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1.ソ フ ィア大学 と東方文 明
私 は 2001年 9月 下 旬 よ り 10月 は じめ に か けて 、 ブ ル ガ リア の ソ フ ィ ア 大 学 CoфИЙCMЙ
yHИ BepcreT CB。

珈 zMerrr OxpЦ

cM東 方 言 語 文 化 研 究 セ ン タ ー

(東 ア ジ ア研 究 学 部 Цe̲p

И3TOЧ HИ E3И ЦИ И KypИ ;Center Of Oriental Languages and Cultures)の

招 きで、 同国 を駆

け足 で歩 く機会 を得 た。 そ こで見 聞 した い くつ か の 問題 や印象 につ いて述 べ てみ よ う。 この大学 は

1888年 に創立 され て い る。 同大学 の ホー ムペ ー ジによ る と、 この大学 の創立 が 5世 紀 間 に及 ぶ オ
スマ ン・ トル コ帝 国 の支配 が終 わ ってわ ず か に 10年 後 の ことで あ り (1888年 )、 活溌 な ブル ガ リ
ア知識人 が民族 的文化的 なアイデ ンテ ィテ ィー復活 に コ ミッ トして いた ことの証 しで もあ った。
教授 陣 は正 教授 187人 、 助教授 498人 、助手 977人 、講 師 23人 、 パ ー トタイ ム テ ィー チ ング ス
タ ッフ 968人 の総勢 2,653人 か らな って い る。学生数 は フル タイ ム 20,348人 (大 学 院等 5,260人 )、
うち女子 学生 13,677人 で あ り、 15学 部 の 陣容 を誇 って い る。 他 にパ ー トタイ ム スチ ュー デ ン トも
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合計す ると、学生数 は約 4万 人 に及ぶ とのことである。す なわち生物学、化学、古典・ 現代言語学、
経済・ 経営管理学、教育、地学・ 地誌学、歴史学、 ジャーナ リズム・ マスコ ミュニケーシ ョン、法
学、数学・ 情報学、哲学、物理学、幼児教育・ 初等学校教育、 ス ラヴ研究、神学 の 15学 部、 この
他 に言語訓練部、情報・ 教員再教育部 が これ らの構成 である。学部名称 が何 れか といえば、古典的
な細分化 された専門分野別 の呼称 を取 っているのは、2000年 春 に客員研究員 として訪 れたカ リフォ
ルニア大学バ ーク レイ校 と同様である。念 のためにつ け加えてお くと、文科系 について見 ると、バ ー
ク レイ校 は学際的領域 に関 しては大学院生を含む研究 ティームや研究 セ ンターを組織 して活動 を行
な ってお り、研究者 たちが所属す るの はデパ ー トメ ン トであ り、それ自体は古典的な分野別組織 で
あるし、学生教育 の基本 は古典的分野 に基礎 を置 いたものである。専門研究者 は学際的領域 に関 し
て、大学院生教育 にも関連 させなが ら、 いわばそのサー ビス として付加的 に行 な って い るとも聞か
されたことが印象的であ った。 ソフ ィア大学 もまた同様 であるようだ。
東方言語文化研究 セ ンターは トル コ語 (50年 以上 の歴史 を持 つ)、 アラブ語 (同 30年 以上)、 イ
ラ ン・ ペル シャ語、 アル メニア語、 イ ン ド語 (同 16年 以上)、 中国語、ハ ングル語、 日本語 (同 10
年以上)と いったおそ らくブルガ リアか ら見 て「東方」 の主要 な言語 と言語文化 をほぼ包含 して研
究 してい る。大学院生向けにはこれ らの研究系 を基礎 に、 トルコ語、 アラブ語、東洋 アジア研究、
古典 オ リエ ン ト系 に分 けて い る。 こうした分野 に及ぶ研究 のあり方 にも示 されるように、 ブルガ リ
アはいわば ビザ ンティン文明を基礎 に、東西文化 の十字路 にあた り、民族的 にもブルガ リア (ブ ル
ガール)人 、 トルコ人、 アル メニア人、 ジプシー

(ロ

マ)族 、 ス ラヴ人、少数 のイス ラム系 (全 人

口の 5%程 度)等 多様 な民族 か らなる。宗教的 には正教会、 イスラムなど も含 む。町を歩 く人 々の
風貌 もア ジア系、 ヨーロ ッパ系等 の多彩 な民族性 を示すか のよ うである。
ソフ ィアの街並 みは、 ビザ ンティ ン文化 を示す東方教会下 の幾 つか の立派な宗教的建築物を中心
に、 1950年 代 の ゴシック、 ギ リシャ風建築 と広 い公園や緑 に囲 まれ、縦横す る街路 には、 トロ リー
バ ス、通常 のバ ス、都内電車、 それにメ トロが文字通 りひ っきりな しに走 っていて、 しか も人 々の
利用度 も高 い。私 が宿泊 した国際 ホテルの窓 か らも、朝早 くか ら夜遅 くまで走 る都電 の光を見 るこ
とができた。驚 いたことには、十字形 の広 い道路 はもとより、 それにアクセスす る円環状 や蛇行す
る道路 にも先 の地上交通手段が文字通 り四通八達 して い ることもあってか、 自転車 などを利用す る
人 には巡 り会 うことはなか った。都市 における公共交通手段 の重要性 を今更 なが らに感 じさせ られ
た もので ある。 日本 の都市交通 が個人 自動車優先 の無軌道 かつ無原則 なあ り方 に反省 を迫 るもので
あ り、 これ らは何 れ も社会主義時代 に築 かれた社会的 フォ ン ドфOЩ である。帝政 ローマ時代 の浴
場 や地下水路 などが残 ってお り、紀元 4世 紀 の教会 なども見 られ、 まるで大 ローマ帝国 の影 を知 る
ことがで きる。 キ リス ト教弾圧時代 の地下 に隠 された教会 も残 ってい る。
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2.プ ルガ リアという国
ブル ガ リアは 11万 994M、 人口は 821万 人、首都 ソフ ィアの人口は 112万 人、住民 はブルガ リ
ア人 86%、 その他 トル コ系 9%、 ロマ系 4%、 アル メニ ア系、 マケ ドニア系 などか らなる。宗教的
にはブル ガ リア正教徒 80%以 上、 その他 カ トリック教徒、 プ ロテス タ ン ト、 イスラム教徒、 ユ ダ
ヤ教徒 など。 GDPは 1989年 で 100億 8,500万 ドル、 国民一 人当 り GNPは 1,230ド ル (約 14万
7,600円 )。 為替相場 1ド ル=約 2レ ヴァ

(Л eBの

である。GDP成 長率 は 99年 で 2.4%(前 年 3.5%)、

赤字国営企業 の整理等 のため鉱工 業生産 は 12.5%、 失業率 は 19。 0%、 イ ンフ レ率 は 97年 の 578.6

%か ら 99年 には 6.2%へ 急激 な低下 を示 し、欧州委員会 の見通 しでは、2000年 の GDP成 長率 は 5.
4%で あ った。政府 は例 えば最大銀行 ブルバ ンク OЫ 6aHK)の 98%の 株式を イタ リアの ウニ ク レ
デ ィッ ト・ イタリアノ (Unikredito ltalianO)と ドイツのア リア ンツ (Allianz)に よる企業連合
で調印 された。
1999年 の貿易赤字 は過去最高 の 15億 150万 ドル (前 年比 96.7%増 )で ある一方 で外国か らの直
接投資 も過去最大 であ り、7億 3,900万 ドルに上 り、国際収支 は 99年 8,640万 ドルの黒字 へ の転換
を可能 に した。 外貨準備高 は 28億 9,200万 ドル に達 した。主要輸出品 は衣類等繊維、木材、金属
製品、相手国はイタリア、 ドイツ、 ギ リシャの順。輸入品 は機械類、鉱石 0燃 料 など、 ロシア、 ド
イツ、 イタ リアの順 である。主要 な資源 は石炭、鉄鉱石、銅、鉛、亜鉛、石油 である。NATOと

EUへ の加盟 を最優先課題 とし、 中欧 自由貿易協定 (CFTA)に

99年 1月 か ら正 式加盟 じた。 99

年対 日輸出はワイ ンなど 3,377万 ドル、輸入 は機械、 自動車 など 1,795万 ドル (以 上 は、
『 世界年
鑑 2001』 共同通信社、2001年 3月 による)。
ここで IMFの 2001 World Development lndicatorsに よる数値 をあげて ブルガ リアの実相 の一
面 を捉 えておこう (Table l)。

Table 1. Bulgaria's Growth of

GDP
%growth

Agriculture
o/ogrowlh

Industry

Average annual Average annual Average annual
1980‑90

3.4

‑2.1

1990‑99

‑2.7

0,3

%growth

C鰤

Services

比曝 13 Average
annual
o/ogrowth
%growth

2

4.5

‑4.7

- 1.8

5。

2001 WOrld Development lndicators

これ らの数値 を見 て も、例 えば GDPそ の ものが社会主義政権崩壊後、年率 で マ イナスを記録 し、
と くに工 業生産 の マ イナスが いか に大規模 であ るかが 十分 に知 られ よ う。農業 は意外 に も社会 主 義
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政権下 のおよそ 10年 間、 マイナスを記録 した ことにな って いて、 おそ らく農業 の停滞期 を示 した
ものであろう。 これに対 して、社会主義崩壊後、若干 なが ら上昇 を記録 して い る。 むろん これ らの
数値 の信憑性 についてはステファノフ博士 が指摘 して い るとはいえ、十分 には社会主義崩壊後 の状
況を把握 で きない。 サ ービスの低下 が、内容的 には金融、商業、公務等を含む もの と考 え られ る分
野 の低迷 を表現 して い る (文 明史 の概論 としては、井上浩一・ 栗生沢猛夫著『 ビザ ンツとス ラヴ』
〔
世界 の歴史 11〕 中央公論社、 1998年 を参照)。

3.ブ ルガ リア経済 の今 と昔
さて先 の研究 セ ンターでは、私 を招 いた 47歳 の ナ コ・ ステファノフ HaKO CTeф aHOB博 士 (1954
年生 まれ、 日本経済 と日本企業論 の研究者、近著 にЯΠoHcKur MqeJ1 3a фttMeHO FpaB」 Ieme〔 日
本語名「 日本 の企業管理 モデル」〕、2001,Coф 四 がある)か ら、 また特 に昨年度 まで ソフ ィア経
済大学 で教鞭 を執 っていたジョン・ ア ロヨЖoH ApoЙ o教 授 (1921年 生 まれ)か らも、 ブル ガ リア
経済社会 の直面す る問題点 を詳細 に熱 っぼ く聞かされる機会 に恵 まれた。
ア ロヨ教授 は社会主義政権時代 に も、 さ らに 1989年 「 東欧革命」後 の現在 について も誠実、か
つ精力的 に研究 を進 めて きた貴重 な第一線 の最高 の研究者 であるとステファノフ博士が紹介 して く
れた。 しか もア ロヨ教授 はナチ ズム時代 にはユ ダヤ人 として収容所、監獄 に入れ られて いた経験 を
持 つ往年 の闘士 で もある。興味深 いの は、社会主義時代 の大多数 の経済学者 は、 かつての主張 をい
とも簡単 に捨 て去 って、今 や市場原理主義、新 自由主義経済論 に宗旨がえを して いるとのことで あ
る。 その点 で、 アロヨ教授 は基本的 ス タ ンスを今 も変 えることな く経済研究 を している。二人が じゅ
ん じゅん と説 くブルガ リアの現状 はほぼ次 のよ うである。
社会主義政権 が崩壊 して この 10年 で、工業生産 はおよそ半分 に後退 し、農業生産 は驚 くなかれ

70%も の後退 を余儀 な くされ て い る

(こ

の数字 は私 が現地 で読 んだ有力紙 ■VД とい う新聞 で も

同紙「 労働」 は ドイツの ジャーナ リズム資本 に買収 されて い る〕)。 失業率 も公式
指摘 されて いた 〔
統計 では 25%程 度 であるが、実際 には 40%を 越 えるだろうとのことである。 ステファノフ博士 は
公式統計 があてにな らないことを しば しば指摘 して い る。先 の世界銀行 の統計 とはず いぶん異 な っ
て い ると思われるが、 ステファノフ博士 の議論 や ここで取 り上げた ジャーナ リズムの報道 を無視す
ることは困難 であると考 え られる。 とい うの は公式統計 をおそ らく前提 として、世界銀行統計 が作
成 されて い ると見 られ るか らである。
ブル ガ リアでは、岩林彪氏 の指摘 によれば、 1989年 1月 、
「 経営活動 に関す る法令第 56号 」 に
よって、経営活動全般 に対 して「 会社」 をその基本形態 と規定 した。89年 12月 、 ブル ガ リア共産
党中央委員会総会 は事前調査 な しに、会社 の創設、伝統的 な方法 での経営者 の選任、生産 の民主化
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と労働集団 の 自主管理を妨害す るための会社組織 の利用、 テクノクラー ト的傾向の強化等 を指摘 し
た。 このために結果 としては、国家官僚 による経営支配 を許す ことになった。 1980年 代 を通 じて、
国民 の貨幣所得 は引 き上が る中で 日常物資 の超不足状態が続 き、投資活動 の一面的 な優先 によ り国
家予算 の大幅赤字 (巨 額 の補助金支出 に基礎 をお く)に よるイ ンフレーシ ョンを通 じて 一― 本来、
商品不足 であれば、実質価値 の上昇が随伴 す るはずであるがヾ その条件下 で国家財政支出の膨張が
図 られたために「 品不足下 のイ ンフ レー シ ョン」 (!)が 生 じた ことにな る 一一、農産物輸出国か
ら輸入国へ の転落が始 ま ったのである。 もちろん、 イ ンフレの進行 の中で、地下経済 も肥大化 した
(岩 林彪「 ブルガ リア」月ヽ
山洋司編『 東欧経済』世界思想社、1999年 )。

ア ロヨ教授 は、 およそ次 のよ うに述 べている。現在、選挙 の 2ヵ 月前 にスペイ ンの財界人 として
活躍 してきた旧王国時代 の王 の息子 (シ メオ ンニ世 CИ MeOH CaKCК 06yprroTcM)が 帰国 し、首相 に
選 ばれて い る。 しか も彼 の取 り巻 きは、 ま じめな新 自由主義的経済学者、 ノ ー メ ンクラツー ラ
HOMeHKpaTypa資 本家 (社 会主義政権下 の官僚 で国有企業 の民営化 を直接 に引 き受 けた集団)、 暴力
団的 な地下経済 (ブ ラックエコノ ミー)の 担 い手 であるとい う。 ステファノフ氏 のよ り整理 された
議論 では、 (1)ノ ーメ ンクラ トゥー ラ、 (2)ア メ リカ ン・ レジーム (民 間 に返還 された資本)、

(3)ク リミナル・ グループ

(犯 罪者)、

(4)ア

ンティ・ コ ミュニズ ムの四大 グループが ブルガ リ

ア経済を牛耳 ってお り、 いずれ もコンプラ ドール (買 弁)と 言 うべ きだと手厳 しい。 そうした諸勢
力 の合流点 が ニ ュー・ リベ ラリズムを形作 って い る。
私 の度重 なるつ たない質問 に対 して、丁寧 にこの二人 の経済学者 が答 えた ものによ ると、旧社会
主義時代 には、 ブルガ リアは ヨーロ ッパ で有数 のフォー ク リフ ト生産国であ りその輸出国であ った
のに、 これ らの生産能力 は約 40の 国営企業 の一挙廃止 で崩壊 し、 その蓄積 されて いた優秀 な技術
と知的育ヒカ が雲散霧消 した。 また農業 に至 っては、協同組合的集団化 によ り維持 されていた機械化
の基盤が、協同組合 の否定、小零細農耕 へ の逆転 を もた らし、 それ故 に機械化農業 の解体 を もた ら
し、先 のよ うに生産能力 を喪失 し、 まるで 18世 紀 か 19世 紀 の農業 に舞 い戻 った とい う。私 の一見
したところ、 た しかに農村地帯 はおよそ手作業 の農業 であ った。私 にとっての子供時代以来、久 々
に馬車や荷車 の通 るの どかな一実 は厳 しい―農村 の姿 を見 ることができた。 もっとも数年前 の北京
郊外、中国東北部 も同様 であ った。 ち ょうど 1950年 代、 日本農村 で見 られた、 あ りふれた風景 で
あ った。農業集団化 が生産性をあげて いたとい うこの人たちが認識 していることの正 当性 がどの程
度あるかどうかは微妙かつ不明である。 しか し、 とはいえ、集団化 によ って機械導入 の条件が広が っ
ていたことは想像可能である。
一概 には言 えないけれども、 日本 が第二次大戦後経験 した農地改革 は、農民 を地主制 と長子相続
制 の くびきか ら離脱す ることによって、多数 の単婚小家族 の形成 とと もに、農民 の生産意欲が拡張
し、 しか も戦後 の食糧増産 の課題 を背負わ された こと も手伝 って、 1950年 代以降 の生産力拡大 に
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向か った。 た しかにここでの意義 は小土地所有者 の形成 にあったといえよ う。 しか しなが ら、 ブル
ガ リア農業 の現段階的問題は、おそ らくグローバル化 の新段階 にあ って、農業生産 が国内条件 によ っ
てのみ 自立的 に経営 で きる基盤を喪失 して い ることであろう。す なわち生産性 の低 い農業 はたちど
ころに外国農業 にその市場 を蚕食 され、破壊 されるとい うことである。 いわば市場条件 の相違 が半
世紀前 の戦後農地改革期 の 日本 と現段階 のブルガ リア農業 を隔てて いるので あろう。 ブルガ リア農
業 は社会主義時代 も個人所有地 を前提 に して の集団化 =協 同組合経営体 に変革す る ことによって、
機械化 の条件 を生み出 し、経営能率 を高 めていたとい う。 それが一挙 に解体 され、戦後 日本 の農地
改革期 の労働集約的農業生産で可能であ った状況 とは異 な って、国際市場条件 に大 いに左右 される
現代 ブルガ リア農業 の現実 は、容易 ではないのである。
ここで最近 10年 間 の比較統計数値を掲 げておきたい (Table 2)。

丁aЫ o

2最 近 10年 間 の人 口 1人 当た り消費財生産量 の推移
1988生 F

1998年

パ

ン

198.7 kg

146.3 kg

肉

類

75.8 kg

33.4 kg

ミル ク

192.2 ′

リロ

256.6布 ヨ

127個

55。

5 2

野

菜

108.2 kg

60.l kg

果

物

106。

7 kg

35.7 kg

M3epuràHOBA
(TepopЪ T Ha Ⅳ

30PA'25 ccIIreMBpИ

2001「 .に よ る)

この表 に見 る とお り、社会主義政権末期 の 1988年 時点 と社会 主 義崩壊後 の 1998年 とは、 いずれ
の消費財 の生産水準 も半減、 あ るい は 3割 程度 の水準 に落 ち込 んで い る ことが歴然 と して い る。 し
か も基 本 的 食 糧 品 の 分 野 で の こ とで あ る。 しか しBeatrice Weder,Institutional Reform in

Transition Economies:How Far Have They CoFrle(In/1F Working Paper,Aug。

2001)に よ

れ ば、 ブル ガ リア は発 達 した工 業 諸 国 の 中 位 水 準 との ギ ャ ップ 、 偏 差 で は 移 行 過 程 の 諸 国

(Transition Economies)31カ 国中ハ ンガ リー(偏 差 約 ‑5.0)、 ス ロ ヴ エニ ア、 ポー ラ ン ド、 チ ェ ッ
ク、 エ ス トニ ア、 ス ロ ヴ ァック、 ラ トヴ ィア、 リ トワニ ア、 モ ンゴ リア、 ク ロアチアにつ いで第 11
位 (偏 差約 ‑13.0)と い ちお う上 位 につ け て い る。 最下 位 は タ ジキ ス タ ンで ‑28.0で あ る (1997
年。 これ らの数値 はいずれ もグ ラフか らの読 み取 りで概数 で あ る)。
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4。

自立性 を剥奪 される経済 と社会保障の危機

両博士 の指摘 か ら見えて くるもの は、 もはや ブルガ リア経済 は自立性 を失 い、 もっぱ ら IMF管
理下 におかれ、金利政策、租税、産業政策 の逐一 に至 るまで も、同機関 の指示 の ままに動 かされて
いる状況 にあ り、 まるで同国経済 は、 アメ リカの新植民地 だとさえ指摘 されて いた。 この点 も決 し
てこの二人 の経済学者 の認識 に止 ま っていないことは、■vД [労 働]や

KADEPA[キ

HOBA 30PA[新 朝 日]、

ャリア]の 言
己事 か らも確 かめ られた。 この「 新植民地」 (主 義)HeOК oЛ oH囮Ⅲ3Mと

い う言葉 も、私 の 1960年 代初頭 の学生時代 に国際的 に しば しば使用 されて いた ものだ った。 それ
は政 治的 には主権国家 であ りなが ら、経済的金融的 には従属国家 の構成 をとる (レ ーニ ン B.И 。
ЛeHИ H『 資本主義 の最高 の段階 としての帝国主義』ИMΠ epИ ttИ 3M,KaK BЫ CЩ tt CTan КanrttИ 3Ma,
1917年 の類型的認識 で言 う「 β型」 ではな く、植民地的位置 と見 られよう。 レーニ ンの この論議
については、彼 の『 帝国主義論 ノー ト』TeT闊 瑠 Πo ИmepИ aIM3Myと ともに検討 を要す る内容 を含
むが、 これ らに関 して、私 はかつて『 戦間期 日本資本主義 と経済政策一金解禁政策をめ ぐる国家 と
経済―』柏書房、1989年 の第 4章 で検討 した ことがある)。
私 は、 それで も、通 りの青空市 は夜遅 くまで野菜、果物 を満載 して い るではないか と問 うたとこ
ろ、返 ってきた答 えは、今や ブル ガ リアの農産物 ではな く、 ほとん どギ リシャ等 か らの輸入品 だと
い う。農地 について も、間 もな く外国人 に も所有権 が認 め られる法律 が通過す るので、多国籍農業
企業 の支配 をゆるす ことになるだろうとの見通 しである。生鮮食料品は街路 の先 の露天販売商 か ら
十分 に賄 うことがで きる。むろん 日本 にも存在 す る大規模 スーパ ーマーケ ッ ト風 の もの もあるが、
これはむ しろ商品価格 が高 く、高給取 りの家族 が利用 して い ると言 うことで あ った。すでに、 なる
ほど繊維製品、玩具 では中国製 が幅 を効 かせていて、 もはや国内製品 は力 を持 たないのだ とい う。
た しかに私 が見 た商店 の土産物、玩具 にはち ょうどアメ リカで も見 られたように中国製品が 目立 っ
ていた。 ステファノフ博士 の 目か らは、 この十数年来、 日本 について も結局、 アメ リカ資本 の支配
を許 してお り、世界経済におけるアメ リカの一人勝 ち体制 を強 め、 日本 の追撃 (経 済発展)を 困難
に陥れて い ると見 て い る。 その点 で 日本研究者 である同氏 の対 日観 は厳 しい ものがあ り、 日本人研
究者 として母国の現状 について あ らためて恥ずか しい思 いをさせ られた。
た しかに社会主義政権時代 にはなか ったような思想表現 の 自由 は拡大 し、物資 も表面的 には豊 か
にな ったが、内情 は上 のような ことだ とい う。 またなるほど思想 の 自由 はあるが、政治・ 経済指導
層 は一切現状 の市場原理主義的、新 自由主義的政策 へ の批判 には耳 を傾 ける状況 にはない、 とも指
摘 された。 (思 えば、今 日の 日本 もそれに近 い気 がする。)要 するに経済 の 自立性 がますます剥奪 さ
れ、 この冬 には集中暖房 システム も ドイツ資本 に売却 される予定 で、 そうなれば利用料 も引き上が
るので、 ステファノフ氏 は この システムか ら離脱す る予定 だ という。 もっとも離脱 したところで、
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全体経費 の 30%分 〕 は負担 を余儀 な くされるとのことであるが。
施設費 〔

.

あらゆる生産 的・ 流通的基盤 が民営化 され、社会的安全装置 として機能 して いた社会保障、医療、
福祉、教育 もまた公 的管理を失 われて きたために、社会主義 の下 では見 られなか った物乞 いが街路
に増 え、 ホーム レス、貧困層 も大量 に発生 して い る。 と くに正教会系 の社会 では貧困者 に対す る喜
捨 が美徳 とされて い るだけのことはあ って、 ソフ ィアに多数存在す るブル ガ リア正教会 のそばには
物乞 いが陣取 ってお り、 また女性 には働 き□が見 あた らな いために、 なん と 12歳 前後 になれば、
西欧、 アメ リカ、 日本 に性風俗営業 に従事すべ く「 出稼 ぎ」状況 にあ り、男性労働力 は外国 に出か
ける。社会 の民主制 の前提 たるべ き、女性 には中等教育す ら与 える余裕 を失 ったので ある。私 も街
路 に年輩 か ら少女 や少年 までの物乞 いを も見なければな らなか った。 こんな状況 を横 目に、同 じ街
路 には外国有名 ブラン ドの服飾品、化粧品が シ ョウウイ ン ドウを飾 る。 た しかに貧富 の格差 がそこ
には反映 して い るのであろう。
なお この面 では、 アマルティア・ セ ン『 貧困 と飢餓』 (岩 波書店、2000年 )に よれば、女性 が教
育 を十分 に施 される ことが、順当 な社会発展 を保証す るとい う点を イ ン ド・ ケララ州 について論 じ
た。 そこでは平均識字率 52%の イ ン ド全土 で同州識字率 は 90%(1991年 公式統計)女 性識字率 も
抜群 に高 く、 これは 19世 紀末 か らの現象 とい う。 こうした高 い識字率 がケララ州女性 に合理 的 な
判断 に基づ く産児制限を可能 に した。 これに対 して中国の政治的産児制限「 一人 っ子政策」 の場合、
女性 の合理 的知的水準 の向上を基礎 にせず、女児を生 むよりも男児 を志 向 し、 自然的性比を保持 で
きな くな ってい るとして い る。 この指摘 は十分 に傾聴 に値 しよう。
こうして この 10年 間 に男性 の寿命 は政府統計 で 70歳 か ら 65歳 に落 ち込み

(!!)、

800万 人 の人

口で、毎年出生率 を死亡率が上回 り始 め、今 や国全体 としての人 口減 (過 疎化)が 着実 に進行 して
い るとい う。毎年 10万 人 が死亡 し、4万 人 が生 まれ るので、差 し引 き 6万 人 の減少 とな ってい る。
若年労働力 が移民 によ り減少 して い ること、頭脳流出

(ス

テファノフ博士 か ら brain drain"と い

う言葉 を聞 かされたが、 これぞまさしく1998年 秋 の国連 ユ ネス コ高等教育宣言「 21世 紀 の高等教
育

展望 と行動」 (World Dedaration on Higher Education for the Twenty―

Article
Vision and Action,Oct.1998)で 登場 して いた用語 〔

16〕

First Century:

であり、途上国 の最大 の課題

が これであ って、 いかにこの頭脳流出などの現象 を防 ぐ高等教育施設 を実現す るか と指摘 されて い
たところであ る)が 続 いてい るので あ って、 こうして十年間で人 口は 900万 人 か ら800万 人 へ 100
万人 の減少 が起 こってお り 21世 紀 のほどない時期 にブル ガ リアは国家 として消滅す るか もしれ な
いとは二人 の経済学者 の共通す る指摘 であ った。
途上国 にとっての人問題 は、教育水準 の向上を図ることであるとともに、実 は高等教育 を経 た人 々、
技術者 をいかにその国 に留 め置 くことが出来 るか とい うことにほかな らない。労働者 については、
現状 では、驚 くべ きことであるが、 2ヵ 月契約労働 が多 く、 そのために不安定化 し、 そのために労

―‑78‑―

今 日のブルガ リア経済 とビザ ンティン文明
働 へ の習熟度 が悪 くな り、勤 労 意 欲 を保全 す る上 で も適 当 で はな い状況 が生 まれて い るとい う。労
働者 に と って は 2ヵ 月 の雇用期 間切 れ後、雇用 が さ らに継続 され るの か ど うか に希望 をつ な ぐ外 な
いの で あ って、全般 的 な雇用条件 の 引 き上 げに関心 を寄 せ る余裕 はな い とい った ところで あろ う。
当然、労働者 の意欲 は弱化 し、 自 らの組織化 には消極 的 な状況 を生 みだ して い るとの ことで あ った。
彼 らに と って現在 の職場 の労働条件 を改善 す る以上 に、労働 の継続 の見通 しに こそ関心 を持 たねば
な らな い で あ ろ う。 これ らに も関連 して ス テ フ ァ ノ フ博 士 は ̀KapИ epa'紙 、 25。
̀ynpaBЛ eHИ e Ha

ЧoBeШ Krre

pecPycИ B BIbraptt npaFrzKa

Ⅸ .2001に 、

И Πp06」 IeMИ 'と い う 論 考 を 寄 せ て 、 ブ ル

ガ リアの人的資源 の管理法 を論 じているが、 む しろ問題 は人 的管理 の前 に、いかに優 れた人材 の国
外流出を止めるか とい うことであろう。

5。

経済学者ア ロヨ教授 の指摘

と くに、 ア ロヨ博士 によれば、 1973年 か ら1986年 の頃までは二 つの石油危機 を乗 り越えて、半
導体 の輸出が集中的 に行われ て いた。 それが、現状 では 90%の 人 口が貧困化 し、 これ に対 して政
府 は特別 の対策を うっているわ けではない。 ただ経済成長 を実現すれば、社会問題 を解決 できると
楽観的である。観光、 サ ービス、 テ レコ ミュニケーシ ョン等 を もっと重視 してよいが、 そ うした政
策上 のプライオ リティの判断 も持 って いない。外国資本 の投資 に期待 しつつ、今後三、四年間 は中
小企業 の育成 に本格的に取 り組 むべ きだ と思 うがそのよ うな施策 の方向す ら見 られない。 それ も

IMFの 妨害 があって、 クレジ ッ トを 自由主義諸国 に求 め、結果 として財政悪化が深刻化 し、年率
6〜

7%の イ ンフ レ率 となろう。「 王様

(シ

メオ ンニ世)首 相」 は 800日 の回復政策を打ち出 して

い るが、 これは見通 しがないだろ う。 ロ シアの ミクロ経済学者 ウラジ ミール・ ク リンツ BЛ a― 理
珈

HЦ

のプ ラ ンによってい るが、 ミク ロ経済学 を機械的 にマ ク ロに移 し代 えているに過 ぎず、 そ

れが非現実的である。 IMFは 周知 のよ うに、同国 に大量 の融資を続 ける一方 で、政策的介入を強
めて きた。国営事業 の民営化 の促進、中央金利政策 へ の介入 はその際 たるものである。 ア ロヨ博士
の 目には、 それが西欧金融資本による新植民地的支配 に写 る。
現状 はス タグネーシ ョン下 にあ り、実態経済 と財政 は無縁、財政が レモ ンの よ うに実態経済を絞
り上 げて い る、 そ して国家 その ものが倒産状態 に追 い込 まれる ことになろう。
「 シメオ ンニ世運動」
が この春 (2001年 )の 選挙 に際 してその二 ヵ月前 に組織 され、 この
「 運動」が政党化す るか もしれ
ない。 この政治 グループは、①西側 で勉強 したま じめな ミクロ経済学者、金融家 の若者 グループ、
②法律家、医師 などのま じめな専門職業 を持 つ イ ンテ リ・ グループく③ ビジネス、企業所有者、 ヤ
ミ経済 と関係 を持 つ議会 で最強 の グループか ら形成 されてお り、第二 の グループが シメオ ンニ世運
動 の帰趨 を決定す るだろ う。現状 の政府 の政策 では右派的、保守的であ って、社会 へ の約束 もデマ
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ゴギーの類 であ り、資本 の利益 に資す るであろう。
私 は、 ここで俄然、近衛文麿内閣の大政翼賛政治 (政 党否定 の政党)と 昭和研究会 (知 識人 グルー
プ)を 思 い出 さざるを得なか った。 もっとも現代 日本 の発言 の 自由 はあ って も、間答無用政治 のあ
り方 とも何 ら異 な らない思 いをす るが (最 近 の国会 での答弁 にも値 しない政府答弁をみれば この こ
とは、 その感を一層深 くす る)。 なお現実過程 は ジグザ グを繰 り返 し、 11月 18日 の大統領選挙 で
は、現職 の保守系 ス トヤノフ候補 を(歴 史学者 で もある旧共産党 の社会党候補 ゲオルギ・ ブルバ ノ
フ eopM BILJ16aHoBが 破 った。6月 の シメオ ン旋風 とは様変 わ りして い る。要 す るに人 々 には厳 し
「
い市場原理主義 へ の批判票 を示す。 もちろん同党 はかつての共産主義 を掲 げて い るので はな く、西
欧流 の社会民主主義 を標榜 して きた。NATOへ の加盟 にも積極的である。

IMFを はじめ国際資本 は右派 に期待 してい る。 この十年間 の農業 を見 ると、農業協同組合 によ っ
て、立派 な農業生産力を誇 っていた。 タバ コやぶど う酒は利益 も多 く世界市場 に進出 して いた。野
菜、果物 などの生産 もすべて破壊 されてきた。現状 では市場向 けの農業 が解体 し、家畜 も経営困難
に陥 っている。現政府 はタバ コとヮイ ン製造業 を育成 しようとして い るが、 そのためには三、四年
は必要 だろう。決定的 な ことは協同組合経営が破壊 されて い る状況 の下 で、大経営へ の改革 の視点
が欠如 してい る ことであって、農地 の整理一 つ をとって も極 めて厳 しい。EUの 農業基金を禾J用 し
ようとして も、時間がかかるだろう。

200万 人 は年金生活者 である。年金 も最高 で月 100ド ル (200レ ヴァЛeBめ 、
800万 人 の総人 口で ′
大部分 は 50ド ル、失業者 が 60万 〜70万 人 にのぼる。 そこで犯罪 とわ い ろが横行 して い る。 ステ
ファノフ博士 のよ うな ブルガ リアを代表 す るソフィア大学 の教員でさえ、月給 はなん と 350レ ヴァ
(約 175ド ル)と い うか らいかに も低賃金体制 である ことが分 かろ う。 4,500単 語 720頁 の手帳 サ

イズの「 ブルガ リアー英語、英語 Tブ ルガ リア辞書」 が 8.50レ ヴァ
本 が 4〜 5ド ル見当であ り、四つ星国際 ホテルが一泊

(ツ

(4。

25ド ル)、 通常 の ヮイ ンー

イ ン)で 12,000円 (中 国の場合 もそうで

あるが、一般物価 と国際 ホテルは別)だ か ら物価体系 はよ く把握 できないけれ ども、少 な くとも人 々
の暮 らしの低水準 であることはた しかであろう。

'

'

社会主義 ブルガ リアは 1950〜 70年 代 に後進的農業国か ら工業国、発達 した農業国 に変化 した。
フォー クリフ トは国営 で 30〜 40社 を数 えたが、今 ではすべ て倒産 して い るとの ことである。 コメ
コ ンの下 で有力 な機械工業 を形成 し、・
軍事産業 も巨額 の利益を誇 っていた。経済面 では立派 に現代
的 な国家 の姿 を取 っていた。 1980年 代 には エ レク トロニ クス産業 が発展 し、熟練労働者 も形成 さ
れたが、 これ らの優秀 な労働者 が 70万 人 も移民 して しま った。 アメ リカ の ソフ ト会社 に一、二万
人が働 いて い る状況 である。先 に も述 べ たように、優秀技術者 ばか りか一定 の技能 を持 つ ブルーカ
ラーまで もが、外国へ の流出人 口に数 え上 げ られて い るので ある。 .

‑80‑

￨

今 日のブルガ リア経済 と ビザ ンテ ィン文明

6.差 別 される ビザ ンテ ィン文明
では東欧 の旧社会主義諸国はすべてがそのような状況 にあるのだろ うか。 これに対 してア ロヨ、
ステファノフ両博士 とも否定的であ った。 とい うよりも、 カソリック系 のポーラ ン ド、 チ ェコ、 ハ
ンガ リーに対 する欧米諸国 の姿勢 はやや柔軟 であるとい う。 しか しビザ ンテ ィ ン系 の国 々には別 の
扱 いで、明確 に植民地的統治政策 を経済面中心 に展開 して い るとい う。私 は、 この状況 については
必ず しも知悉する位置にはないので、 その当否 は定 かではない。 しか しこの指摘 は、街 を歩 いてみ
るとあながち否定 しうる根拠 を持 たないこと も事実である (IMFの ホー ムペー ジに登載 されて い
る Stanley Fischer,The Lessonsl of Reform― Ten Years Onも 参照、 フ ィッシャー氏 は IMF
First Deputy Managing Director。

この論考 は、 ブルガ リア改革 の 10年 を分析 したものである)。

ブル ガ リアは ギ リシ ャ・ ローマ文 明 とと もに古 く、 私 が 訪 ね た国立歴史博物 館 HЩ ИoHtteH
ИcTopИ ЧecM My3eЙ の展示 を見 るだけで も圧倒 される。 またソフィアか ら南 120キ ロの 10世 紀 に
さか のぼ る リラ僧院 PttcКИ MaHacmpを 見 て もその文化 の奥行 きを感 じさせ る。 ブルガ リア民族
は誇 り高 く 500年 間 に及 ぶオスマ ン・ トル コ帝国支配 (1396‑1878年

)と 戦 った歴史的経験を持

つ。 ソフ ィアの私 の宿泊 したホテル前 の ロー タリーには ロシア・ トルコ戦争時代 の ロシアの王をオ
スヴォボジェン・ ツ ァール

(自

由王 〔
解放王〕)と 命名す る銅像 が建 っていた。

もっともビザ ンテ ィン系 の諸国・ 民族 は概 して、近代社会 の始 まりまたは前近代社会 の封建的社
会制度 の下 で も相当 に低開発 (停 滞)的 状態 であ ったと認識す ることも可能 であろう。 とすれば、

20世 紀末世界 の中で、 1950年 代や 70年 代、市場原理 の導入 の企てや一定 の工業化 の基礎を持 ち得
たカソ リック系「 社会主義諸国家」 に相対的 な遅れを余儀 な くされたと見 ることもで きるのか も知
れない。 ブル ガ リアは旧 ソ連社会主義 の忠実 な僕 であ った側面 が指導部 に見 られたか らである。

ア.戦 後社会主義体制 の歴史的位置と新 自由主義改革

,

しか し今、 ブルガ リアでは第二次大戦後 の半世紀 に築 いた社会的経済的基礎その ものを失 いつつ
あるようである。私 のよ うな経済史家 か ら見れば、戦後 の東欧諸国は「 社会主義」 の名を冠 した資
本 の原始的蓄積段階をたど って いたと位置づ けたい。 ロシアを含 めて旧社会主義諸国 は、 19世 紀
まで西 欧 における近代工業化 の変革 に遅れを取 った、当時の後発国家群 であ り、 しか も西 欧では近
代工業化 の矛盾 が形成 し、 これに対す る変革論 が マル クス主義 を含 む社会主義論 として生成 して い
た。 そ うした時代背景 を基盤 と して ロ シアの社会革命が近代化 の課題を含みつつく社会主義を標榜
するグループによ るプ ロ レタ リア革命 の形態 をとったのである。 しか し近代工業化 の課題 を達成す
ることが、 まさに この「 社会主義政権」 に担当すべ く運命づ けられて いたのである。 その際、革命
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政権 のプ ロ レタ リア独裁 =一 党独裁 が、 いわば権威的秩序 として、 あるいは開発独裁 として機能 し
たともいわねばな らないであろう。 その線上で考 えた場合、奥田央『 ヴォル ガの革命』 (東 京大学
出版会、 1996年 )が 詳細 に明 らかに した 1930年 代 ス ター リン体制下 の農業分野 に対す る社会主義
重工業化 のための強権的収奪 システム も、社会主義論 としては正 当化 されないの は当然 であるが、
それは資本主義 の原始的蓄積段階 の農村収奪 に比すべ きもの とも言 えよう。 この ロシア革命 の課題
とほぼ同様 の任務 を、 20世 紀中葉 の東欧社会主義政権 が担 った とみることはそれほど違和感 がな
いであろう。
もちろん、加藤哲郎『 20世 紀 を超えて 一再審 される社会主義―』 (花 伝社、2001年 )の 指摘 す る
ように、 この「後発国家」、
「 開発独裁」型国家 の一つ として東欧・ ロシア旧社会主義国家 を捉 えた
として も、 その「 型」 の別 の道 もあ り得 ることは、 1970‑80年 代 の東 ア ジアエ業化 の事実 によ っ
て取 り上 げることも可能 であろう。 しか しこの認識方法 には、後知恵的 な嫌 いが感 じられるとい う
の は酷 であろうか。歴史的事実 と状況 の中か らしか具体的判断ができないはずであ り、旧社会主義
国家 はその本来理念を現実化 す るにはおよそ多 くの制約 があ ったことの意味 こそ問われるべ きだろ
う。 もちろん ロシアをは じめ東欧「 社会主義」諸国 における非人間的で野蛮 な人民支配 の歴史的事
実 は消す ことがで きない。 それに比 して、
「 東 アジアエ業化」諸国 における軍事独裁 =専 制支配 が
歴史的 には「 よ りま し」 と言 い うるかどうかは、果 た して専制支配 自 らが民主政体 を形成 した もの
ではなか ったとい うことも忘れ られてはな らないので ある。 この点、 アマル ティア・ セ ン教授 の後
述 の議論 は注 目され る。
.資 本 の原始的蓄積 の微弱性 を共有

して いた ロシア・ 東欧圏諸国 の現実 とそれに規定 された政治文

化 の前近代性 (非 民主制)、 これ らこそが、20世 紀社会主義国家群 の理念か らの「 逸脱」 を もた ら
す契機 であ り、決 して政治指導部 の責 めに全 てを負 わせる ことでは問題解決 につ なが らない し、 さ
らには社会主義理念 の「 誤 り」 に責 めを負 わせるの も正 しいことで はないだろう。 それ故 に、私 は
戦後社会主義政権 た るブル ガ リア国家 が、 まさにそ の二 重 の政治的 (民 主制 の達成度 )、 経済的
(原 始的蓄積 の実現)任 務 を負 って いたと認識 して い る。

その場合、戦後半世紀 のブルガ リアの蓄積 は、 それを前提 としてこそ現段階 の新 自由主義「 改革」
へ の対応 =対 抗、堅実 な発展 の方向付 けを模索 で きるのではないか と思われるが、戦後蓄積 へ の全
面的否定形 を現在 の経済政策指導者 たちが新 自由主義 の名 の もとに展開 して い る感がす る。 ま して
旧官僚

(ノ

ーメンクラ トゥー ラ)た ちが貴重 な国民的蓄積 を募奪 するかのごと く国営事業 の私物化

を進 めているのである。 アロヨ、 ステファノフ両氏 たちはそれを心か ら心配 して い る。博物館 で も
展示 は第一次大戦期 の民族主義的活躍を描 いて後 の一切 の史実 や成果 は展示 されてはいない。 あた
か もこの半世紀 はなか った も同然 である。
「 中国 の文化大革命 と同 じですよ。 ブル ジ ョアが行 って
い るの は」 と言 う声 も聞 かれた。 1930年 代、 コ ミンテル ンの指導者 として、統一戦線論 をまとめ
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上げたディ ミトロフは戦後 を作 り出す上 での役割 があま りにも大 きか ったか らであろう、町 の公園
に彼 を顕彰す る廟 があ ったそ うであるが、今 はそれ も破壊 され、単 なる空 き地 としてひ っそ りと公
園 の一 隅 を 占めるにとどま っている。 むろんそれを表現す る標 も今 はない。 もっとも町で買 い求 め
た大部 の

(A4版 412ペ ージ)11年 級教科書 ИcTopD Ha БЪra/ptt

oT tteBHOCTra Дo HamИ ttИ 、

2001は 戦後史 を「 ̀人 民民主主義 'の 時代 1944‑1947」 、
「 ブルガ リアにおけるス ター リン化 1948‑
1953」 、
「緩慢 な非 ス ター リン化

1953‑1962」 、
「 1960年 代 〜80年 代 の大 きな経験」、
「社会主義 の崩

壊」、
「 ブルガ リアの ヨーロ ッパヘ の道」 と時代区分がなされている。 このことか らも分かるように、
教育面 では、戦後史を全 く抹消 しているわ けで もなさそ うである。 もちろん先 にあげた戦後当初 の
ディミトロフ (1930年 代 ゴ ミンテル ン時代 の統一戦線論 の主導者)の 役割 も記述 されて い る。

8。

経済 の民主主義 と政治的民主制

ではど うして これほどまでに零落的状況を招 いたのか。両氏 に問 うと、答 えが返 って きた。 それ
は社会主義政権時代 に有能 な政治指導者 (政 治 リー ダー)を 形成 で きなか ったことが一つで あ り、
いま二つには、政治的民主制 と経済的民主制が車 の両輪 として政治家たちによ って意識 されず、 こ
の こ とこそが 重要 な 問題 な の だ と。 1998年 の ノー ベ ル経済 学賞 受賞者 ア マル テ ィ ア・ セ ン

Amartya Sen教 授 の指摘 して い る政治 と経済 の民主制 の相互関連、 その併存 の重要性 の課題 にブ
ル ガ リアは直面 して い るのである。 まさに「 合理 的 な愚 か者」Rational Foolsが 幅 を利 かせ、経
済格差 が途方 もな く拡大 の一方 であるとい うのが ここでの問題 なのである。 それを思 うとき、 日本
に も教訓的 に見え よう。す なわち政治 の民主制 が十分 には機能せず、民主化 した感 のある政治家集
団 =政 党、やみ くもの新 自由主義的改革一本槍 の動 き、一 欧米 では反省 の色
ンズ『 第 3の 道』The Third Way等

(ア

ンソニー・ ギデ

)を 呈 して い るこのあ り方 は決 して ブル ガ リア政治 の今 日の

基調 と無縁 ではなか ろう。 それに して もステファノフ、 ア ロヨ両博士 の問題提起 は深刻かつ厳 しい。
そもそ も政治の民主制 と経済 の民主制を併存 させてブルガ リア社会 を運営すると言 う課題 は、 ちょ
うど戦後半世紀余 の 日本社会が直面す る「 果 た してそれ らを実現 しているのか」 とい う問 い と重なっ
て、極 めて重 い。 このよ うに して結局行 き着 くところは、市場原理 と適正 な規制 との相互抑止 の体
系、あるいは緊張的均衡関係 こそが社会 の安定 ある発展を期待 しうるであろう、 そ して社会的公正
をいかに確保 しようとす るか との経済学 にとって もっともシンプルな一点 であろう。 この視点 は市
場原理主義 へ の批判点 であ り、独 占な い し寡 占化 が本格化 された 1930年 代以 降 の課題 であること
は、拙著『 清沢冽 の政治経済思想』御茶 の水書房、 1996年 の認識 の一部 で もある。 もちろん この
議論 は、 なん と大正 デモ クラシー期 の旗手吉野作造 に も遡れ るし、他方、近年 の経済学者T例 えば、
伊東光晴『 経済政策 はこれでよいか』岩波書店、1999年 、宇沢弘文『 社会的共通手段』岩波書店、
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2000年 ら一 の議論 に も大 いに関連付 ける ことさえ 出来 る幅 の ある課題 にもなろう。今後 の経済社
会体制 がいかなる方向性 を取 るのが適切なのか、20世 紀中葉 (あ るいは 1980年 代 までな らば)ま
での システム選択 な らば、 その重要 な一 つ に
「 社会主義」が当然 の如 くに構想 されたであろう。 しか
し旧社会主義諸国 の全般的崩壊 と、東 アジア社会主義 の
「 市場型社会主義」の現実 を見 るときに、 そ
れが市場原理 の万能 にひれ伏す結果 とな ってい るようにも見える。
寡 占=独 占体制 を前提 とす る自由主義、市場原理主義 の現実 は社会的公正 の損壊 を招 き勝 ちな こ
とは日常 に見 るとお りであ り、経済力 ある者 を益 々強化す る一方 で、大多数 の社会 の構成員 を生活
権的保障か ら排除 してゆ くのである。 ここに公的存在 としての国家 の役割 があるし、強大 な経済権
力 を持 つ集団 に対 す る適切 な公 的規制 の必要性 を生み出す。 これな しには政治的民主制 さえ空洞化
する ことは論 をまたないであろう。 まさに現状 は「 暴走 す る資本主義」 (本 間重紀 の同名 タイ トル
の著書、花伝社、 1998年 )そ の ものにほかな らな い

(こ

の節 に関 わ って、拙著近刊予定『 日本資

本主義史論』 ミネル ヴァ書房、終章 を参照)。
そ もそ も私 は今回 のブルガ リア訪間 で期待 して いたのは、 20世 紀中葉 の
「 社会主義」変革 まで後
発国家であ った同国が、 日本 の近代化 といかなる対比 において検討す るべ きかとい う課題であ った。
その ことは前掲拙著『 戦間期 日本資本主義 と経済政策』 にも記述 した近代産業革命 の比較史 として
の東欧 と日本 とい う問題関心 か らであ った (同 書第 4章 )。 しか し訪 ねてみてその問題関心を持続
させ るには、戦後変革 の
「 成果」がその後 も現在 も持続 して い る ことな しには余 りに無意味でさえあ
ると思われた ことである。以上 のよ うな認識 の変化 が前提 とな って、 ブルガ リア瞥見 を通 じて、私
は市場原理万能 の限界 を見つつ も、新 たな人 々にとっての合理的な社会 システム構築 の必要性 をいっ
そ う感 じないわけには行かない。 それは少 し以前 のい く度 か の中国瞥見 で も感得 したところであ っ
て、 その展望 にかつての「 社会主義」を対置す るので は余 りにも非現実的であろうし、何 よりもそ
れは人 々の願 うところの ものではないことは言 うまで もない。 ではどうす るか ?こ の ところ本間重
紀 の先 の著作 で も、加藤哲郎 の一連 の著作 にも登場 し、 アマルティア・ セ ン教授 の論議 にもしば し
ば登場 して い る
「社会的公正」を担保 し、社会的弱者 へ の配慮、地球環境問題 へ の視角 を もった、政
治的民主制 に支 え られ、 グローバ ル化 の経済変革 の下 で国際的金融活動 に対す る適切 な規制力 を保
持 した国際的 システムの構築 とい うことになろう。

[あ

とが き]本 稿 を草 す るにあた り、 ブルガ リア訪間 の機会 を与 えて いただいたソフ ィア大学 ナ

コ・ ステファノフ博士、同古典・ 現代言語学部教授 0東 方言語文化研究 セ ンター長 ア レクサ ン
ダー・ フェ ドトッフ Д
い AЛ eKttЩep ΦqoToBB氏 の大変 なお世話 にな った。特 にフェ ドトッフ
博士 には研究 セ ンターで の研究員 へ の「 日本 の経済発展 と今後 の展望」 (2001年 9月 27日 )
に関す る講演 の機会 を与 えて いただいたことに感謝す る。 (2001.11.30)
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