
「早すぎる脱工業化」に警鐘

　デジタル化時代における途上国
の産業発展の展望について、近年、
研究者の間でさまざまな議論が繰
り広げられている。例えばハーバ
ード大学のダニ・ロドリック教授
は、1990年以降、中南米やサハ
ラ以南アフリカなど多くの途上国
で十分な工業化を経ずにサービス
化が進んでいる状況を、「早すぎ
る脱工業化」（Pr ema t u r e 
Deindustrialization）と称して、
警鐘を鳴らしている。ロドリック
教授は、工業化が近代的な国家と
民主的な政治体制の構築に貢献し
てきた歴史的意義を認めつつも、
「21世紀の途上国では製造業は
もはや成長の牽引役にはならな
い」と論じている。また、ITや
金融といったサービス部門は高度
なスキルを要求するので、発展段
階初期の国では製造業ほどには非
熟練労働者の雇用創出は期待でき
ないとみている。
　対して、コロンビア大学のジェ
フリー・サックス教授は、より楽
観的だ。縫製業や組立ラインなど
の労働集約的な作業は、ロボット
や人工知能（AI）に代替され、
途上国で非熟練労働への需要が減

少し、雇用に悪影響を及ぼす可能
性がある。その一方で、新たな成
長セクターが生まれる可能性もあ
り、資本集約的な農業・鉱業、再
生エネルギー、観光、情報通信サ
ービス、医療、教育、芸術など主
要セクターで生産性が上昇すれば、
中長期的には途上国の発展や生活
水準向上に貢献する。したがって、
国際社会や民間セクターはファイ
ナンスやデジタル技術を積極的に
途上国に移転すべきだというのが
同教授の主張である。

必要なのは地域・国別の産業
戦略

　このように、デジタル革命が脱
工業化を加速させるリスクと、
ITサービスを基盤とした新産業
や雇用を創出するチャンスに対し
ては、悲観論・楽観論が混在して
いる。しかしいずれも一般論にと
どまっており、もはや東アジアの
経験は有用ではなかろうという論
調と思われる。
　これに対し、コロンビア大学の
ジョセフ・スティグリッツ教授は、
国際協力機構（JICA）研究所と
の共同研究に基づく近著『アフリ
カにおける質の高い成長』で、今
後アフリカでAIなど労働代替的

な技術が発展すれば、東アジア型
の労働集約的製造業を中心とした
雇用は起こりにくくなるとした上
で、次のように論じている。
　「アフリカの人口増加が“人口
ボーナス”となるか“人口災害”
となるかは、雇用いかんである。
若者の高失業率は政治不安定につ
ながりうるので、産業構造転換を
通じた生産的な雇用の創出は不可
欠である。農業の工業化やサービ
ス業、資源関連セクターを含む広
い意味の産業振興策など、アフリ
カの実情に合った新しい開発戦略
を考える必要がある。その際、東
アジアの経験を捨て去るのではな
く、プラグマティズム、輸出振興、
製造業・農業振興、国内投資の奨
励など、政府が果たした役割や機
能を今日的な視点で見直すべきで、
今なおアフリカで参照可能な東ア
ジアの経験はあるのではないか」。
　筆者の考えはこれに近い。以下
に述べるように、アジアとアフリ
カでは人口動態と産業発展の段階
が大きく違う。伝統的・新産業を
問わず、各地域・国の実情を踏ま
えてデジタル化時代の産業開発戦
略を具体的に検討することが必要
ではないだろうか。また、こうし
た実体経済重視のアプローチは、

日本を含む東アジア諸国が採用し
てきたものでもある。

アジアは高齢化による「シルバ
ー・ディビデンド」を生かせ

　アジア開発銀行（ADB）が
2019年11月に刊行した『アジア
経済統合報告書2019/2020年版
‐高齢化の進展と生産性の変化、
テクノロジーの役割』は、高齢化
するアジア諸国が産業高度化と福
祉社会という二つの課題を解決す
る上でデジタル化が果たす役割を
分析したものだ。アジア諸国では
日本を筆頭に高齢化が加速してい
る。65歳以上の高齢者は２億
3,500万人おり、その数は2050
年までに倍増する見通しだ。韓国、
中国、タイはもちろん、ベトナム
やインドネシアにおいてすら、高
齢化が進みつつある。
　アジア中所得国では一定の産業
集積があり、脱工業化はそれほど
深刻でないかもしれない。しかし、
「中国製造業2025」「タイラン
ド4.0」「インドネシア4.0」など
の経済政策・ビジョンが示すよう
に、デジタル化を取り入れた産業
高度化は、各国にとって喫緊の課
題になっている。これらの国は
「中所得国の罠」を克服しつつ社
会保障制度（年金、医療、介護な
ど）を整備するという二重の課題
に直面している。日本は先進国に
なってから少子高齢化を迎えたが、
それでも今、社会保障の財源確保
やサービス向上に苦闘している。
アジア諸国は、人口ボーナス期の
今から高齢化社会への対応を考え

ておく必要に迫られている。
　そうした中で、ADB報告書は
「シルバー・ディビデンド」（高
齢化社会の潜在的なポジティブな
効果）を生かす観点から、テクノ
ロジーが生産性や生活の質の向上
に果たしうる５つの役割を挙げて
いる。その５つとは、①労働やス
キルを代替するテクノロジー、②
労働やスキルを補完するテクノロ
ジー、③教育、スキル開発や生涯
学習を助けるテクノロジー、④労
働者と職業・仕事のマッチングを
推進してくれるテクノロジー、⑤
健康で長寿の生活を実現してくれ
るテクノロジー、である。

アフリカは「ユース・ディビデン
ド」の活用を

　対照的に、アフリカの文脈で重
要になるのが「ユース・ディビデ
ンド」（若年層が多い社会の潜在
的なポジティブな効果）の活用だ。
アフリカの人口は現在12億人だ
が、2050年までに25億人に倍増
し、世界の４分の１を占める見通
しだ。このうち６割は25歳以下
の若年層で、毎年1,000万～
1,200万人が新たに労働市場に参
加するという。若者に生産的な雇
用機会を作り、そのための産業発
展やスキル開発・人材育成を行う
ことは極めて重要な政策課題にな
っている。仮にデジタル化が労働
集約的な仕事を奪い、アフリカの
脱工業化を加速させることになれ
ば、深刻な問題になろう。

重要なのはローカルの視点

　スマートフォンやタブレットを
駆使した教育・医療・農業・金融
サービスなどの導入により、途上
国の社会課題を解決するアプロー
チは革新的に進化しつつある。し
かし、サービス利用者として途上
国の人々が恩恵を受けることと、
その国が付加価値の高い産業や生
産的な雇用を持続的に生み出して
いくこととは、全く別の問題だ。
　デジタル化が産業発展に及ぼす
影響は、製造業の集積状況、人口
動態、労働生産性、スキル開発な
ど、地域・国ごとの事情に左右さ
れる。「ロボット・AI対人間」
は単純すぎる構図であり、産業・
業種によって、また同じ業種でも
タスクによってデジタル技術が果
たす役割は異なる。グローバルな
動向を理解しつつ、国レベルで産
業開発戦略を考えていくローカル
な視点が重要ではないか。その意
味で、実体経済を重視するアプロ
ーチに強い日本の官民が、貢献で
きる余地は大いにある。
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開発経済学ではこれまで、第一次産業から第二次、第三次産業へと順に構造転換が起こるとされ、東ア
ジア諸国の生産分業を通じた労働集約的な製造業から産業高度化を遂げていく“雁行形態型”発展が
一つのモデルとされてきた。今後のデジタル化革命は、こうした開発途上国の産業発展の経路にいかなる
影響を及ぼすのか。本誌論説委員の大野泉氏が論考する。

実体経済重視のアプローチを
デジタル化時代と開発途上国の産業発展

津田塾大学国際関係学科卒業。国際協力事業団 
（現・国際協力機構）に入団。1987年に米プリンスト
ン大学で修士号を取得後、世界銀行、国際協力銀行
で勤務。2002年よりGRIPSの教授を務め、18年10
月に国際協力機構（JICA）研究所長に就任
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