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[ 仮訳 ]  

はじめに： 何が起こったのか 

ある出来事が、時として、大きな事件に発展するだけでなく歴史的意味を持つことがあります。 

昨年12月、路上で野菜や果物を売っていたムハンマド・ブアジジという青年が果物の秤を屋台ごと押収された上、

野次馬の見ている前で警官にビンタをあびせられ、彼が抗議しようとしても全く相手にされないという出来事があり

ました。青年は誇りを傷つけられ、抗議の焼身自殺を遂げました。この事件の火の手は瞬く間にチュニジアをはじめ

とする中東地域全域を飲み込みました。 

ブアジジの死はチュジニアの公的メディアでは、何日間も「その件」としか言及されませんでしたが、その詳細はフ

ェースブックやツイッターなどのソーシャルメディアを通じて広まり、政権を崩壊させるに至りました。チュニジア

には何万人ものブアジジがいたのです。それどころか、彼と同じような苦しみを味わっている人々は世界中にいます

。貧困、社会からの疎外、公民権剥奪、法的救済の欠如などによって、機会や希望が奪われているのです。しかし、

チュニジアや中東での教訓は、地域や国、市場の枠を超えるものです。果物売りの青年の死は、この地域を揺るがす

政治的動乱以上の意味をもっています。世界全体、各国政府、開発機関、そして経済学にとって新たな教訓をもたら

したのです。 

新たな国際協調主義： アラブ世界は異質か？ 

2007年に世銀総裁に就任して以来、私は、「新たな国際協調主義」の必要性を訴えてきました。 

世界銀行グループやIMFなどの国際機関は、世界経済のパワー・シフトが進んでいる現実をより適切に反映するため

、組織改革が必要です。 

我々国際機関は、より迅速で、柔軟性に富み、クライアントを重視する一段と開かれた組織にならなければなりませ

ん。 そして、貧困問題は専門家の議論の対象ではなく、現実に即した解決の対象とならなければなりません。 また

、より良い開発のための処方箋を見つけ、実施していくプロセスに誰もが一定の役割を担うことができるような、開

発経済学の民主化を目指すことです。 
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20世紀半ばの世界秩序に基づいて設計された国際機関は、今こそ各国政府、民間企業、シビルソサエティ、他の国

際機関、そして国会議員などのグローバル・ネットワークと相互に連携しなければなりません。 

「国際協調」を、集団的不作為の口実にすることは許されません。国際協調は機能させなければなりません。 さら

に、「第一」、「第二」、「第三」世界という旧来のレッテルを葬り、知見と力は北から南、西から東、富裕国から

貧困国へと流れるという前提は、もはや通用しないことを認識しなければなりません。 

しかし、古い分類の意味がなくなるということは、全くの国や地域が同一になったということではありません。 

まさにこの違いに着目して、我々は、2007年、世銀の6つの戦略的テーマの一つとして「アラブ世界イニシアティブ

（AWI）」を立ち上げました。なぜこのテーマを取り上げるのかと、いぶかる向きもありました。 

2007年の年次総会において、私は次のように述べました。「現代の最も難しい問題の一つとして、アラブ諸国で開

発を推進し、機会を求める人々をいかに支援するかがあります。アラブ地域が過去において世界貿易と学問の中心的

存在だったことを踏まえると、紛争と障壁を乗り超えて成長と社会の発展を実現する大きな可能性を持っているはず

です。これらの国々は、多角的な成長をしない限り、社会的緊張と若年層の失業問題を解消することはできません」 

アラブ地域に着目する理由は、当時も明白と思われましたが、今は確信となりました。同地域は、石油セクター以外

では世界経済との結びつきが遅れています。失業率は途上国の中で一番高く、高学歴層の失業率も最高である上、女

性の経済参加率は最低です。 

同地域では、貧困国も富裕国も含めて、経済の多角化の欠如、公的なアカウンタビリティの未整備、腐敗や紛争に悩

まされてきました。 

域内経済は原油と一次産品の輸出に大きく依存しています。2008年の非石油輸出は、中東・北アフリカ地域のGDP

のわずか16％でした（東アジアは対GDP比44％）。 

経済の多角化が進んでいないということは、同地域には、雇用を生み出す活気ある製造業やサービス産業が存在しな

いということです。 

民間投資が全体としてGDPの15％前後（南アジア地域は25％弱）のこの地域では、人口が多い若者層は、新規採用

の少ない公務員をめざすか、路上に出ることになります。 

しかし、こうした状況の中でも進歩は見られます。乳幼児死亡率や妊産婦の健康、識字率、平均寿命などの指標は改

善され、1日1.25ドル未満で暮らす人々の割合も低下しています。 

マクロ経済のパフォーマンスも改善しました。失業問題の解決には不十分ながらも、多数の国で安定した経済成長が

みられます。世界経済危機以前には、外国投資が増加する兆しもみられました。 

それでも、組織は依然として硬直的で、近代化の動きも限られており、一握りの改革派の努力だけではしっかりとは

根付かない状態です。トップダウン型の取り組みのため、市民の参加は進まず、不満の声も届きません。従来型の一

般市民参加の協議は姿を消し、政府のエリート層は孤立しました。 



何をなすべきか？ 政治から経済へ 

私は昨年、年次総会直前に行ったスピーチの中で、開発経済学の成果を問い、本当に役に立っているかを問いかけま

した。 

開発経済学を、単なる抽象的な理論ではなく、人々にとって、すなわち閣僚、政策担当者、コミュニティのリーダー

、そしてもちろん果物売りにとっても、現実的に役立つものにしなければならないと強く主張しました。現実に役立

つ経済学こそ、優れた市場経済学です。 

これが一番当てはまる場所は恐らく中東でしょう。 

2週間前、我々は、アラブ地域の声、特に若者や女性グループ、改革推進派などに耳を傾けるため世界銀行で会議を

開催しました。 

アラブの人々は何を求めているのでしょうか。 

それは、機会であり、正義であり、雇用です。 

公平で、予測可能で透明性の高い法律や制度です。 

家族のための食料と住居、子供のための良質な教育、安全な地域社会です。 

住民を脅かすのではなく保護してくれる警察官や、信頼できる政府です。 

そして、ボイスとアカウンタビリティ。これは、村や町、地域社会においてです。 

行政サービスに対しても一言云う機会があまりに歪んで、一般国民にオープンでなく、また本当のサービスも提供し

ていないからです。 

情報や、知る権利、参加する権利です。 

新しい社会契約です。個人の尊厳の尊重です。 

女性たちも同様です。 

今日ここにいらっしゃる皆様の中には、「確かにそうかもしれないが、それは政治の話であって経済の領域ではない

」と言う方もいらっしゃるでしょう。 

敢えて申し上げます。確かに一部は政治の問題かもしれませんが、ほとんどは同時に経済の領域です。これらは、腐

敗との戦いに有効であり、貧困層や弱者に配慮した持続可能な開発に資することが明らかなものです。 

新たな開発の進め方：新たな社会契約 

20年前、世銀が腐敗の問題を取り上げることはありませんでした。職員はこれを腐敗（Corruption）の頭文字をとっ

て「Cの話」と呼び、出資国や理事会も政治的過ぎると見ておりましたし、我々も文書にこの言葉を載せることを自



粛していました。今日、腐敗との戦いは世銀のプロジェクトやプログラムの重要な部分を占めています。出資国も、

腐敗が経済成長を阻み、貧困層に対する負担となり、機会を奪うことを承知しています。 

18年前には、世銀がジェンダーの問題を取り上げることも滅多にありませんでした。政治的過ぎるという理由です

。今日、ジェンダーの平等はスマートエコノミクスとして知られています。ジェンダーの平等が進んだ国では貧困率

が低い傾向にあり、母親が収入を管理する家では子供の生存率は20倍も高まり、さらに一部の国では、農業インプ

ットを女性が管理するようになるだけで農業生産性が実に20％も伸びる可能性があります。 

10年前、世銀はやっと、透明性について論じ始めていました。それが今日では、広範な情報公開政策を掲げる唯一

の国際機関となっています。調査・研究分野の7,000以上のデータを公開し、さらに、研究者、実務家、シビルソサ

エティが自らのデータを処理し、あるいは世銀データを確認できるよう、ソフトウェア・アプリケーションの設計や

独自のアプリケーションを募るコンテストも進めています。 

腐敗防止、ジェンダー、そして透明性。世銀グループは、開発課題に対する我々の考え方を常に見直し続けることが

極めて重要です。 

そして、新たな国際協調は新しいアイデアに対して開かれたものであることが重要です。 

しかし、改革を更に進める必要があります。 

ある国が経済統計を公表しているか、独立した監査機能を持っているか、財政がどれほど透明か、などはいずれも重

要な点ですが、我々は、その国の事情を知っています。 

例えば、エジプトでは、基本的な経済統計値ですら、ほとんど公開されていないことを我々は知っています。数年前

、世銀はエジプトの改革推進派と情報公開法案の起草に協力しましたが、その時は制度の重い壁に阻まれてしまいま

した。 

しかし今回の暫定政権は法案を復活させると共に、石油・ガス部門の歳入の透明化を盛り込めるよう世銀の協力を求

めています。 

チュニジアでは、当局が今、腐敗収益を国の内外から回収し、結社の自由や情報アクセスを強化する措置を講じつつ

あります。 

我々は、透明性を兼ね備えた調達システムの重要性も知っています。調達は、そのあり方次第で、腐敗撲滅、競争促

進、経費節減を可能にし、公共サービスの向上につながるからです。世銀は現在、41か国と協力して、政府の調達

における透明性、公正な競争、及び効率の改善を図っています。 

また、34か国と協力して、市民による公的情報へのアクセス改善を図っています。 

そして、世銀グループ機関の国際金融公社（IFC）は、現在、64か国、3,200社以上とコーポレート・ガバナンスに

ついて協同で作業を進めています。 



これらはいずれも、無味乾燥な技術的問題ではありません。また、先進国だけの贅沢でもありません。それどころか

、ガバナンスの質の向上に対する取組みであり、公共政策を改善し、倫理規範を示し、一般市民に対する敬意を伝え

、公職を市民から負託を受けたトラストとして扱うものです。政治的に聞こえるかもしれませんが、間違いなく経済

の問題です。 

これらの課題は、経済学における公共選択論の一環です。公共選択論者は、我々が政府にどう期待するかとは別に、

政府が実際にどういうメカニズムで動くかについて考えるよう強く促しました。さらに彼らは、政府をより効果的に

監視するため、市民のためのインセンティブと機会を強化するよう求めてきました。まさに、その通りです。 

制度の重要性 

現在の中東情勢は重大な意味を持っています。 

ただし、そこには過去からのこだまが聞こえます。 

チュニジアで果物売りが尊厳を傷つけられた事件は、1989年にルーマニアでハンガリー系聖職者が受けた嫌がらせ

を彷彿とさせます。当時、抗議運動が流血の暴動に発展し、22年にわたったニコラエ・チャウシェスクの独裁政治

に幕を引きました。ちょうどチュニジアの抗議デモがベンアリ政権を終わらせたようにです。 

ただし、口火が似ているだけで、今回の革命がこの先どういった方向に向かうのかは予測がつきません。 

2011年が、1989年、1979年、1968年、1848年と同じようになるかは、まだ分かりません。 

分かっているのは、不安定さと暴力の悪循環を断ち切るためには、市民の安全、正義、雇用を確保できる正統な統治

機構とガバナンスの強化が不可欠であるということです。世銀は来週、「紛争、安全、および開発（仮題）」と題し

た世界開発報告（WDR）を発表する予定ですが、その中でもこの点が強調されています。 

英雄的な個人だけでは不十分です。官僚制度を改革するだけでも不十分です。市民の参加、そして社会と政府の間の

明確な意思疎通が重要です。 

世銀は、アラブ域内や世界各国の政府の、有効性と説明責任の改善を支援していきます。その成否は、各国政府が進

んで指揮統制を手放し、より開かれた社会へと移行できるかどうかにかかっています。 

政府が民間セクターに機会を与え、少数独裁や寡占的支配から脱却し、社会のエネルギーをすくい上げ、国民の選択

を尊重するのであれば、達成できることはたくさんあります。 

他方、人口の半分を占める女性や女児の能力を無視したままで、自らの潜在力を発揮できる国家はありません。 

世銀がクライアントに伝えたいメッセージは、相手国の政治体制にかかわらず、良好なガバナンスと市民の参加なく

して開発は成功しないということです。 



世銀は、各国政府に対し、情報の公表、情報公開法の制定、予算編成や調達のプロセス公開、独立した監査機能の確

立、司法制度改革の支援を奨励していきます。 

世銀は、予算を公開しない国の財政支援のために直接融資することはありません。例外的に向こう12か月以内の予

算公開を少なくとも約束している国に対して財政支援を認める場合があります。 

ガバナンスの強化と市民参加の推進が功を奏した途上国の例をご紹介しましょう。 

メキシコでは、6つの非政府組織（NGO）で構成されるグループが、情報公開法を有効に使い、HIV/エイズ予防の取

組みから政府資金300万ドルが恣意的に流用された事実を突き止めました。 

この事実は政府の改革推進派に伝えられ、その結果、予算配分の定期監査など、説明責任のメカニズムが制定されま

した。 

また、南アフリカでは、ローズ大学が運営する「行政サービスのアカウンタビリティ・モニター」が、最高会計検査

院と協力して、透明性の観点から公共財政規制の実施を改善し、サービス提供の強化に貢献しました。 

市民の重要性 

制度は重要ですが、市民もまた重要です。 

強力なシビルソサエティは、予算をチェックし、情報を請求・公開し、規則で窮屈な官僚主義に挑戦し、個人の財産

を守ると共に、サービスの提供状況を監視する能力を備えています。また、市民の権利を尊重するよう主張すること

ができ、責任を担うことも可能です。 

能力の高い国民は、より強靭な社会、より有効な政府、そしてより繁栄する国家を築くための礎となります。 

コミュニティ主導型開発（CDD）への投資の効果は世界各地で実証されており、地元の地域社会に直接資金が投じ

られ、住民が優先順位を決定し、自らのプロジェクトを監督し、自らの資金の使途を追跡しています。市民の能力強

化は、完璧とは言えなくても、大きな力を発揮する可能性があります。過去10年間に世銀は、100か国以上の何万も

の村落や地域社会でコミュニティ主導型開発プロジェクトを支援してきました。 

例えばウガンダでは、学校の予算が校舎入口の扉に掲示されました。これにより保護者は、実際に予算が教科書や教

師に使われたか確認することができ、一層の効果が上がりました。 

中国の農村コミュニティでは、水道代や電気代、農家の転出の代償について協議する際、「審議型意識調査」を活用

しています。プロジェクトの実践評価に当たり、地域の意識調査を組み込んだ当局もあります。世銀は、現地の開発

についての集団による意思決定、管理運営、監視を支援するため、70の貧しい村落を対象とする、コミュニティ主

導型開発の要素を取り入れた貧困削減プロジェクトに資金を提供しています。 

また、新技術の普及により、個別の状況に即したより効果的なフィードバックをリアルタイムで得ることが可能とな

っています。 



例えばセネガルでは、子供の体重と健康状態をICTテキスト・メッセージで受け取り、子供の栄養状態を監視するコ

ミュニティ・プログラムが計画されています。 

アフリカの若者がケニアで立ち上げた「ウシャヒディ（証言）」は、今や世界的な現象となっています。誰もがアク

セス可能なこのオープンソース型プラットフォームを使うと、世界中のユーザーが、SMS機能を持った携帯電話や

スマートフォン、そしてウシャヒディ・ウェブサイトを通して、様々な情報、デジタル画像、ビデオ動画を送信でき

ます。 

もともとケニアの大統領選後に起きた暴動などの報道、監視、対応を目的として2008年に立ち上げられたウシャヒ

ディは、その後、豚インフルエンザの世界的流行、チリやハイチでの地震の救援状況などを追跡できるツールとして

地域の枠を超えて広く利用されるようになっています。 

世銀は、社会的アカウンタビリティの強化を目指す同様のイニシアティブを支援しています。 

アフリカでは、透明性の意義を発信し、採掘産業における採掘権などの契約の締結と実施を監視するため、シビルソ

サエティ、政府、民間セクターによる国内連合体「契約ウォッチ」の設立を促進しています。 

さらに世銀は、「結果のためのマッピング」プログラムを通じて、プロジェクトの真の結果を検証し改善できるよう

、携帯電話や小型デバイスを通じて受益者と接触し、フィードバックを求めて行く予定です。 

また、「社会的アカウンタビリティのための提携ネットワーク」（ANSA）との協力も進めています。その一環とし

て、「ANSA-アラブ世界」という、アラブ世界全域から参加型ガバナンスと社会的アカウンタビリティの実務者が

参加する地域ネットワークの立ち上げを支援してきました。今年中に活動を開始する予定です。 

進化が求められる新しい国際協調主義 

1944年、世界銀行は、政府に融資を提供する機関として各国政府により合意されました。 

1956年には、民間セクターへの投資を手がける国際金融公社（IFC）が世銀加盟国により設立されました。 

そして今、透明性、アカウンタビリティ、サービスの提供という課題に取り組む非営利民間セクター、すなわち、シ

ビルソサエティの能力構築に投資する時が来ているのかもしれません。 

世銀独自の「ガバナンス・腐敗防止戦略」は、理事会の支持の下、世銀プロジェクトの透明性、参加、第三者による

モニタリングの強化などを通じて、積極的に参加する市民との協同作業を拡充する重要性を浮き彫りにしています。 

世銀の日本社会開発基金（JSDF）の最近のレビューの結果、シビルソサエティ組織（CSOs）の関与したプロジェ

クトは高い実績を上げていることが明らかになりました。外部調査でも、公共サービスの設計、モニタリング、評価

、運用にCSOが参加していると、予算がより有効に使われ、サービスはより極め細やかになり、腐敗が減るという

結果が出ています。 



世銀はすでに、新規業務のうち過半数で、シビルソサエティや受益者と協力しています。 

しかし、シビルソサエティ組織が効果的な形で参加するには、能力構築が必要です。英国の「ガバナンス・透明性基

金」は、シビルソサエティへの公的支援提供の分野で草分け的存在です。 

世銀も、理事会および加盟国と共に、サービス提供におけるアカウンタビリティと透明性の強化に取り組むCSOの

能力向上を目指し、各国や財団などからの援助にレバレッジ効果をもたらすような権能やファシリティを持つべきか

どうかについて検討すべき時に来ているのではないでしょうか。その際、中東・北アフリカやサブサハラ・アフリカ

の国々を優先するとよいかもしれません。さらに我々は、社会的アカウンタビリティを育む環境の醸成に向け、シー

ド資金の投入や知見の共有、調査・研究を通じてそうした取組みを支援することが可能です。 

政治的過ぎると思われますか。 

いずれにしても、現代の国際協調主義では、シビルソサエティや社会的アカウンタビリティに対する投資が、中東そ

の他の地域の開発にとって、インフラや企業、工場、農家への投資と同様に重要となることを認識する必要がありま

す。 

雇用創出の重要性 

正統性のある機関と、能力の高い市民の組み合わせは、大きな貢献をすることができます。とは言え、市民にはやは

り雇用が必要です。 

中東では政府が、政治的弾圧や公的セクターでの雇用の他、食料や燃料などの必需品に対する補助金を組み合わせて

失業率増大の不満を封じ込めようとしてきました。 

こうした手段は時間こそ稼ぎましたが、それ以外の成果は、あまりありませんでした。 

高くつくばかりで非効率的なこれらの手段は、身内の懐を潤しはしたものの、ニーズは満たさず、縁故主義をはびこ

らせる一方で、競争力は育まず、腐敗を助長するだけで資本主義を促進することはありませんでした。 

国際労働機関（ILO）の推定によると、中東の若者（15～24歳）の失業率は25％に上ります。1,500人の若者を対象

とした世銀の調査では、失業率は自己申告と認定失業者を合わせると、ILOの推定を上回る35～40％に達しました。

エジプトとヨルダンの若い女性の失業率は実に40％に上ります。 

アラブ世界の若者の失業が直接もたらす機会費用は最大で年間500億ドルと推定されています。 

今日、中東各国の政府は、「今すぐ職を」と訴える若者の膨大な期待に応える必要性に迫られています。不作為はリ

スクとなります。そして誤った行動もまたリスクになります。 

政策の改革が資金と同様に重要になります。 

政策の改革は、若いステークホルダーを含め、国民各層に配慮した広範な協議プロセスが土台とならなければなりま

せん。改革は、透明なものでなければならず、迅速な実施が必要です。 



政策担当者には、短期、中期、長期のそれぞれの視点に立って、かつ総合的に考えることが求められます。 

短期的には、信認と政治的支持を直ちに勝ち取ることが優先課題となるでしょう。それには労働集約的な短期プロジ

ェクトが必要なのであり、公的セクターの肥大化は求められていません。また、中・長期的な民間雇用を阻害する形

での雇用創出は避けなければなりません。 

43の低・中所得国を対象に行った過去20年の労働集約的イニシアティブに関する2009年の世銀レビューでは、きち

んと管理されたプログラムであれば、賃金が民間セクターの雇用を阻害しない限り、貧困層や脆弱層の助けになり得

るとしています。 

リベリアでは、「緊急雇用計画」が2年間で9万人の雇用を生み出しました。アフガニスタンの「国家農村アクセス

・プログラム」は、全長1万キロの道路の建設・復旧のために1240万日分の雇用を創出しました。いずれも、不安定

な状況を速やかに安定化させることに貢献しました。 

チュニジア、ヨルダン、レバノンでは、例えば、大学を出た若者を貧困コミュニティーの教師として雇用するなど、

若者のためのサービス・プログラムが実施されており、いずれも拡大が可能です。 

即効性のある事業としてはこの他、起業家や小規模事業者、投資家に対するコミットメントを早い時点で民間セクタ

ーに示すことも含まれます。 

事務の効率化、許認可のスピードアップ、破産法の改革、規制緩和などは、変革のきっかけとなる可能性があります

。生活のために無許可で営業していたチュニジアの果物売りは、しょっ中役人から嫌がらせを受けながら、商いの場

所を巡って揉めていたことでしょう。この地域の政府は、この青年のことを記憶に留めておいた方が良いでしょう。 

もし政府がこうした改革を率先して進めるのであれば、世界銀行グループや他の機関は、重要性の高い投資を奨励す

ることで、その成果を拡大することが可能です。現在の中東と同様な状況が1960年代初頭の韓国でも見られました

。当時の韓国と同様、今日の中東諸国は、労働集約型製品の輸出を迅速に拡大する必要があります。 

即効性のある措置はもともと短期的なものです。しかし、中東は長期的な雇用問題を抱えています。 

中東・北アフリカ地域は、今後10年間に少なくとも4000万人分の雇用を創出する必要があります。 

2007年に、まさにここピーターソン国際経済研究所が出版した「The Arab Economies in a Changing World」（仮題

：変化の続く世界におけるアラブ経済）（マーカス・ノーランド、ハワード・パック共著）は、そのために必要ない

くつかの政策を紹介しています。 

各国は、雇用創出、生産性向上、世界経済との結びつき強化に当たり、外国投資、ライセンス契約、ビジネス提携な

どを通じ、ノウハウや、テクノロジー、生産・流通システムの導入に開かれた姿勢で臨む必要があります。 

新たな状況は、世界の他の地域と比べて著しく遅れている域内統合に対する障壁を取り除く新たな推進力となる可能

性もあります。 



教育は、雇用にマッチしたものである必要があります。専門教育は、アイデアやベストプラクティスを吸収するペー

スを速めることができます。 

また適切な奨励策によって、公的関与は民間の行動を引き出すことが可能です。IFCは、採用サイドのニーズに応じ

た職業専門訓練のための官民パートナーシップを促進するため、新たにE-4-E投資プログラム「雇用のための教育」

を立ち上げています。 

各国がどのような経済上の選択をするかは極めて重要です。ベトナムとアルジェリアは共にフランスの植民地として

、長年にわたる内戦を経験しました。ベトナムは、アジア・モデルを生かして主導権を握り、国際市場や先端技術に

自らを開放するチャンスをものにしました。一部のアラブ諸国には別の成功モデルがあります。繁栄に向かう道は一

つではありませんが、どれか一つを選ばなければならなりません。不作為のままではどこにも到達できません。 

セーフティネットの重要性 

現実には、雇用は短期的には不十分でしょうが、政治的駆け引きは盛んに行われるでしょう。 

長期的に見た場合、最善のセーフティネットは雇用です。 

しかし、短期的には、最善のセーフティネットは、文字どおり効果的、効率的で、経済を阻害しないしない形で機能

するセーフティネットなのです。 

食糧・燃料の価格高騰や高失業率に加えて政治的圧力が高まると、政府は、対象を絞った現金給付ではなく、バラマ

キ的な補助金を続けたくなるでしょう。 

しかし、貧困ラインぎりぎりで暮らす家計を多く抱える国では、保護が最も必要なのは貧困・脆弱層です。 

世銀は、ジブチにおいて、栄養状態改善のために労働の対価として福祉を受ける制度や市民の需要に基づいたコミュ

ニティ主導型開発を進めています。ヨルダンとパレスチナでは、困難な状況に備えたセーフティネットの強化を、レ

バノンとヨルダンでは、受益者の登録センターについての情報公開と透明性の改善を、それぞれ推進しています。こ

れはまだ手始めであり、これを足がかりに今後さらに積み重ねていくことが可能です。エジプトでは、脆弱層に支援

が届くよう、細分化されたセーフティネットを統合することが大きな課題です。 

情報、コミュニティ、市民、参加。これで一巡。 

終わりに： 今後学ぶべき課題 

中東・北アフリカ地域で現在起きている出来事を予測していたと言える人は、ほとんどいないでしょう。次に何が起

こるかについては思い込みがないよう、慎重を期さなければなりません。開発に対するアプローチでも同様の謙虚さ

が求められます。 

すでに知っていることだけを論じるのではなく、知らないことがあることを忘れてはなりません。 



うまくできたことだけに注目するのはなく、うまくできなかったことについても忘れてはなりません。見落としたこ

と、十分に主張しなかったこと、自ら言論規制をしてしまったこと、市民の声、そしてもちろん我々自身の声も忘れ

てはならないのです。政治学と経済学は別です。しかし多くの領域で共通点があります。人々、インセンティブ、心

理、人間の性質、ガバナンス、選択肢、結果、アカウンタビリティ、透明性、安全、ジェンダー、参加、ボイス。こ

れらは政治学ですか。それとも経済学でしょうか。それとも両方でしょうか。 

今回の出来事は、1848年、1968年、1979年、1989年と同じ道を辿ることになるのでしょうか。それとも、2011年

は、市民参加が開発にとって重要であるということを我々が学び、体制の交代に加え、それ以上の何かが変わった年

となるのでしょうか。 
 

 


