれていく」(10貢)ことになる。独ソ不可侵条約

の秘密議定書に基づいて、40年6月末にソ連軍はべッサラビアと北ブコヴィナに侵攻したQ

ルーマニアの新政権は、ドイツと結ぶことによってソ連の脅威に対抗するという顧慮に下

に、投獄されていたファシスト勢力を釈放・スト禁止・反ユダヤ人政策の実施など、右傾化

政策をとった。 40年8月、いわゆる「ウィーン裁定」により、トランシルヴァニアの5分の

2をハンガリーに割譲、さらに9月には南ドプルジアをブルガリアに明渡さざるを得なかっ

た。こうして、権威を失ったカロル2世は退位し、国外に去る。 19歳のミ-イが後を継ぐ
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が、政治の実権はアントネスク将軍が握った。これ以降44年8月23日のクーデターの時

点までアントネスクの親ナチ、独裁政権が支配することになり、完全な枢軸側の国家とな

る。この間、ルーマニア経済ナチス=ドイツによって支配された。 「広域経済圏」においてル

ーマニアに期待されたのは、石油の供給基地、第2に、農産物供給基地としての役割であ

った。

41年6月22日にナチス=ドイツがソ連に侵攻すると、ルーマニアは枢軸国側に立って即

日参戦した。42年7月に始めるスターリングラードの戦闘にアントネスク将軍は30個師

団を投入した。 43年2月にドイツ軍は降伏するが、 「それはまたドイツの対ソ戦勝利に賭け

たアントネスク将軍の敗北でもあった」 (12貢)。この戦いで約30万人のルーマニア軍兵士

が死傷するか、捕虜となったという0 44年8月23日、一種の宮廷クーデターにより、よ

うやくルーマニアは戦争の最終局面で枢軸から離脱した。しかし、 「この遅きに失した決定

はルーマニアの権益保護には役立たなかった。ソ連がルーマニアを完全に敗戦国として取

り扱ったから」(13貢)だという。 「第1次世界大戦後に望外の額土を得たルーマニアは、そ

の既得権を保持するためにドイツに接近し、その結果、多大の犠牲を払うこととなった。

特に、自国軍隊をソ連額奥深く侵攻させ、結局軍事的に敗北して、ソ連赤軍に自国内に攻

め込まれたという経緯は、ソ連との国境線をもつという点を含めて、他の旧枢軸国、ハン

ガリー、ブルガリアとルーマニアを分ける特殊性をなした」(13頁)と著者は論じている。

44年8月23日のクーデターによりルーマニアはナチス=ドイツの間接支配から「解放」さ

れたが、このグーデタ一における国王およびその側近、ルーマニア共産党、ソ連の3者が

果たした役割に関しては、従来から見解が分かれ、揺れている.もともと共産党は弱小勢

力であったので、戦後、ソ連軍の後ろ盾を得て権力を握ったこれらの共産党リーダーを見

る国民の目は複雑だったらしい。 44年9月12日、ソ連、イギリス、アメリカの3カ国政府

と休戦協定を締結したが、実質上はソ連が単独でルーマニアと結んだものであったという。

「ルーマニアの反独勢力は、苛酷な条件を受け入れ、べッサラビアと北ブコヴィナを手放す

という代償を払うことによって、第1次世界大戦後の最大の利得物、トランシルヴァニア

を自国額土として確保することに成功したのである」(30頁)。なお、ついでに説明しておく

と、このときルーマニアが手放したべッサラビアと北ブコヴィナはソ連邦のモルダヴィア

共和国となり、ソ連邦解体後はモルドヴァという独立国になった。

44年10月12日、共産党は社会民主党、愛国者党、耕民戦線とともに新しい統一戦線で

ある国民民主戦線を結成、サナテスクが首相に就任した。だが、これ以後、ソ連はことあ

るごとに休戦協定不履行を根拠にときの政権に揺さぶりをかけ続け、政権が次々と交代す

る(サナテスク首相-44年12月、ラデスク首相-45年3月、耕民党のグローザ首相)。そ

れに伴い、全体として、共産党とそのシンパの影響力が増大していった。そのさい、 「ソ連

は、休戦協定の条件を徐々に緩和、撤回していくことによってルーマニア共産党の立場を

強化していった」 (42頁)。

-45-



グローザ政権が成立したのち、 45年5月8日に「ル・ソ相互商品交換協定」が締結され

た。これは、休戦協定の対ソ賠償条項の条件を緩和ないし撤回すると共に、対ソ貿易関係

の強化をもたらした。また、この協定により、 「ソヴロム」なるものを会社名のトップに冠

する多くの合弁会社が設立されたが、これを通じて巧妙にルーマニアの資源が収奪されて

いった(48頁)。この時期、国内経済制度の社会主義化の速度は緩慢で、ソ連の対ルーマニ

ア政策においては、自国の経済権益の拡大という帝国主義的側面が、共産主義を全世界に

広めるという国際共産主義運動の側面より強かったという(51貢)。

第2章　冷戦の深化とルーマニア経済体制のソヴィエト化: 1947-1952

著者は、第2次世界大戦後の世界政治の転換と特徴づける要因として、第1に、ソ連が

巨大な戦勝国として登場したこと、第2に、イギリスからアメリカ-の覇権国の交替、を

挙げている1947年3月12日に発表されたトルーマン・ドクトリンは、 「アメリカがヨー

ロッパ問題-直接介入する意志を世界に示した」 (58頁)ものであった。同年6月5日、ヨ

ーロッパ復興援助に関する「マーシャル・プラン」が発表されたO著者は多くの研究者と同様

に、そこに「全面冷戦の開始」を見ている。 「プラン」が発表された直後は、ソ連は、それを「ド

ルの援助による政治的抑圧の計画」(58貢)と見たものの、明確な方針を示さなかった。東欧

諸国の中でも、チェコ＝スログァキアやポーランドは7月初めにマーシャル・プラン援助受

諾の声明を発表したが、ソ連の圧力で断念させられた。ルーマニアは、タタレスク・グルー

プ(国家自由党)のように、マーシャル・プラン参加に強い希望をもつ勢力もいたが、援助受

諾を表明することはなかった。このようなチェコ＝スログァキアやポーランドとの違いは、

「ルーマニア共産党内では『モスクワ派』と微妙なバランスを保ちつつ、クレムリンからそ

の忠誠心を疑われるような行動に出ることは極力避けていたゲオルギウ＝デジの行動様

式」(62貢)によるものであった。

「マーシャル・プランというアメリカの外交的イニシャチヴ行使によって生じた東欧の緊

張に対するソ連の政治的回答」(66貢)はコミンフォルムの結成であった1947年9月、そ

の創立会議でソ連共産党を代表して演説したジダーノフは、 「世界は二分された」、「各国

社会党は米帝の手先」と非難した(65貫)。このような国際情勢の変化は国内に反映した。

すでに同年7月、民族農民党の指導者が逮捕され、やがてタタレスクが率いる外務省にグ

ループに非難が向かう。 「非共産党系の農民政党は単に国内的理由によってその存在が許

されないだけでなく、東西対立の国内-の反映として存在を許されな」 (66貢)かった。 47

年11月、社共合同が行われた。このような政治的緊張を背景にして、経済体制に次のよう

な部面で、大きな変化が生じた。 ①体制の長期目標を定める価値体系、 ②目標を美貌する

ための制度的枠組、 ③制度を効率的に機能させるための方法、の3つの部面で、ソ連の経

験が無条件で模倣されていくことになる。すなわち、 rルーマニア経済体制のソヴィエト

化」 (67貢)である。
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第3章　フルシチョフの登場とルーマニアの自主路線: 1956-1965

1956年2月のソ連共産党第20回党大会は、衝撃的なスターリン批判を別とすれば、フ

ルシチョフ第一書記が平和共存路線を強く押し出したことで重要であった。 「平和共存」は、

フルシチョフの新しい世界戦略の出発点であった。彼は、 「平和共存」下での両陣営の間の

経済的競争を強調するようになった。 「専門化と協力」を基礎としたある種の国際分業シス

テムの構築は、「平和共存」下で経済競争に勝つための手段となった(95頁)。

1956年にル・ソ経済協定が締結された。フルシチョフの立場は、ルーマニアには自国の「生

産能力と原料資汲」を考慮して、化学および石油工業に「生産の専門化」を行うべきであり、

その限りではソ連はルーマニアに対する協力を惜しまないというものであった。だが、借

款は小額でしかも一種のひも付き融資であり、ルーマニアは東欧の中では優先順位の低い

国であったという。ソ連の援助をルーマニアには高く評価した。その背景には、消費を犠

牲にした重工業化はルーマニアを第2のハンガリーにする【1956年のハンガリー事件を想起

せよ-評者】とのルーマニア党の指導層の危機感があったからだ著者は見る。

56年から61年に至る時期に、フルシチョフは一つの戦略、すなわち、「二つの体制の『平

和共存』を前提としながら、『世界社会主義システム』を強化することによって『経済競争』

に勝ちぬくという」(99-100頁)戦略を執軌こ語りつづけた1962年8月、フルシチョフは

「世界社会主義の焦眉の諸問題」という論文を発表し、コメコンの超国家機関化を呼びかけ

た。

次に著者は、ルーマニア側の対応を57年まで時間をさかのぼって跡づけている。 57年に、

ゲオルギウニデジに対抗しうる潜在的な自由化論者であったコンスタンチネスク政治局員

が解任された。このようなことから、著者は、「ルーマニア労働者党が、『ソ連共産党第20

回党大会の決定』に含まれる改革的志向の側面、すなわち1965年ソ連経済改革につながっ

ていく側面を、一種の迷惑事ととらえていることがうかがいい知れる」(102貢)と述べてい

る。 58年11月党中央委員会総会の時点で、ソ連とルーマニアとの間に、ルーマニアの工業

化に関して具体的な問題で対立が生じたという。この総会は59年の経済計画を討議したが、

党第-書記のゲオルギウ＝デジは、 「機械製造業を軸とする重工業化」の必要性を力説した。

60年6月の第3回党大会で、 1965-65年の6カ年計画が発表された。ここで、最終的に

は年産400万トンの製鋼能力をもつことになるガラツイの製鉄所コンビナートに関して言

及された。ちなみに、 59年の鉄鋼生産実績はルーマニア全体で142万トンであったから、

それがいかに巨大なプロジェクトであったかがわかる。コメコン全体の効率性を重視する

ソ連の立場からは、無謀な計画に見えたことであろう。援助についての交渉が行われたが、

ソ連の援助は、ルーマニアから見て十分なものではなかったようである。

理論面でも独自性が打ち出される。著者はルーマニアの理論家のいくつかの論文を整理

して紹介している。結局、ルーマニアとフルシチョフの立場の違いは次のように整理でき

-47-



る。

(1)社会主義国際分業論:ルーマニアは、自国を発達した工業国に追いつかせるための国際

協力体制として「社会主義国際分業」をとらえたが、ソ連にはそのような観点はまったく

なかった。

(2)発展の平準化論:世界社会主義システムのもとでは、各国の経済発展の水準における再

は、解消されていくべきものだとルーマニアは主張するが、フルシチョフ論文では暖味。

(3)社会主義的工業化論:いかなる社会主義国も、レーニンの教えに従って機械製造業を軸

とした重工業を発展させるべきだとルーマニアは主張するが、そのような願望を「資本

主義の悪しき遺産」だと、フルシチョフはしりぞけている(113-116貢)。

62年6月のコメコン加盟国首脳会議で、 「社会主義的国際分業の基本原則」が承認された。

著者によれば、これは、 「国際分業」論および「工業化」論の側面ではフルシチョフの世界戦

略に則ったものであり、基本的にはルーマニアの主張を退けている。同年6月にはフルシ

チョフが、 9月にはウルプリヒトが最後の説得を試みたが、ルーマニアの決意は変わらなか

った。ルーマニアは、ソ連の支持と援助がなくとも、西側の援助を受けてでも重工業化路

線を進めることを決めた。 「キューバ危機を経た1962年11月25日に、ルーマニアはそれ

までの立場からさらにもう一歩踏み出すことになる。すなわち、 『英仏の借款団がガラツイ

の工場を建設することになっている』と発表した」 (126貢)。「ルーマニアは1962年秋の

時点で、コメコン内において明白な分裂行動に出たのである」 (127頁)。

63年から64年にかけてコメコンの会議では、貿易取引の多角決済システムが議論され、

それを円滑にするためにコメコン銀行の設立も決まったが、ルーマニアにとってはそれは

むしろ迷惑事であったようだ。 「ルーマニアにとっては多角決済システムのもとにコメコ

ン内貿易が拡大することは、コメコン内の輸出と輸入のネットワークのなかに、西側に売

れるかもしれない自国の製品が組みこまれてしまうことを意味した。なにより、西側に販

売可能な商品すなわち石油をもっていたことが、ルーマニアの立場を強化した」 (130頁)。

そして、ついに1964年4月に「国際共産主義・労働運動の諸問題に関するルーマニア労働

党の立場についての声明」が出される。これは一般には、「ルーマニアの権利宣言」として知

られる有名な文書である。著者は、「1964年4月(「権利宣言」)以降、ルーマニアは危う

い綱渡りに乗り出した」 (131貢)と述べている。なお、この章で著者が次のように指摘して

いることはたいへん興味深い。 「見落としてはならないことは、フルシチョフの新路線がも

っていた開明的・改革的要素がルーマニア国内に入り込むことをルーマニアの指導者たち

は許そうとはしなかったことである。ここにわれわれは歴史の捻れとでもいうべき現象を

見出すことができる。かつてソ連からルーマニアに流入したソヴイエト的な経済体制の構

造をルーマニアの指導者たちは頑なに維持しようとする一方で、フルシチョフはむしろそ

れを破壊しかねない新しい秩序を追求していた」 (140頁)。
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第4章　経済改革の時代とチャウシェスク体制の成立: 1965-1971

1965年3月にゲオルギウニデジが死ぬと、彼が占めていた二つの地位のうち、党第一書

記にはチャウシェスクが就任し、国家評議会議長には首相を務めていたキヴ・ストイカが

就任した。チャウシェスクはすぐにはライバルを追放するのではなく、党の中央機関を拡

大して、そこに自己の腹心を送り込むという方法で、党内における自己の権力を拡大して

いき、 1969年に権力を完全に掌握したという。

人事の動きの背後で、政治システムに大きな変化が生じ、チャウシェスク独自の指導ス

タイルが見られるようになった。党の指導職と国家行政の指導職との兼務制、諸機関の二

重帰属制、カードルのローテ-シ昌ン制が確立した。対西側先進国貿易の赤字累積という

問題にチャウシェスクは独特な方法で対処した。貿易の分野に、下部組経の責任は増大さ

せるが、活動の自由の増大を伴わない「分権化」を導入したのである0 「経済的課題を地方の

党組歳を通じて実現しようという方法は、下部組緑に責任をもたせるという意味での『分

権化』とあいまって、チャウシェスク政治の独特の方法をなしている。それは『個々の小

単位が黒字を作り出せば、全体としても黒字のはずだ』という素朴な観念を絶対化、経済

合理性を無視した動員方法を、外国貿易の分野にまで適用することを意味した」 (157頁)と

いう。

著者は、 1971年を、ルーマニア政治にとって決定的な転換の年であったとして重視する。

前年から続く対ソ関係の冷却化、対米・対中国接近、ハンガリーとの関係悪化という情勢

を背景に、チゼウシェスクがルーマニア愛国主義を強調する文化・教育・イデオロギーキ

ャンペーンをこの年に開始した。 71年には、ルーマニアにおける『ジャーナリズムの職業

的独立性』が終わりを告げ始め、またチャウシェスク書記長の夫人エレナが一人の政治的

人物として登場した。注目すべきは、 71年6月の中国、北朝鮮その他-のチャウシェスク

夫妻の訪問旅行であったという。著者は、政治的伝記を著したマリー・E・フィッシャーに

基づき、 「チャウシェスクがこの旅行中に、政治的・イデオロギー的動員の中国的技法と金

日成の個人崇拝に多くを学んだはずだ」とし、「チャウシェスクとその夫人エレナは、毛沢

東と金日成に匹敵する強大な権力を獲得しようとしていた」と述べている(196-197頁)。

第5章　デタントとルーマニア経済の西側接近: 1971-1980

ニクソンとキッシンジャーが始めた新たな外交戦略-デタント一に、ルーマニアは組み

込まれていった。ルーマニアはアメリカと良好な関係を保つことによってソ連に外交的・軍

事的な牽制を加えることができた。他方、デタントはルーマニアに対外経済政策展開のチ

ャンするを与えた。70年代初めルーマニアはガット、 IMF、世界銀行といった西側の国

際機関に加盟し、さらに、合弁事業法を作って西側企業の誘致を試みた。70年代後半はル

ーマニアが資本主義世界の国際金融市場に実質的に包摂された時期であった(201-202貢)。

著者によると、ルーマニアは三つの地域に対してまったく異なる顔を見せていた。「西側
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工業国に対しては、モノカルチャー的後進国として、発展途上国に対しては中進工業国と

して、社会主義国に対しては貿易協定の義務を果たすだけの消極的友好国として。発展途

上国に対して大きな黒字を作り、それによって対西側工業国赤字を相殺する力はルーマニ

アにはなかった」(190頁)。 70年代に多額の貿易赤字が累積していった。その原因は西側工

業国に対する赤字であった。対発展途上国貿易では78年までは黒字を累積していたが、 79

年にそれを取り崩すかたちになり、 80年には累積で赤字になった。それは第2次石油危機

による原油価格の急騰が関係していた。ルーマニアの強みは、この国が産油国だという事

実にあったはずなので、このことは一見したところ謎である。だが、この謎はすぐ解ける。

「石油精製能力の過度な増大」 (190頁)により、石油製品輸出を増大させようとすれば、自

国産の原油だけでは足りず、ほかから原油を輸入せざるを得なくなり、その結果、貿易赤

字は莫大なものになったのである。著者は、 「産油国ルーマニアが、新たに建設した石油精

製設備を稼動させるために大量の原油輸入を余儀なくされていたのは皮肉なことである」

(190貢)と指摘する。

第6章　機能不全から崩壊- : 1980-1989

国際情勢の変化はルーマニアを微妙な立場に置いた。79年12月末にソ連軍がアフガニス

タンに侵攻したが、これは、 「1970年代の急速な工業化のために生じたルーマニア社会の各

層における不満を、危機感の強調によって抑え込む作用を果たしたとみていい」(206貢)。

80年にポーランド連帯運動が始まったとき、ルーマニア指導部は、ソ連の介入を警戒する

ものの、連帯運動がもっていた社会改革の方向性を認める意志はなかった。 「チャウシェス

ク政権は、労働者の真に自主的な運動がルーマニアに波及することを絶対に許さなかった。

チャウシェスク政治の根幹をなした『独立的外交政策とオーソドックスな国内支配の二分

法』は、大きな試練に立たされていた」(208頁)。

85年3月にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフは新しい安全保障構想を打ち出し、

やがてソ連の対東欧政策も大きく変化する。89年7月には、各国の「社会主義-の独自の道」

が認められると共に、いわゆる「ブレジネフ・ドクトリン」が放棄されたoこれらの動きは、

従来から独自路線をとっていたルーマニアにとっては歓迎すべきもののように見えるが、

現実は逆であったという。 「チャウシェスクによる『オーソドックスな国内支配』は、ソ連

軍が国境を越えて自国に侵攻してくるかもしれない脅威によってはじめてその正統性を主

張しうるものである。いまはゴルバチョフは、その脅威が現実のものではないことを身を

もって示しつつあるoルーマニアに住む人々にとって、チャウシェスクの国内支配を甘ん

じて受け入れねばならない理由はどこにあるのだろうかoゴルバチョフによる新しい外交

政策の展開は、チャウシェスクの支配体制にとってこそ脅威となっていた」(210頁)のであ

る。こうして、 「チャウシェスクは、国際環境の激動に対して、個人崇拝を基盤とする退嬰

的な方法で対処するしかなかった」(210頁)。
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一方、ルーマニアは累積する貿易赤字を解消するため異常な努力を払うようになった。

著者は、 81年を貿易政策転換の年と見る。 「1982年以降に創出された黒字の量はすさまじ

い。88年には貿易黒字は輸入額以上となり、 76年の輸出額より多くなった」(211貢)。 「こ

れらは債務を返済するた糾こ実施された政策であり、国民の必要を無視した無理な輸出増

大と輸入削減によってはじめて実果された」(211貢)という。

黒字創出のメカニズムはどのようなものであったのかQ 80年末の法律により、対外経済

活動にかかわる諸組織は、その活動に必要な外貨を自ら稼ぎ出すことが義務づけられた。

その結果、一種のカウンタートレード制が広がった。それだけでは、この国の危機は救え

ない。 82年から87年にかけて3回もルーマニア政府は西側債権国とリスケジューリング

の交渉を行い、国際金融上の危機を乗り越えた。 「中南米諸国と比較するなら、債権国と話

し合いのもとに返済のスケジュールを立て、実際に返済していったことは、ルーマニア政

府の管理能力の高さを示すもの」 (214貢)と著書は述べている。

IMmま81年6月にルーマニアに対してスタンドバイ・クレジットの供与を承認したIMF

スタッフの再建策に従い、 「価格均衡フォンド」の廃止や「レイ」の切り下げが行われた。

為替レートの制度改革と同時に国内価格体系にも変更が加えられた(216頁)。この点に関し

て、著者は次のように言う。 「このような為替レート、価格の改革は、ルーマニア経済を外

国から守っていた壁を取り払い、ルーマニアの企業にコストの感覚を身につけさせ、企業

生産の合理化を促す効果が期待されていた.ところがこのような効果が実家する以前に、

ルーマニア政府は政策を転換してしまった。ここにチャウシェスク政権末期のルーマニア

の、他の東欧諸国とは異なる悲劇の原因があった」(216頁)。

「スタンドバイ・クレジット供与と引き換えにIMFが勧告する数々の政策を、ルーマニ

アは内政干渉と感じ始め」 (216貢)、 84年の初めには、ルーマニアはIMFと対立状態に入

った。 84年11月の第13回党大会での演説で、チャウシェスクは、世界的な高金利状態を

批判し、低所得国の債務軽減の具対策を示し、 IMFを非難した。そして、 「次期5カ年計画

の最初の2、 3年の間に対外債務を完全に解消」すると述べた。こうして、西側工業国から

資金を導入して工業化を推進するという彼の発展戦略の基本部分は明確に捨て去られた。

「しかも驚くべきことに、ルーマニアはその後数年の間に実際に債務を返済してしまった」

(217頁)のである。81年末に約99億ドルにまで達した対外債務(ネット)がわずか7年3カ

月で支払われたという(217頁)。

ルーマニアが輸出したものは、なによりも石油、石油製品および関連製品である。 70年

代に西側の資金を利用して建設した石油精製設備は、生産が頭打ちになり始めた国内原油

を利用しつくしてもなお余裕のある規模になっていたので、リビア、イラン、イラクから

原油を輸入した。このことがまた貿易赤字を増大させた。 「ところが、危機の時代を迎えて、

赤字解消を行わねばならない立場におかれても、頼れるものは石油製品の輸出しかなかっ

た」(218頁)。 80年代に、猛烈なエネルギー節約キャンペーンが繰り広げられた。 82年以降、
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自家用車の走行制限、電気利用の制限、都市ガスの供給制限が頻繁に実施された。西側か

らの機械・設備の輸入は削減を余儀なくされた。交換部品の輸入途絶は、すでに据え付け

られた機械の稼動を困難にした(219頁)。

ルーマニアは、産油国であったので原油の供給をソ連に仰ぐ必要がなかった。ところが、

ルーマニアは、 79年2月のイラン革命によるイランからの原油輸入の途絶と国際石油価格

の高騰によって、重大なェネルギ-危機に直面した。 79年にルーマニアは、 60年代以来は

じめてソ連から原油を輸入、対ソ自主路線の基盤は形骸化していった(219-222貢)。 80年代

前半、コメコン内で、ルーマニアの「専門化輸出率」が上昇した(224頁)。だが、 「このよう

に、コメコン内の協力や既得権益のネットワークに組み込まれていなかったルーマニアに

とって、西側接近策を放棄したからといって、それにかわる新たな発展戦略をコメコン内

にはみいだせるわけではなかった」 (225貢)。

85年以降、投資実績は低下し、投資配分にも変化が見られた。それまでの機械工業重視

策は放棄され、投資の効果がすぐに期待できるエネルギー・燃料分野-の重点投資が実施さ

れるようになった。著者は89年におけるルーマニアの工業化の到達点を国際比較の視点か

ら検討している。大型装置産業の製品に関しては、ルーマニアは東欧ではほぼ中位に位置

する生産力をもっていた。しかし、指導者たちが最も力を入れていた乗用車事業は東欧で

は低位に甘んじていた。くわえて、 80年代の投資の停滞により、機械工業の多くの品目に

おいて89年の生産高は80年のそれを下回った。 「ルーマニアは大型装置産業を中心とした

重工業化にはある程度成功したが、本来の目標であった高度な機械工業の育成には失敗し

た」(230貢)と著者は論じている。

「結語」で、著者は、チャウシェスク時代を総括する。 70年代にルーマニアが積極的に西

側経済に接近したことについて、次のように指摘する。 「ここで注意する必要があるのは、

西側接近という開明的な印象とは裏腹にそれを促進したのは、時代錯誤の愛国主義であっ

たという点である。そのためにルーマニアの生産力からは過大な目標 - 高度な機械の輸出

国になる - が設定され、それが経済運営の失敗を導いた」(235頁)。ルーマニアの西側接近

は当時の「デタント」との関係を抜きには語り得ないという。 「デタント」の中で、 「ルーマ

ニアのような小国はアメリカにとって利用価値のある『駒』であった」 (235頁)。最後に、

「ソ連による政治・経済の支配に始まって、チャウシェスク夫妻の銃殺で終わったルーマニ

ア社会主義国家の戦後史は、少数の異常な指導者の悪意的な政策の結果というよりは、国

際環境の変動のなかで翻弄された小国の運命として記憶されるべきものである」(236頁)と

述べ、本書を結んでいる。

吉井昌彦『ルーマニアの市場経済移行一失われた90年代? - 』効草書房、 2000

午(194頁+Ⅹ、 3,400円+秩)

-52-



この本の構成は次のようになっている。

はじめに

第I部　社会主義経済システム崩壊と市場経済移行

第1章　第1章　社会主義経済システム崩壊と比較経済体制論(1) - 社会主義経済システ

ムの崩壊 - 

第2章　社会主義経済システム崩壊と比較経済体制論(2) - 市場経済システムへの移行 - 

第3章　旧社会主義国の市場経済システムへの移行スピードと移行費用

第Ⅱ部　ルーマニアにおける市場経済移行の進展

第4章　ルーマニアにおける改革のプログラム - 500日計画との比較 - 

第5章　ルーマニアにおけるマクロ経済安定化

第6章　ルーマニアにおける私有化の逸展と問潜点

第7章　私有化の再スタート

第8章　産業政策

第9章　中小企業振興政策

この構成からもわかるように、本書は理論を扱った第I部と90年代のルーマニアにおけ

る市場経済移行の進展状況を扱った第Ⅱ部からなる。第I部はたんにルーマニアに限らず、

旧社会主義国の崩壊ならびに市場経済移行を理論的に説明している。

第1章　社会主義経済システム崩壊と比較経済体制論(1) - 社会主義経済システムの崩壊 - 

著者は、社会主義経済システムの問題点として次の3点を挙げている(1)中央集権的計

画機関の情報処理能力の不足、 (2)社会主義国有企業のソフトな予算制約、 (3)国家による企

業設立がもたらす長期的ダイナミズムの欠如。

(1)に対しては分権化政策がとられた。これを理論化したのがポーランドのプルスである。

プルス・モデルに触発されて、ハンガリーで68年に新経済モデル(NEM)が実施された。

(2)に対しては、独立採算制が強化された。とくに、ハンガリーの経済学者J.コルナイは「ソ

フトな予算制約」というコンセプトを提示して、社会主義経済システムは本来的に効率性が

低いと論じた。この教義【コルナイの】に基づいて80年代に経済改革が行われた。ソ連で「ソ

フトな予算制約」が意識されるようになったのは、ペレストロイカ時代である。 「国有企業

法」では、 「完全産済計算制」と「資金自己調達制」が強調された。しかし、破産に直面すると

いう規律がなければ、予算制約がハード化される保証はなかった(3)著者によれば、プル

スは、このように、 NEMモデルあるいはプルス・モデルにおいて企業の経常決定は分権化

されたものの、主要投資を含むマクロ意思決定が中央計画機関に残されたため、資本市場

が欠如し、経済効率を引き上げることができなかったことを示したという。そして著者は
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のように言う。 「-　基本的なマクロ経済的決定あるいは企業の設立も分権化するとともに、

企業家精神を持った経済主体が資本市場を通して新規企業の設立あるいは既存企業の拡大

のために十分な資金を獲得できるメカニズムを作り上げる必要がある。このような経済の

ほとんどすべての意思決定が分権化され、生産手段の国有化が放棄された経済システムを、

政治的な側面は別として社会主義経済と呼ぶことはできないだろう。したがって、中央計

画機関が適切な戦略的決定を行えないとき、そしてこの可能性はきわめて高いのだが、社

会主義経済システムは崩壊し、市場経済-の移行を図る運命にある」(18頁)0

「技術進歩を進め、経済を活性化させるには、いずれ社会主義経済システムは放棄され、

市湯経済システム-移行しなければならなかった。そして、その契機は、西側先進諸国に

おいて省エネルギー化、高度情報化が大きく進んだ1980年代に与えられたと言うことはで

きよう」(19貢)と著者は結んでいる。

第2章社会主義経済システム崩壊と比較経済体制論(2)-市場経済システムへの移行-

著者は、「比較経済体制論という枠組からは、何らかの形で移行に関する「般理論を作り

上げる必要がある。各国はその固有の事情から個別の移行方法を採ることができると認め

たまま放置するのであれば、それは知的退廃につながろう」(32貢)と述べているが、この指

摘は、理論抜きで個別の国の事情を描写してきた評者にたい-ん耳が痛い。この章では、

市場経済移行についての理論的フレームワークが提示される。市場経済移行に際して実行

されなければならない政策が、マクロ経済安定化、システム(制度)改革、構造改革に分類、

整理される。

マクロ経済安定化政策。「市場経済-の移行により物価水準が上昇し、実質生活水準が低

下するならば、一般の消費者にとって市場経済-の移行は意味をもつのだろうか」と問い、

この問題を考察したリブトン-サックス論文を紹介する。それによれば、行列の減少によ

る不効用の減少によりネットでは効用は増大するので、上記の設問には肯定的な回答がな

される。著者は、中東欧諸国で実施されたマクロ経済安定化政策は、マネタリー・アプロー

チに基づく安定化政策に、所得政策という-テロドックス・タイプの安定化政策の要素を加

えたものだ、と指摘する。

システム改革と構造改最著者によれば、システム改革とは、諸(サブ)システムを市場経

済の原則により再編成するか、あるいは資本市場のように社会主義時代には存在しなかっ

た(サブ)システムを創出である。構造改革とは、社会主義経済の歪みを是正することであるo

以上の二つの改革について、次のような指摘がなされている。第1に、法律の制定が行

われ、法律に従い市場経済システムに適した制度が作り上げられなければならない。中東

欧の移行国では、第2次大戦以前の会社法をいったん復活、現状に適合した形に修正して

時間を稼げる。それに対して、旧ソ連諸国では、無から会社法を作らなければならなかっ

たが、時間的余裕はない。このようにシステム作りの困難さを理解する著者は、「新古典派
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のような、企業内の統治構造をブラック・ボックス祝し、相対価格を自由化すれば、ただち

に新たな経済メカニズムが発生するという見方」(29頁)には立たない。第2に、経済システ

ムの変更は、経済の範囲では終わらず、その国のさまざまなシステム変更とかかわる。環

代の情報化社会に適合したもの-変更される必要があるならば、当然それは雇用システム

や教育システムでの大きな変化をも必要とするという。第3に、システムを実際に機能さ

せるのは人であり、彼らが古いメンタリティーを持ち続ける限り、新たなシステム(制度)

の構築は画餅にとどまるという。

著者は、マクロ経済安定化と市場経済移行の進展との間には相関関係があるとして、デ・

メロ-ゲルプの推計を紹介している。それは、「移行によりある水準以上に自由化が進めば、

経済成長率は高くなり、またインフレは低下する。しかし、その水準に達成するまでは、

自由化度が低い方が経済成長率も高く、インフレも低い」(29頁)というものである。その

含意は、多くのCIS諸国のように、移行がほとんど進展していない国では、自由化を進め

るよりも統制経済を続けるほうがマクロ経済安定化を達成しやすいということ、そして、

移行が若干進展した国では、経済成長率がマイナスで、インフレ率や失業率も高く、この

ために生じた国民の不安を和らげるために人気取り政策を採用しがちで、それがマクロ経

済安定化をさらに遅らせるというジレンマに陥ることになる、ということである。この点

は、第5章で見るとおり、まさにルーマニアに当てはまることである。

次に、「シークェンシングとスピード」の問題に言及している。シークェンシング問題と

は、具体的な政策をどんな順序で行うかという問題である。スピードの問題は、移行措置

を一挙集中的に行ういわゆる「ショック療法」を採用するか、それとも段階的に行う「漸進主

義」を採用するかという問題である。著者によれば、「ショック療法」には次の2種類ある。

a.極端な新古典派あるいはマネタリスト的発想によるもので、相対価格の変化を重視する。

b.ポーランドやチェコのように、価格自由化を含めてマクロ経済安定化は短期間のうちに終

えるが、市場環境の調整速度は前者ほどは速くないと考えるため、システム(制度)改革、経

済構造改革は時間をかけて行うというものである。著者が前者の立場に立たないことは明

かである。

第3章　旧社会主義国の市場経済システム-の移行スピードと移行費用

この章では、市場経済-の移行に対する著者のスタンスが提示される。 「マネタリスト的

なショック療法がすべての面で正しいと考えているわけではない」、 「産業構造や社会構造、

人々のメンタリティーは、マネタリストが前提としているほど伸縮的ではない」という限

定をつけながら、著者は、短期集中型には十分な有効性が残されているを論証しようとし

ている。

著書は、短期集中型移行戦略を「ワン・ショット戦略」と呼ぶ(著者は、 「ショック療法」とい

う呼び方は不適切と考えている)。「ルーマニアは、価格改革、実質為替レートの規制撤廃を
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2年間をかけて段階的に行ってきたという意味で、ワン・ショット戦略と漸進主義的戦略の

中間的な戦略を採用してきた」 (38頁)という。ワン・ショット戦略の採用は失敗であったと

することは正しくないと主張し、次のような議論を提起する。

(1)落ち込みを示している各国の経済統計は、経済成長の真の落ち込みを過大に評価してい

る。ここから、 「移行期における統計のバイアス問題」がとりあげられる。

(2)各国で実際に行われたワン・ショット戦略は、それぞれの国の個別の問題を処理するため

にゆがめられた形で実施されており、たとえばIMFが望んだような形では実施されてい

ない。また、ゆがめられたワン・ショット戦略の導入により経済成長の落ち込みは激化し

ていると主張する。

著者の主張は明快である。ルーマニアのように遅れて移行を始める国こそ、惰性を打ち

破るために、ワン・ショット戦略を採用し、市場経済システム-の移行の基礎をできる限り

早く作り上げる必要だというのである。

第4章　ルーマニアにおける改革のプログラム-500日計画との比較-

90年5月の総選挙、大統領選挙に臨んで、救国戦線のイリエスク候補側がまとめた経済

改革戦略、 r戦略概要」と同年8月に出されたr調整プログラム」の2つをとりあげている。

「戦略概要」は、「チャウシェスク時代の負の遺産を大きく見ながら、移行め際に発生する

社会的コストをできるだけ小さくしようとしており、現実的と言えるかもしれないが、こ

の漸進的な性格ゆえに国内外から批判を浴びることになる」 (65頁)。 「調整プログラム」は、

「首相に任命されたペトレ・ロマンが西側支援を得るためにはより急進的なプログラムが

必要であると考えたため」 (65頁)だという。 「調整プログラム」の特徴は次のようなもので

ある(1)640日の間に市場経済移行に必要な法律・制度整備を図るとしており、 「戦略概要」

よりは急進的だが、ポーランドなどに比べれば漸進的で、ロシアの500日計画に近い(2)

価格自由化は3次にわたって段階的に行われることになっており、ワン・ショット・アプロ

ーチではない(3)バウチャー・アプローチ。著者によれば、 「この2つのプログラムに共通

する最大の欠点は、市場経済移行に伴うコストの必要性は認めながらも、できればそのコ

ストは支払いたくないとする点にある」 (67頁)という。

ロシアの500日計画との比較をしている。ルーマニアの場合、マクロ経済安定化を視野

に入れていない。それは、経済パフォーマンスの初期条件の違いに求められるという。 80

年代に【チャウシェスクが】急速な対外債務返済戦略を採用し・たため、 【90年代初桝こは】貿易

収支も予算も黒字で、過剰流動性が発生しておらず、マクロ経済安定化の必要性が薄かっ

た(69頁)。そして著者は、 「ルーマニアでは急速な対外債務返済により80年代後半に国民

の払った社会的コストがあまりに大きかったため、新政権は、マクロ経済安定化を実施す

ることによる新たなコスト負担を言い出せなかったのであろう」 (70貢)と付け加えている。
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第5章　ルーマニアにおけるマクロ経済安定化

1990年初期には、前章で述べられたような理由で、マクロ経済安定政策の必要性が感じ

られていなかった。しかし、市場経済移行に対するナイーブな見方はしだいに悲観的な見

方に変わる。 91年に入ると、価格自由化と為替レート切り下げにより、深刻な物価上昇が

始まったので、 IMF主導で、マクロ経済安定化政策がとられたo

その結果、工業生産は大幅に減少した。その原因は次の4点にあった。 i技術革新の遅

れによる製品の国際競争力の欠如、ii市場経済移行に伴う混乱と労働規律の弛緩、 89年12

月革命以後の規律弛緩、iiiエネルギー不足、 ivコメコンの崩壊o

著者は、 91-92年マクロ経済安定化の性格を、かなり「漸進主義」寄りの「ショック療法

型」のマクロ経済安定化政策だととらえる。移行開始直後にはそれほどの効果を残さなかっ

た。そのため、国民の間に失望感が広がった。 92年秋の大統領選挙・上下両院議員選挙で、

市場経済への移行過程における負の要因を重視し、移行速度を落とし、手厚い社会保護を

行うことを唱えるイリエスク大統額と民主救国戦線が勝利した。

93年に入ると、経済パフォーマンスは幾分よくなったかに見える　GDPは1.5%増を記

録し、 96年まで4年間プラス成長が続いた。 93年については、工業生産は2%落ち込んで

いるものの、農業生産の18%増が貢献したという　94-95年の成長は輸出需要主導だとい

う。このような一時的な経済安定化を背景に、改革戦略が変更された。すなわち、 「漸進主

義」寄りの「ショック療法」型から、デフレ政策を緩和し、経済成長と社会保障を重視した「漸

進主義」型へと変化した。

96年に入ると、秋の大統額選挙を意識して、イリエスク政権は財政・金融政策をさらに緩

和した。ところが、イリエスク政権は、財政赤字拡大、インフレの継続、失業問題の深刻

化のため、そして、とりわけ旧ノメンクラトクーラ層が「赤の資本家」となり、コネを利用

した企業開設や金儲けなど、政権内の汚職が蔓延したこと-の批判のため、 96年秋の大統

額・総選挙で敗北した。野党連合の「民主会議」のコンスタンティネスクが決選投票により大

統領に選出され、上下両院選挙においても「民主会議」が多数を占めた。ブカレスト市長チ

ョルベア(農民党)が首相に就任した。こうして、移行の第2ラウンドが開始される。

96年12月10日、チョルベア内閣は、最初の6ケ月になされるべき短期措置とEU加盟

の条件整備のための長期的目標を掲げた経済再建計画を発表し、順調な滑り出しを見せた。

しかし、為替レートが年明けから急激に下がり始め、最初の危機を迎えた。,これは、イリ

ェスク政権末期の財政・金融政策の緩和によるインフレの昂進と96年12月のチョルベア内

閣による為替レートの自由化措置のせいだという(90頁)。「このような危機に対して、コン

スタンティネスク=チョルベア政権は、従来と異なった戦略をとった」(90貢)。新政権は、

ルーマニア経済は対内的にも対外的にもきわめて厳しい不均衡状態にあると認識し、 IMF

との合意に基づき、より厳しいマクロ経済安定化を柱とする経済政策プログラムを97年月

に発表した。 「イリエスク政権の下でとられた穏健的な移行戦略のコストを払い、 2回目の
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移行期ショックを体験してでも、ルーマニアをEU加盟に十分な市場経済の図-と転換さ

せることを試みようとした」 (91貢)。

コンスタンティネスク=チョルベア政権はもともと寄合い世帯であったので、政権内の合

意を保つことが困難で、改革は政府内のさまざまな抵抗にあった。とりわけ、ロマン元首

相が率いる民主党は、 97年秋ごろからチョルベア首相への批判を強め、 98年1月には、内

閣からの閣僚引き上げを決定した。 98年春に首相はチョルベアからヴァシーレ(農民党)に

交替した。 99年も経済パフォーマンスは悪化を続けた。これで、ルーマニアは2回目の「転

換不況」を経験していることになる。貿易収支はいっそう拡大し、対外債務返済は99年上

半期にピーク、デフォルトに陥る可能性も予想された。 99年12月、ヴァシーレ首相が解任

され、イサレスク国立銀行総裁が新首相に指名された。このように、ルーマニア経済は非

常に困難な状況にあるが、著者は、 「今後のルーマニア経済安定化と成長のためには十分な

システム改革、構造改革が必要である」と述べている。

第6章　ルーマニアにおける私有化の進展と問題点

ルーマニアでは1992年に私有化が開始され、約6000の全国有企業が一挙に私有化され、

同時に国民を広く資産保有化とするため会社資本の30%は所有証書の配布という形で国民

に無償譲渡された。著者は、ルーマニアの方式をロシアの方式の比較する(i )ルーマニア

の場合、所有証書の配布対象は成人のみであるのに対して、ロシアは乳幼児を含めた国民

全員。(ii)ルーマニアの所有証書は、 25,000価値単位と定められ、 1価値単位が何レイに当

るかはインフレを考慮して調整されるのに対して、ロシアのヴァウチャーは1万ルーブル

の固定額面。 (iii)ロシアのヴァウチャーは、任意の個人や非国家機関に自由に売却できるが、

ルーマニアでは、所有証書は証券取引所においてのみ譲渡することができ、また、非ルー

マニア市民・法人には譲渡できない。 (iv)ロシアでは、額面1万ルーブルのヴァウチャーを

分割して利用することは想定されていないのに対して、ルーマニアの所有証書は、分割し

て利用することが前提(v)ルーマニアの場合、自社株の割引購入は認められているが、ロ

シアのような経営者・従業員のみによる会社株式の閉鎖的購入は認められていない。以上か

ら、著者は、ルーマニアの所有証書の方が合理的だとしている。

次に、チェコ・スログァキアとの比較を行い、 「ルーマニアの場合は、国家が中心となっ

て国民にリスクを与えることなく平等に資産形成の機会を与えることを目的としており、

社会主義的発想がより強く感じられ、一方、チェコ・スログァキアの場合、希望するものの

みが自らの資産形成のためにリスクを負って私有化に参画するという意味で、より民間主

導的方法である」と論じている。そして「すべての産業をリハビリすることは現在のルーマ

ニアの能力からして不可能であるから、重点的に投資を行う分野と破産ないし生産を行う

分野'を区別していく産業政策が不可欠であり、私有化もこの産業政策に沿って進められる

必要がある」 (114貢)と論じている。
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第7章　私有化の再スタート

IMFをはじめとする国際支援機関から私有化の遅れに対する不満が表明されたので、ル

ーマニア政府は大規模私有化を加速する必要に迫られた。 「私有化軌で定められた大規模

私有化をやり直すたれ「私有化加速法」が制定され、 95年6月に施行された。 r私有化加

速軌は、 「私有化軌で定められた大規模私有化の枠組はそのままに、利用度の低かったク

ーポン(所有証書)を国民に配りなおすことにより、私有化を加速することを目的としていた。

前回、 「所有証書」を利用しなかった18歳以上の国内居住のルーマニア市民に対し、国家私

有化庁により「私有化クーポン」が配布された。

「ルーマニアの私有化の第2ラウンドにおいても、国家は会社の株式の過半数を保有し、

大企業、戦略企業をコントロールしようとした意図が読み取れる」 (117貢)という。 r私有

化加速法が施行された95年以降、私的部門の役割は顕著に増加してきたが、その増加は中

小企業レベルでの私有化にとどまっており、大規模工業企業における私有化はそれほどの

進展を見せておらず、とりわけ鉱業、エネルギー部門といった戦略産業では私有化はほと

んど手つかずのまま残っている」 (123貢)というo今後の私有化の裸矧こついて著者は、

「社会主義時代の国有企業から労働者・経営者自主管理企業-と代わったにすぎない多く

のルーマニア企業の質的転換が次の残された課題である」 (128貢)と論じている。

第8章産業政策

当初、マネタリストの影響があって、 (中東欧諸国の移行で)支配的な態度は、 「最良の

産業政策とは産業政策を持たないことである」というものであった(130-131貢)。だが、

移行コストは予想以上に大きく、個別介入により経済を維持、活性化させる必要が出てき

た。 90年代の欧州経済は中東欧諸国に援助の手を差し伸べる余裕はなく、むしろ自国産業

を保護した。このため、中東欧諸国において自力で産業構造の転換を図り、輸出競争力を

高める必要性が増した(131貢)。

次に、著者はルーマニアにおける産業政策をとりあげている。 92年リストラ戦略につい

ては、 「産業のリストラチヤリングは実行可能性に乏し」く、 「比較優位・劣位を十分に検討

することなく、ほぼすべての産業を存続可能、成長可能と定義している」と問題点を指摘

している。 「リストラ戦略は、社会主義時代に力を持っていた重化学工業を中心とした既存

産業が、その存続可能性に十分検討を加えられることなく、外国資金・技術を得ることによ

り維持、発展を図ろうとした戦略である」 (136頁)という。 98年産業政策については、 「リ

ストラ戦略以上に何らかの政策を表そうとする意思に乏しいものに終わってしまってい

る」 (139頁)と手厳しく指櫛している。

中欧のハンガリー、ポーランドの産業政策を紹介し、これらとルーマニアの政策と比較

している。ルーマニアの産業政策は立案段階において低いレベルのものに終わっており、
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「資金を含めた、政策の実施に当り投入される資源が外国頼み」 (146頁)だという。 「ルー

マニアはより強力で、より賢明なる政府を持つ必要がある。そして、国民がこのような政

策に対して信頼(クレディビリティー)を与える必要がある」 (146貢)と著者は論じている。

第9章中小企業振興政策

著者は、 (1)大企業偏重の企業システムを改め、効率的な企業間関係を創出こと、 (2)成長

のエンジンとしての中小企業の新たな創出、 (3)雇用の吸収源としての中小企業の役割、と

いう三重の意味で、中東欧諸国で中小企業振興政策は重要な意味を持つと述べている。

著者は、ルーマニアにおける中小企業振興政策を紹介し、資金面では、 「1997年に生じた

第2の転換不況により農業銀行、外国貿易銀行が破綻したこともあり、銀行による中小企

業-の融資は期待できない状況にあり、中小企業政策実施機関で見たように、ルーマニア

自身の資金による政策策定・遂行ではなく、 EU、アメリカ、イギリス、ドイツなどからの

資金援助がその基本的な源泉となっている」 (164貢)と述べている。

中東欧諸国、とくにポーランド、ハンガリー、ブルガリアの中小企業政策を比較し、最

も総合的に策定、実施しているのはポーランドであり、ルーマニアはかなり遅れをとって

いる、と著者は指摘する。そのうえで、ルーマニアの中小企業政策の問題点として次のよ

うなことを指摘している。銀行からの借入や債券の発行などはまれであった。原因は、金

利高であり、また、銀行の側に、評価する能力がなく、担保を大きく取ろうとする傾向で

あった。背景には、信用保障制度やリース制度が十分に機能していないこともあるという。

労働面での障害として、失業保障が高すぎることを挙げている。 「かなり高い(最低給与の

81%、平均給与の41%)失業手当が容易に得られるため、人々は求職活動をしようという

気になかなかならず、中小企業は必要な労働者を集めることができない」 (171頁)ことや、

官僚主義・政治システムの不安定さや腐敗(174貢)を指摘している。最後に、 「産業政策

と一体化された中小企業政策の策定が不可欠であろう」 (175頁)と結んでいる。

感想

まず初めに、上垣彰氏の『ルーマニア経済体制の研究1944-1989』について感想を述べ

たい。第1に、著者は序章で、チャウシェスク時代をルーマニアの戦後史の中にどう位置

づけるかという問題を提起している。 「以前のゲオルギウニデジの時代からは隔絶した異常

な時代とみるか、それともゲオルギウニデジ時代に追求された国家の経済目標は、チャウ

シェスク時代においてもまた重要な課題であり続けたのであり、チャウシェスク時代には

それが極端な方法にによって追求されたにすぎなかったとみるか」(2頁)と。著者は「後者の

見方をとる」と述べている。この点は、私もまったく同感である。

第2に、コメコン体制の中にあって、たんに農業国そして石油を中心とする資源供給国
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の地位から抜け出し、高度な機械工業をもつ工業国に発展させたいという小国ルーマニア

の必死の努力(上垣氏によれば、 「時代錯誤の愛国主義」)がついに80年代に破綻し、最後に

チャウシェスク体制の終蔦を迎える経過が本書の中で明快に描かれている。

第3に、この研究には、貿易関係の分析と国内経済の分析が欠かせないが、それらの分

析はよくかみ合っている。ルーマニア国内経済のデータの収集は容易ではなかったと推察

するが、著者は見事にこの課題を果たしている。

第4に、この書物は経済書ではあるが、国際政治史の読み物としても、たい-ん読みご

たえのある書物である。ヴェルサイユ体制のもとでのルーマニアの位置から説きおこし、

その後ルーマニアがナチス=ドイツの陣営に与し、対ソ戦に深入りしたあげく大敗を喫し、

第2次大戦後は社会主義体制を押しつけられながらも、巧妙に、やがて華々しく独自路線

を展開していく様子がヴィヴィドに叙述されているo　チャウシェスク外交が絶頂期を迎え

たのはデタントの頃であったが、それは結局、ルーマニアがアメリカにとって利用価値の

ある「駒」だったからだということが明かにされる。 「国際環境下の小国における政治と経済

との相互連関構造解明するという」著者の「国際政治経済学的接近方法」は見事に成功して

いる。

第5に、それにしても、チャウシェスク体制が社会にもたらした傷跡は大きい。経済だ

けでなく、人材の育成という面でもそのように感じざるをえない。吉井氏の著書を読めば

よくわかることだが、体制転換から10年以上経った今日なお、ルーマニア経済は停滞から

抜け出せないでいる。

次に、吉井昌彦『ルーマニア市場経済移行-失われた90年代? -』について感想を述べ

たい。第1に、著者は比較経済体制論の立場から、第1章で、社会主義システムがなにゆ

えに崩壊せざるを得なかったのかという問題をたいへん説得的に説明している。また、移

行に関する一般理論を作り上げる必要があると考え、第2章で、その理論を展開しており、

その真筆な努力は敬服に値する。

第2に、わが国では市場経済移行に関しては、 「ワン・ショットアプローチ」(いわゆる「シ

ョック療法」のこと)に対して批判的な見方が多いように思われるが、著者は、ワン・ショッ

ト・アプローチの有効性を説いている。相対価格の変化を重視する「極端な新古典派あるい

はマネタリスト的発想」とは距離を置きつつ、著者は、マクロ経済安定化のために、ワン・

ショット・アプローチの重要性を強調する。生産の落ち込みを理由にワン・ショット戦略の

採用を誤りとする議論に対して、統計バイアスの問題やワン・ショット戦略の歪められた実

践を挙げて、批判する点はたい-ん興味深い。著者の議論はルーマニアに関しては説得的

だと思われる。しかし、そこから先になると、ユーゴ研究者として私は蹟曙せざるを得な

い1990年1月に、旧ユーゴ連邦の最後の首相アンチ・マルコヴィチの手によって、いわ

ゆるショック療法が実施された。その結果、ハイパーインフレーションは短期間に終息し、

マクロ経済安定化には成功したが、同時に、旧ユーゴ連邦は経済的な体力を消耗したoそ
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のことが、共和国の対立をいっそう激化させ、ついには連邦解体を招いた。以上のような

経過を知っているので、吉井理論を一般化させて理解しようとする場合、にわかには納得

しがたいのである。

第3に、著者は、 「ルーマニアでは、 -、他の移行国と比較して旧システムの惰性が強く

働いている-、この惰性を打ち破るためにはジャンプが必要である」と述べ、ワン・ショッ

ト・アプローチの重要性を説いている。しかし、苛酷なチャウシェスク体制のもとで、反体

制的な知的エリートや市民的な運動はことごとく弾圧され、摘み取られていた。チャウシ

ェスク体制の後に登場したのは、イリエスクやペテロ・ロマンのように旧体制の末期に冷

遇された共産党系のエリートである。ポーランドのように下からの市民的な運動で盛り上

がり起きた体制転換ではなく、ルーマニアではいわば権力の水平移動があっただけである。

このような国に、惰性を打ち破ってワン・ショット戦略を推進できる担い手が存在したかど

うかは疑問である。

第4に、第4章と第5章を読むことにより、 90年代のルーマニア経済の動向がよくわか

り、 「失われた90年代」であったことも理解できた。第6章から第9革までは、私有化の進

展、産業政策、中小企業振興政策をとりあげているが、他の中東欧諸国と比較しながら論

じているので、歯切れのよさが消えている。著者は99年12月までに入手できた資料で本

書を執筆したので、やむをえないと思うが、 2000年以降のルーマニア経済の兄とおしにつ

いては不明確である。産業政策や中小企業振興の重要性を示唆することで、展望を語って

いるのだと思うが、尻切れとんぼのような感じがする。最後に、終章もしくは「あとがき」

をおいて、総括的な叙述をすればよかったのではないかと思われる。

とはいえ、私は吉井氏のこの書物から多くのことを学ばせていただいた。上垣彰氏と吉

井昌彦氏のお二人とも、在ルーマニア日本国大使館に専門調査員として勤務したことがあ

り(上垣氏は1982年から2年間、吉井氏は1990年から2年間)、その経験をフルに生かし

て、本格的な研究書をまとめたのである。わが国ではルーマニア研究者の数は非常に少な

い。にもかかわらず、両氏の2冊の研究書は日本におけるルーマニア研究のレベルの高さ

を世界に示すものである。東欧に関心をもつ多くの人々に読まれることを期待する。
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