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スリランカ：
高成長に死角はないのか
――現地実査を通じた所感 ――
春日
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国際協力銀行 外国審査部
調査役

憎悪の代償

方でセイロンは、国名をスリランカ共和国とした後も
英国統治時代の負の遺産に苦しむことになる。

「憎悪は憎悪によってやむことなく、愛によってや

英国による民族分割の統治手法は第二次大戦終結ま

む」――1951年９月６日、サンフランシスコ平和会

で150年間も続き、古くから混住していたシンハラ人

議で１人の参加者による訴えがこのくだりにさしかか

とタミル人の心に火種をまいていた。冒頭の平和会議

ると、会場は万雷の拍手に包まれた。アジアの自由と

で「憎悪の連鎖」を自ら戒めたスリランカではあった

独立を訴えたこの演説をきっかけに、日本に対する連

が、播かれた火種は燻り続け、ついに1983年に内戦

合国側の賠償請求権の放棄、米国・英国・ソ連（当

に発展。2009年初夏にラジャパクサ大統領によって

時）・中国による日本の分割統治計画の廃案、という

内戦終結が宣言されるまで、実に30年近くの「失われ

国際世論が決定的になったといわれている。

た時代」がもたらされる。その代償はあまりにも大き

くすぶ

かった。現在の１人当たりGDPをみると、日本が４
演壇に立っていたのは、セイロンを代表するジュニ

万6000ドル、かたやスリランカはわずか3000ドル程

アス・リチャード・ジャヤワルダナ蔵相（のち大統

度にとどまっている。まさに、ジャヤワルダナの慧眼

領）
。当時、セイロンは英国からの自治を勝ち取った

を敬するほかない。

けいがん

ばかり。この小国が発した気骨のある演説に、日本は
窮地を救われた思いだったのだろう。会議に出席した

こうした長いトンネルを抜けて、今やスリランカは

吉田茂全権は、
「わが国日本は、後世までこの大恩を

「戦後復興」に沸いている。GDP成長率は過去５年の

忘れてはならない」と残したとされる。

平均で年率6.4％、内戦終結に伴う社会の安定化と国
内消費の拡大が経済成長のドライバーである。これを

しかし、この演説から半世紀、両国の歩む道のりは

ベースに、近年では観光・金融・保険・不動産といっ

あまりにも違った。活力を取り戻した日本は、東京オ

たサービス産業が経済活動をけん引し、一時は景気過

リンピックなどの時を得て先進国入りを果たした。一

熱を警戒した金融引き締めが実施されたほどである。

サンフランシスコ平和条約調印の模様：セイロン代表
ジャヤワルダナの演説が議場の流れを決めたといわれる
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J・R・ジャヤワルダナ（1906〜96）
（出所：スリランカ政府ウェブサイト）

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH
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陸した。オレンジ色に連なる街灯の中を、ホテルの手

スリランカのGDP成長率
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みれているようだ。深夜のコロンボ市街は閑散として
おり、政府庁舎の付近で護衛する兵士のほかは、人影
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出所：スリランカ政府統計局、IMF（国際通貨基金）

庁街の様子を眺めながら「昔に比べて警戒が緩やかに
なっている」と教えてくれたことを思い出した。再び
同じ場所を通りながら、今回はその訪問時よりもさら

もろ

しかし、その経済構造はいまだに脆さを抱えている

に警備兵の数が減っていることに気がついた。

点を忘れてはならない。特に2008年秋のリーマンシ
ョックによる金融市場の混乱は、インド洋の小国にと

スリランカの戦後復興は多岐にわたる。一般道路や

って強烈な一撃であった。パニック的な資本流出に対

商業港など、老朽化が進んだり壊れたりしたインフラ

して当局が通貨防衛を行うも持ちこたえられず、2009

のメンテナンスにはじまり、軍の規模縮小（と兵士の

年７月24日、ついに26億ドルの資金支援とともに

転職支援）
、200ある政府系企業の経営効率化、税制簡

IMFの監理下に入ってしまう。その後３年間の監理

素化や徴税能力向上による歳入基盤の強化など、懸案

を経て、2012年７月にいったんIMFプログラムを完

は山積した状態だ。しかし、現地を訪れる外国人にし

了。今のところ良好のようであるが、IMFによる観

てみれば、目につく変化はやはり市街地の整備であろ

察は継続中で、警戒はいまだ解かれていない。

う。コロンボとその周縁では、あたかも内戦の痕跡を
抹消するかのような急激な再開発が進んでいる。たと

本稿ではこうした事情を背景に、コロンボでの現地

えば筆者が2011年にゴール・フェイス・ホテルに投

取材で得た見聞について、筆者の雑感を交えて紹介し

宿した際、その園庭から、高さ30ｍほどのレンガ造り

たい。

の塔が海沿いに建っているのが見えた。聞けば、海側
からレーダーを回避して低空で侵入する爆撃機を対空

力強さと脆さと

砲火で迎撃するための防衛拠点だという。この遺構を
目にして、改めてスリランカの内戦の歴史と復興の道

深夜、筆者を乗せたスリランカ航空104便は、定刻
通りコロンボ郊外にあるバンダラナイケ国際空港に着

伝統的な建物のすぐ裏手で、真新しいビルが建設中

のりの長さを思ったものだが、今回訪れた際には跡形
もなく消えていた。

コロンボ・フォート駅近くに立ち並ぶ商店とバス通り
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コロンボ到着の翌日から、政府関係者や国際機関の

詳細は割愛するが、結果はまずまずであった。すな

エコノミスト、現地駐在の日本企業の方への取材を開

わち、①公的債務残高を含む各種経済指標が改善傾向

始した。復興華やかなスリランカ経済ではあるが、審

を示しておりデータの信頼性も確認された、②今後も

査という目線からいえば、この国の評価はほかのアジ

改善が持続するであろうことがある程度の整合性をも

ア諸国に比べてそれほど高くはない。たとえば、政府

って予測できた、③政府高官・関係者もその認識のも

の借金である公的債務残高はGDP比で約80％もある。

とで改善計画を進める意志を有している、などがその

これは企業に置き換えれば有利子負債がバランスシー

理由である（コラム欄参照）
。

トを重くしているのと同じで、スリランカ政府の場合、
年間の利払い／歳入比は実に約40％にも達する。この

中国の影響力

状態をわれわれは「財政運営が硬直的である」とよび、
ぜいじゃく

政府の財務体質が景気変動に対して脆弱性を抱えてい
ると判断する。

審査のかたわらで、中国の存在感が、2011年に比
べて一段とはっきりしてきた印象を受けた。最近どの
国を訪れてもよく話題になるが、中国の新興国進出と

また、輸出入や国外からの送金を示す経常収支も過

いえば不動産開発や港湾開発など、モニュメンタルな

去５年の平均でGDP比約5.5％の赤字を計上しており、

ものが多い。スリランカも例にもれず、
「この辺の高

これも企業会計でいうところの「営業キャッシュフロ

速道路は中国が建設しているものだよ」と、空港近く

ーが大きくマイナスに陥っている」と考えることが可

で建設中の高架道路を指差してドライバーが教えてく

能だ。ただしスリランカの場合、外貨準備高（同じく

れた。また、コロンボの「ゴール・フェイス・センタ

手元の「現預金」にあたるだろうか）が約70億ドル

ーロード」というインド洋を望む長さ１kmあまりの

（輸入のおよそ３カ月分）あることを勘案し、
「ただち

海岸通り沿いに、中国製の建設機械が100台近く並ん

に債務不履行に陥る状況にはないのだろう」と判断す

だ光景を目にしたことがある（ご丁寧にも数台おきに

る。これが、この国のおおまかな評価である。

ピンクのリボンが巻かれていた）
。中国からの融資を
得て輸入された機材らしく、これからスリランカ各地

したがって今回の現地調査では、①スリランカ政府

の開発現場に送られるという。こういった目に付くか

の公的債務残高が今後改善するかどうか、②貿易・投

たちでの中国の存在感を感じるのは、スリランカに限

資などの国際収支や通貨ルピーの対外的なショックへ

った話ではないだろう。

の耐性はどうか、そして、③この国の経営者としての
スリランカ政府がこれらの問題をどう認識し、どう対
処しようとしているのか、に焦点をあてた。

コロンボ中心部の様子：左の白い建物がスリランカ中央銀行。
町並みや通りは清潔な印象
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今回は、その存在がスリランカ政府部内でも感じら
れた。これは2011年にはなかったことだ。もう時効

人々の生活水準は日々向上している（野菜市場の様子）
（出所：スリランカ政府観光局）

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH

だと思うが、現地調査を始めて２日目、ある政府高官

存が燃料輸入の増加につながっている点が懸念事項で

と面談すべく調査チームは某役所に向かう。しかしオ

ある。燃料輸入は足元で経常赤字が拡大している要因

フィスで１時間半も待たされた揚げ句、面談では何を

なのだが、復興に伴い急増する電力需要に対して、今

聞いても「年次報告書に書いてある」の一点張りで

後もこのような輸入重油で対応し続けることは不可能

（しかも「どこに書いてあるのか」との質問には答え

だろう。

られず）
、ほとんど話にならなかった。かつて中南米
を担当していたときにも雑な面談になったことがある

また、高コストな電力供給は、直接投資の阻害要因

が、時々、気に食わない相手にこうした率直な態度を

ともなる。今回もいくつかの面談先で、インドのタミ

とる政府関係者がいて興味深い。

ル・ナドゥ州（スリランカの対岸にあたる）などの生
産拠点を部分的にスリランカにシフトするうわさを耳

実はこの面談の前夜、会食を共にしたある方から忠

にした。またJETRO（日本貿易振興機構）のビジネ

告を頂いた。いわく、
「彼（今回の面談で会った人物）

スミッションも盛況の模様で、
「チャイナ・プラス・

は、中国サイドから猛烈なアプローチを受けている」

ワン」の候補地として有力なようだ。もし電力価格が

とのこと。なるほど、当日の対応はその言葉を思い出

上昇すれば、こういった「風」をつかまえようとする

させるのに十分な態度であった。中国の積極的なアプ

投資誘致計画にとってマイナスとなる。特にスリラン

ローチの動機が、ビジネスのみならず安全保障面にも

カの場合、植民地時代の名残から、産業構造は紅茶や

あるだろうことは素人でもわかる。中東からミャンマ

繊維製品などの農業・軽工業に依存しすぎてきた。直

ーを経由して華南に至るルートを確保したいのだろ

接投資や技術移転を通じた工業部門の振興がなけれ

う。出発前に両国の関係深化を指摘する分析をいくつ

ば、自動車、一般機械、建設資材など成長に必要な資

か目にしたが、
「なるほどこういうことか」と一人納

本材の輸入がいつまでも続き、経常赤字問題は解決の

得しながら、面談の冒頭からわれわれを追い返すよう

糸口すら見出せなくなるだろう。

な発言を繰り返す相手を眺めていた。
以上の見立てにより、スリランカの今後の経済成長

エネルギー改革は待ったなし

が「ガラスの天井」に阻まれるかどうかは、
（繰り返
しになるが）エネルギー産業にかかっていると判断し

話を経済に戻そう。結論からいうと、今後３〜５年

ている。確かに、この国はIMFの監理下で変動相場

のスリランカ経済を占ううえで、エネルギー供給の効

制に移行し、マクロ的にみれば対外的なショックを吸

率化が非常に重要になるとみている。特に電力部門に

収する「アブソーバー」を備えたことは事実だろう。

おいて、重油を用いるディーゼル発電など火力への依

しかしそれは短期的な視点に立った場合に有効な議論

図２

スリランカの電源構成の変化

（スリランカの電源構成は、火力が急激な伸びを示している）
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スリランカの位置：東南アジアと中東を結ぶ
要路にある（出所：Wikipedia）
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NINJAとは防虫剤（蚊取り線香など）のブランド名のこと
セイロン電力庁は節電を呼びかけるが…

こうした連鎖的なリスクについて筆者から問いかけ
たところ、スリランカ政府の関係者は、セイロン電力
庁やセイロン石油公社など、エネルギー関連企業を含
めた国営企業改革を引き続き押し進めていくことを強

インド

調した。今後は、彼らの改革の推移に注目しつつ、折
にふれてこの問題に対するこちらの関心の高さを伝え
ていきたいと考えている。

隠れた資源
この稿をしめるにあたり、この国のもつ潜在的な資

30km

源について紹介しておきたい。ひとつは生活環境、も
うひとつは観光資源である。現地での調査チームの中
に、JBICのニューデリー事務所から合流した駐在員
がいた。いわく、スリランカは過ごしやすいのだそう
だ。町や建物は清潔で、人々のメンタリティは温和で
真面目、なにより仏教（タイやミャンマーと同じ上座
あん ど

部仏教）に安堵を覚えるとのことである。また、コロ
ンボの日本人駐在員のお宅にお邪魔したところ、現地
の食材を使った本格的な日本食を頂くことができて驚
インド大陸までわずか30km足らず
（出所：Google）

いた。仮にこれが一般的だとすれば、このような生活
環境は、直接投資や駐在員の派遣を考える日本企業に
とって重要な判断材料になるだろう。これもまた、ス
リランカにとって貴重な資源なのである。

である。中・長期的には、上述のエネルギー問題や産
業高度化などの国内要因を解決しない限り、経常赤字

また、観光資源も豊富である。筆者も過去に訪れた

は継続し、場合によってはルピー安の基調が強まる可

ことがあるが、市内のコロンボ・フォート駅から電車

能性がある。ルピー安は輸入原油価格の上昇を通じて

に揺られること３時間あまりで（車窓の風景もすばら

電力価格などへ転嫁され、インフレと民間投資の減退

しい）
、宗教都市のキャンディに行くことができる。

をもたらすかもしれない。また、ルピー安に伴う対外

小さな湖を中心とした山間部の町で、紅茶の産地とし

債務の実質負担増によって、政府の財務体質はさらに

ても有名であるが、紀元前３世紀に持ち帰られたとい

脆弱になるだろう。

う仏陀の歯が祀られている寺があるなど、日本でいう

ぶっ だ
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まつ

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH

距離だ。もし１週間の休暇をとるなら、モルディブの
めい

ビーチは２〜３日で切り上げて、スリランカの風光明
び

媚な山間部や寺院を訪れたり、スパイスの効いた料理
や紅茶を楽しんではいかがだろうか。
※筆者略歴：1977年生まれ。東京大学経済学部卒業、米国コ
ロンビア大学大学院修了（経済政策専攻）。2001年にJBIC
入行後、日本企業による海外直接投資の動向調査、中央ア
ジアやトルコ政府向け融資交渉、旧ユーゴスラビアやロシ
アの公的債務再編などを担当。2008年より外国審査部にて、
中南米や東南アジア各国のソブリンリスク審査、現地政
府・中央銀行との政策対話などに従事。現在、インドネシ
「シギリヤ・ロック遺跡」の上からの眺望
（出所：スリランカ政府観光局）

アや中東各国の審査を担当。
現地調査では、仕事の合間に必ず地元商店、市場、銀行、
駅、大学などを巡って「現場感覚」を養うように努めてい

京都のような古都でもある。さらに言えば、コロンボ

る。

とモルディブの首都マレは飛行機なら１時間で飛べる
コラム

「マクロ経済WATCH」の観点とは？
実はスリランカは、JBICの外国審査部のスタ

キチンとアドレスしているか」などの疑問を解消

ッフにとってなじみの深い国である。というのも、

することが現地調査の焦点となる。そのうえで、

ソブリン審査のトレーニングで用いられる教材が

政策担当者や現地で活動する企業・金融機関の考

1980年代のスリランカのマクロ経済だからだ。

え方、現地の雰囲気などを情報収集し、それらを

人口2000万人と比較的小規模で、国土面積も東

統合的に評価し、組織内部に効果的にデリバリー

北６県と同程度であることもあり、分析対象とし

することが、審査の現場で日々行われている。

ては実に「手頃」な国なのである。
スリランカに限らず、これから新興国の政府や
審査の手順を簡単に紹介すると、通常、JBIC

自治体と仕事をしようとする場合には、こうい

の外国審査部でソブリン審査を実施するにあたっ

った視点を通じて、相手国政府・自治体のおか

ふ かん

ては、スタッフはまず、担当国全体を俯瞰する
「地図」を作ることが多い。具体的には、国民経

れている環境をより多角的に理解することをお
すすめしたい。

済計算、財政収支、国際収支、銀行勘定、公的債
務の各データを収集・整理することからはじめ
る。ただ肝要なのは、そのデータ間の連関を眺め
ることにある。各データ間の関係性を推理するな
かで、この国の特徴や短期・中期的に課題となり
そうな部門、
（場合によっては隠されている仕組
み）を立体的にあぶりだしていくことが審査の
「肝」となる。
こうして数字に国を語らせ、その見立てのもと
に、
「数字の実態はどうなのか」
「政府は問題点に

審査の技術を磨くうえでスタンダードなテキスト
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