
1）産業政策とは？

産業政策とはここでは「国として将来望まし

いとされる産業活動を確立するための、産業活

動に関係する政府の介入」とする。政府による

各産業への直接的介入もマクロ経済からの間接

的介入も、それが明確な産業活動の目標誘導へ

の意図を持っている時産業政策とする。産業政

策は基本的にはミクロの経済政策であり、その

意味で政治的安定、マクロ経済の健全な運営が

優先される。しかし、ミクロの産業政策とマク

ロの経済政策は協調することが必要なことも多

く、公共投資への配分などは産業活動に大きな

影響を及ぼし、その配分政策は産業政策の一部

ともいえる。

一般に新古典派経済学では政府が経済活動に

介入が許されるのは、公害問題、安全問題など

市場の失敗を是正する場合のみとされる。そし

て現在、市場経済主義が世界の主流を占め、経

済活動がますますグローバル化する中で、一国

の産業のあり方に着目した政府の介入である産

業政策はマイナーなものとなっている。

石油危機後の発展途上国の経済危機にはじま

る80年代の世界銀行による構造調整政策1) で

は、コンディショナリティ2)（融資の条件）として

i）貿易為替の自由化（為替レートの切り下げ、一

本化、輸入割り当てから関税化、関税率の引き

下げなど貿易の自由化）ii）財政の均衡、補助金

の削減を含む財政支出の縮小　iii）価格の自由化、

統制価格の撤廃　iv）国営企業の民営化　v）高金

利政策（実質金利のプラス化）vi）一般消費税な

ど歳入の増大などが強力に指導された。

また、世界的なスタグフレーションの中でケ

インズ政策は批判され、新古典派的市場主義が

台頭、世界の経済政策の主流となった。世界的

に国営企業の民営化がすすめられ、政府による

個別産業への各種補助政策、介入政策は見直し

を迫られた。

その後世界銀行は「世界開発報告1991年版」

で市場経済システムの中での政府の役割を分析、

i）マクロ経済の安定　ii）人的資本への投資　iii）

対外市場の開放　iv）企業間競争の導入の4つの

役割を示し、マーケットフレンドリーな政策が

重要とした。さらに1993年には「東アジアの奇

跡」を発表、東アジア諸国の高成長を各国の経

済政策から分析、前述のマーケットフレンド
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1 ） ここの記述は「開発経済学」アジア経済研究所編、有斐閣ブックス(1997）の16章構造調整政策と市場経済化を参考
にしている。

2） 筆者はコンディショナリティのすべてを否定する訳ではない。産業政策が健全なマクロ経済運営のもとで効果
をあげると考えられるからである。例えば、税金徴収率の向上、公正な財政管理、価格の自由化、企業経営の
自己責任の徹底など。しかし、国内市場の自由化、国営企業の民営化などについては将来の国の産業構造を念
頭においた産業政策としての戦略が必要と考える。



リー政策を基礎的政策としその重要性を指摘す

る一方、東アジア諸国で取られた　i）特定産業育

成政策　ii）政策金融　iii）輸出振興政策など、選

択的介入政策の適否を検討している。世界銀行

の評価では、特定産業育成政策は一般的に成功

しなかったとし、他方、政策金融、輸出振興は

基礎的政策と組み合わせて成功するとしている。

いずれにしても、政府の役割は非常に限定され

たものとされている。こうした傾向はEUの政策

にも反映している。80年代のイギリスに始まり、

国営企業の民営化、規制緩和は急速にすすんだ。

中東欧諸国の市場経済化の時期は、まさに西

側先進国自体が従来の混合経済体制を改め、よ

り市場主義へ傾斜していく時期と重なり合って

いる。このことは計画経済から段階的に市場経

済に移行するという選択肢を中東欧諸国から奪

い、彼等により大きな飛躍を要求することと

なったことは皮肉な事と言わねばならない。

2）ポーランドにおける産業政策を取り巻

く環境

かってポーランドを含む中東欧諸国の計画経

済体制は政府が国の経済活動を厳しく統制する

システムであり、その意味では最も厳しい産業

政策がおこなわれていたと言って良い。そして

社会主義体制の崩壊と90年代の市場経済への移

行とは政府の経済統制を解体することからはじ

まる。この場合、IMFによる強い指導あるいは

影響をうけて、その市場主義的経済政策が各国

の経済政策の模範となった。そこでは個別産業

の活動に政府が介入することは否定され、市場

に委ねることにより最適の資源配分、最適の解

が得られるとされた。ポーランドにおいては

1990年1月よりの新しい経済政策では統制経済の

放棄と完全な自由化政策がとられた。当時、そ

れまでの政府介入による経済活動の低迷は政府

介入への強い不信を生み「産業政策なきことが

最良の産業政策である」とさえいわれた3)。

しかし、IMF的自由化政策、金融引き締め政

策は経済活動の縮小をもたらし、すでに1991年

後半には個別産業のリストラ、産業集積地（あ

る場合は企業城下町）の不況、経済活動の混乱

などから、市場に任すだけでは問題は解決しな

いことが明らかとなり、公的支援、政府の介入

が望まれるようになった。

1991年10月の完全自由選挙で政権が交替、改

革路線をすすめたマゾビエツキ（Mazowiecki）、

ビエレツキ（Bielecki）にかわり、オルシェフス

キ（Olszewski）が首相となりそれに伴い、1991

年末にはショックセラピー（急進的改革）を主

導したバルセロビッチ（Balcerowicz）蔵相も辞

任、政策転換が行われ、商工省（Ministry of

Industry and Trade）は産業政策の立案に関す

る作業を開始した。政府の関心はまず、重要産

業の民営化、リストラ問題であり、1992年5月に

は“Proposals for the Restructuring of Hard &

Brown Coal Mining, Gas & Electricity Supply,

Heat Engineering and the Liquid Fuel

Industry”が閣僚委員会（Council of Ministers）

でガイドラインとして採択された。また1992年

12月にはカナダのコンサルティング企業による

鉄鋼産業のリストラ計画が承認されている。同

時に銀行が所有する国営企業の不良債権を株式

に転換する「銀行及び企業負債軽減法」が成立

している。それより先、1991年末には個別企業

や産業のリストラをすすめるため、産業開発公

社（Industrial Development Agency）、ポーラ

ンド開発銀行（Polish Develoment Bank）、輸出

信用保険公社（Export Credit Insurance

Corpration）なども設立されている。選挙後の新

政権は連帯主導で連立が組まれたが、多数党の
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3） 1990年商工大臣（Minister for Industry and Trade）のTadeusz Syrzyjczykがいったとされる。また、次の
Bielecki政権の商工大臣Andrzej Zawiskakはポーランド産業の「（創造的）破壊」を主張した。



連立で政権基盤は安定せず、1993年9月の総選挙

では旧共産党系のSLDが第一党となり、再び政

権は交替した。産業政策については前政権での

見直しの方向が引継がれた。

政府による公式の産業政策に関する最初の文

書は1993年9月の“Industrial Policy-Objectives

& Implementation Program for 1993～95”で、

その後産業政策に関する公式文書は1995年、

1997年にも発表されている。我々はその中で

ポーランド政府の産業政策に対するスタンスの

変化を跡付けることができる。

1993年の「産業政策」では産業政策のプログ

ラムとしては、i）水平的アプローチと　ii）セク

ター別（産業別）アプローチがあり、前者には

a）輸出振興政策　b）技術革新政策があり、後者

には　a）産業構造転換政策　b）所有権移転（民

営化）政策　c）中小企業政策　d）個別産業のリ

ストラ政策、が中心となっている。

SLD連立政権下では、バルセロビッチ・プラ

ン以来の総合的経済政策とされる“Strategy for

Poland 94～97”が副首相兼大蔵大臣コヲトコ

（Kolodko）によって提案された。それによれば、

バルセロビッチの改革を「セラピ－なきショッ

ク政策」と批判し、「ショックなきセラピー」を

めざさなければならないとし、政府の役割は市

場経済を強化するためにも重要であるとの基本

認識のもと、産業政策の考え方を次のように示

した。即ち個別産業への介入はしないが、有望

産業ヘの投資促進、中小企業金融、技術革新の

促進、マーケティング支援、輸出保健の整備、環

境保全等で政府の役割を強調するものであった。

1995 年 4月の公式文書は“Internat i ona l

Conpetitiveness of Polish Industry－Industrial

Policy Program for 1995～97”で、市場の自由

化が進むなかでポーランドの産業の国際競争力

強化が緊急の課題としてとりあげられている。

この文書は1993年の文書及びコヲトコの政策の

方向を基本に、それを更に改正した形となって

いる。特に産業別アプローチは基幹産業の民営

化やリストラばかりでなく、将来有望とされる

産業を明示しその発展を支援しようとする意識

があった。またこの間1997年1月より行政改革が

おこなわれ、それまでの商工省（国内商業と工

業を所管）と中央計画庁（経済の長期見通しな

ど）、海外経済協力省（貿易）の3省庁が統合さ

れ経済省が誕生、産業政策は経済省の所管とな

る。この省庁再編の狙いは、経済政策をより効

率的に行なえる強い経済官庁を作ることにあっ

たが、この過程で商工省のいわゆる原局（縦割

り局）4) は縮小され、横割り中心の組織へと変更

されることとなった。また経済省では特に中小

企業、地域政策、技術革新政策などが重視され

ることとなり、個別産業としては石炭、防衛、

鉄鋼、電力、燃料といったいわゆる基礎産業の、

主としてリストラに伴う社会問題への対応と

いったことに限定されるものとなっていく。

1997年6月の“Long Term Industrial Policy

Assumptions”（経済省）ではそれまでの経済改

革が成功しつつある状況を踏まえつつ、しかも

EUとの市場統合が着々とすすみ、EUへの加盟

交渉が現実のものとなる中、EUとの実質的準加

盟協定である連合協定（Association Agreement）

で許される範囲内で、競争力強化を図ろうとす

る意識が強まっている。しかし、1997年9月の総

選挙により、連帯系のAWSが第一党となり、政

権が交替する。バルセロビッチは連立政党の党

首として大蔵大臣として再入閣、産業政策は再

び政策の中心から遠ざけられることとなる。

1998年以降の産業政策はやや混乱している。

一方でバルセロビッチによる急速な民営化、外

資への国営企業の売却がすすみ、この過程では

殆ど産業政策的配慮はなく、それぞれの産業の
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4） 日本の通産省では重工業局、化学工業局など個別産業を所管する局を原局と呼んだ。2001年、通産省は経済産
業省と名称変更、ここではじめて原局が姿を消し、製造産業局として一局に統合されている。



将来ビジョンにそった戦略的外資導入政策はと

られなかった。また、電力産業は自由化がすす

められEU諸国よりも規制緩和がされ、その過程

で一部電力業界の再編策が提案されたが、市場

の選択に任せるべしとの意見が政府介入の可能

性を消した。しかし他方石炭、鉄鋼といた基幹

産業のリストラはますます急務となり、多額の

政府資金が投入され、雇用問題に対応しつつ事

業縮小のための政策がとられた。すなわち、全

体としては市場に委ね、政府非介入が原則とさ

れながら、個別産業ヘの政治的介入が進んで

いった。

ポーランドの産業政策の議論をする時考えな

ければならないのは、ポーランドが計画経済体

制から離脱した時、新たな枠組みとして受け入

れた国際的な協定である。1991年12月基本合意

し、1994年2月より実行に移されたEUとの連合

協定（Association Agreement）、WTOへの参加

とウルグアイラウンド批准、1996年8月のOECD

加盟などであり、これら国際機関が今日強い自

由市場経済志向をしているとき、ポーランドは

その枠組みを自らの経済政策の枠組みとして選

択したことは、当然ながら政府の経済活動への

介入を意味する産業政策を制約するものとなら

ざるをえない。

なお、個別産業支援のための公的資金の投入

についてはEU連合協定、GATT/WTOなどで

“State Aid”と認識され厳しい規制がある。また、

EU連合協定63条5)、GATT XVI条では、いかな

る特定の製品、企業への政府による優遇措置も

許されないこととなっている。こうして、保護

関税、輸入制限による保護政策や政府による特

定産業振興、輸出振興政策が強く制約される中

で、ポーランドはEUの取っている産業政策、即

ち経済活動の自由度を高め、市場が十分機能す

る体制を作るための共通政策（競争政策、中小

企業振興、技術政策等）、あるいは衰退産業の転

換や低開発地域、不況地域の開発といった社会

政策を志向せざるをえないこととなった。それ

はポーランドの産業政策に関する政府文書の発

表にもかかわらず、その目的がかならずしも十

分達成されない一つの理由であろう。

3）ポーランド産業政策の変遷

以下、ポーランドの産業政策の変化の推移を

公的文書に基づきもう少し詳しく辿ることとする。

i ）1993年9月“Industrial Policy Objectives &

Implementation Program for 1993～95”

すでに述べた様に、この文書は商工省が作成、

93年9月に経済閣僚委員会によって承認されたも

ので、90年以降の急激な市場経済化による経済

活動の低迷と倒産、失業などの社会的混乱の中

で産業活動への政府の介入が求められ、「産業政

策」という新しい概念のもとで策定されたもの

である。ここでの産業政策は次のように定義さ

れている。「市場経済で合理的であるような生産

活動を発展させるための、個別産業への法的、

その他手段を使った政府介入」であり、この行

為は国内法及び国際的協定に抵触しないことと

している。更にすでに石炭、電力、防衛、鉄鋼

産業では政府介入が実行に入っており、又基礎

化学品、医薬品、その他の産業についても実行

が検討されているとしている。ここではすでに

93年以前に鉄鋼や石炭産業、エネルギー産業な

ど基幹産業のリストラが急務であったことを背

景にしている。本文書は第一章で戦略的目的、

目標達成のための手法、第二章問題解決型アプ

ローチ、第三章産業別アプローチよりなる。第

－ 16 －

5） EU準加盟協定63条では「特定の事業、特定の産品を益することによって、競争をゆがめ、あるいはゆがめる恐
れがあるような公的な支援は本協定に違反する。」とされる。なお、リストラクチャリング条項（一時的に保護
関税を許す。EU協定28条）、構造改善条項（一時的に補助金を許す。WTO28条）などの例外措置はあくまでも
産業調整政策の手段として許されるものであり、有望産業振興といった前向きの産業政策手段には使えないこ
ととされている。



一章では産業政策の戦略的目的を市場経済にお

ける産業の効率化、国際競争力の強化、技術革

新であるとし、そのためには次のような社会、

経済的政策が必要としている。すなわち、i）経済

危機の克服　ii）経済成長のための経済基盤の創

造（各種法整備と民営化など）iii）競争力の強化

iv）環境対策　v）輸出振興　vi）中小企業振興　vii）

投資促進　viii）経済安全保障　ix）地域政策　x）

労働市場の創造　xi）外国投資促進　xii）研修、人

材育成などをうたっている。ここで注目される

のは経済危機の克服のためには、マクロ経済政

策の安定とケインズ的財政政策の出動が考慮さ

れ、他方国際競争力強化にはなにより個別産業

の合理化、近代化の必要性がうたわれているこ

とであろう。もちろん国際的協定の枠内である

にせよ、政府による個別産業活動への介入の意

志が示されており、1990年からの自由化路線の

見直しの意図がみえる。いずれにせよここでは

国際協定によって定められた枠組みの範囲内で

最大限可能な産業政策が模索されていると言っ

て良いであろう。

次いで、産業政策の実施に関して2つのアプ

ローチがあるとし、一つを問題別アプローチ

（Problem Approach）、もう一つは産業別アプ

ローチ（Sector Approach）であるとし、今後数

年に亘っては、すでに成熟した国で必要とされ

る以上にポーランドでは国による積極的介入が

必要であるとし、特定産業分野の経済的保護へ

の国のコミットメントを意味するセクターアプ

ローチを軽視してはならないとしている。

第二章は問題別アプローチとされ、ここでは9

つの政策分野が示されている。すなわち、i）産業

の所有権移転（民営化）と組織的リストラ　ii）

中小企業振興　iii）経済、金融刺激の方策（不況

克服と生産の増強）iv）流通政策（Trade Policy）

v）技術政策　vi）環境政策　vii）省エネ政策　viii）

労働市場政策　ix）地域産業政策がとりあげられ

ている。これらの課題については各課題毎に基

本的政策の方向と具体的実施プログラムが例示

されており、広範な課題への取り組み意欲が示

されている。すなわち市場経済化への各種法令

の整備6) をすすめるとともに、例えば、投資促進

のための特別産業区（Special Industrial Zone）、

無関税区（Duty Free Zone）の設置、中小企業

開発公社や融資保証基金の設立、技術開発公社

の設立、研究プロジェクトの競争的選択制の導

入、ポーランド製品の海外市場での宣伝、環境

使用料の創設と傾斜配分、などその後実行に移

されることとなる多くの提言7) を含んでいる。

第三章は産業別アプローチにあてられている。

まず、産業政策でとりあげる産業分野選択のク

ライテリアとして、i）国の安全保障（エネルギー、

防衛）ii）市場（市場性、国際競争力、外資の関

心度）iii）技術と製品（技術の近代化度、エネル

ギー消費、環境問題、EUでの競争力、外国への

依存度）iv）資金（資金投資額、利益率など）を

あげ、また各産業別政策は個別の産業別調査に

基づき民営化、組織の合理化、経営の合理化、

技術的合理化によりなされるとしている。

第三章で示された産業は4つのカテゴリーに分

けられている。すなわち、i）安全保障上の戦略的

分野－防衛、エネルギー（燃料、電力）ii）過剰

能力の削減、省エネ、環境対策を急ぐ必要のあ

る資本集約的産業－鉄鋼、セメント、造船、紙

パルプ、基礎化学、これらについては産業別に

調査を行いリストラ案を策定する。iii）今後発展
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6） 民営化の促進、民法の整備（Industrial Activity Law等）、消費者保護、環境法令のEU法への調整等
7） ちなみに1994年　特別経済区法（Special Economic Zone Law）、1995年　大衆民営化法（Mass Privatization
Law）などが成立、また政策実施機関としてはEUからの援助資金（Phare Fund）の活用を目的として設立さ
れた各地域の地域開発公社を統括する組織としてPolish Agency for Regional Development が設立され、中小
企業振興関連では1991年以来政府部内にあった中小企業対策グループが独立し1996年中小企業振興基金
（Polish Foundation of SMEs Promotion）が設立、技術振興関連でも1997年技術開発公社（Technology
Agency）が設立されている。



が期待される重点分野－石油化学、電子、自動

車、包装、医薬、農業及び食品加工機械、軽工

業、環境保全技術、汽車、建材産業など、これ

らについても産業別調査をおこない、また他の

手法により支援を行う。iv）有望産業及び製品

（High opportunity industries and produts）－す

でに競争力を持ち、あるいはわずかの投資で競

争力を持ち得るもの。これら産業については、

政府は産業及び製品の競争力を評価し、その情

報を公開し、民間銀行等による融資を受けやす

くするとしている。すなわち、各産業毎にリス

トラ計画を策定、あるいは政府としてその将来

性を評価し、本来的には企業自体あるいは新し

い所有者がその経費を支出し、政府は予算の範

囲内で資金的支援をすることとしている。

産業別のアプローチは、主要産業については

民営化を含み、いずれにせよ合理化、リストラ

が中心であり、政府として計画の策定、資金的

支援も考慮されているが、他方、重点有望産業

については政府がそれら産業分野を明示するこ

とで政府が今後この分野の産業の振興を図る意

図を持つことを示すことで、国内外の産業界に

影響をあたえることを期待した、いわゆるアナ

ウンスメント効果政策と考えられる。

ii ）“International Competitiveness of Polish

Industry－Industrial Policy Program for 1995

～97”

産業政策に関する第二番目の基本文書は1995

年4月の上記文書である。これはコヲトコによって

策定された “Strategy for Poland 94～97”の理

念にそって、1994年12月に経済閣僚委員会で承

認されたもので、内容的には先のIndustria l

Objectivesを基本とし、1994年2月発効したEU

との連合協定、WTO加盟という環境のもとで、国

際競争力確保に重点をおいてまとめられている。

計画の目的は開放経済のもとでポーランド産

業の国際競争力を高めることとされ、そのため

政府は　i）経済資源の配分のために市場メカニズ

ムが十分働く様に支援し、ii）生産性向上と技術

革新のための条件を整え、iii）産業リストラを支

援し、iv）環境に優しい開発（Eco-development）

の採用を推奨することがうたわれている。

プログラムの内容としては前回の文書が問題

別アプローチとセクター別アプローチの2つから

なっていたのに対し地域問題が分離独立され、

市場経済の進展にともない、地域格差の拡大や

大企業の合理化、倒産等による地域経済の疲弊

の問題が表面化していることをうかがわせる。

具体的実施プログラムの記述はかならずしも

問題別、産業別アプローチとして明確に分けら

れないが、第一に輸出振興政策、ついで技術政

策が取り上げられていることは開放経済下で如

何にして国際収支を良好に維持するかに政策の

重点がおかれていることのあらわれであろう。

しかし、結果的にはこの輸出振興政策、技術政

策とも最近の2002年時点でさえ成功していると

はいえない。このことは輸出振興、技術政策双

方とも結局は個別産業の合理化、近代化を先ず

基礎にしなければならない事を示唆している。

三番目は構造変革政策とされ、ここに民営化の

問題、中小企業振興、地域産業振興の他、戦略

産業の合理化、有望産業の発展支援が含まれる。

リストラプログラムについては前回と同じ鉄鋼、

石炭、電力、石油、医薬品、造船、非鉄金属、

防衛産業、基礎化学がとりあげられており、そ

れぞれにリストラ計画が策定され、実施する事

が記述されている。なお、有望セクターの発展

支援については市場の将来性と現在の経営状況

が良好なことを中心に選択されるとし、詳しい

クライテリアを別に定め個別産業のランキング

を発表しそのリスト8) は毎年見直すこととされ

た。いずれにせよ、1995年の文書の産業政策に

対するスタンスは1993年の文書とほぼ同一であ
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8） この最初のリストはこの文書が公式になる以前の1994年9月に発表されている。



り、ともに産業別アプローチを重要な柱として

認識していた。

iii）Long term Industrial Poilcy Assumption,

June 1997

1997年1月、商工省は経済省へと組織変えされ、

1997年6月新しい産業政策に関する文書が経済閣

僚委員会で承認された。それが上記文書である。

ここでも、主な戦略目標は国際競争力強化で

あった。すなわち、第二章産業政策の戦略的目

的の内、緊急の目的として先進国に対抗するた

め国際競争力を高めるとともに、環境に配慮し

た持続可能な開発がとりあげられている。その

ための方策としてはまず、技術革新能力の強化、

中小企業を発展させるべく起業家精神の発揚、

効率的資源配分を達成するための市場の整備が

とりあげられている。そしてポーランドの産業

政策の特徴は　a）市場志向的（Market-oriented）

b）水平的9)（Horizontal）c）予測的なものとされ、

EUの産業政策との調和が強調されている。ここ

では個別産業への介入政策の色合いは薄められ、

具体的政策分野としては　a）技術革新政策が

トッププライオリティとなり、次いで　b）輸出

振興政策　c）資源配分を市場に委ねようとする

市場効率化政策　d）市場に歪みをもたらさない

ための競争政策、e）民間部門振興と国営大企業

の民営化促進、f）エネルギー、鉄道、通信など経

済インフラ部門の規制緩和、自由化を含む整備、

などがあり、又石炭、鉄鋼などの社会的に影響

力の大きい産業のリストラ、工業生産の発展促

進、地域政策がとりあげられ、さらに全体の開

発方向にまたがる課題として、環境に優しいア

プローチが示されている。また中小企業振興も

重要な要素であるとされ、それは特に地域経済

の振興に重要な役割をもち、地域の技術革新促

進のため “The Program of Support to the

development of Regional Institutions for

Technology Transfer”が政府により承認されて

いる。また、経済省は経済活動の基本法として、

Industrial Activity Lawを制定すると共に、

State Aidに関する新たな規制法を設けることが

明記されている。この2つの法律は1999～2000

年にともに成立しており、経済活動に関する理

念についてはほぼEUとの調整が終了したことを

意味する。なおこの文書にそって特に新エネル

ギー法が1998年より発効、電力産業の自由化が

すすみ、また通信、金融といった部門の外資導

入、民営化も急速に進む10) こととなった。

iv）その後の動き

その後産業政策に関する公式文書はでていな

い。経済省は、その機能を経済予測を含む、よ

り横割り的機能に移行し、個別産業政策はリス

トラで社会的問題を抱える石炭、鉄鋼など特定

の産業以外もはや政策の中心でなくなった。

1999年6月15日に経済閣僚委員会で承認され

た経済省の文書“A Conception of the Medium-

term Development of the Country untill the

Year 2002”は2002年までの経済省の活動計画を

示したものであるがもはや「産業政策」という

言葉はどこにも使われていない。その前文には

「経済への政府の介入は鉄鋼、石炭や環境保護の

様に重大な社会的影響をもたらすような分野の

みに限定されるという一般原則が採用された。」

と記されており、近い将来のEU加盟を期待しつ

つ、ポーランドの経済政策は再び市場中心のマ

クロ経済運営中心に戻っていくこととなった。
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9） 個々では問題別アプローチという言葉を使わず、Horizontalと言う言葉が使われている。
10） この文書の第四章では政策の手段に触れている。ここでは情報提供的な手法、即ちインディカティブな手法が
強調されている。又、激しい市場の国際化、世界的産業の再編の中で、ポーランド産業の生き残る道は西側諸
国への中間財、部品供給産業、ロシアなど東方市場への最終消費財産業への特化が必要であり、また、世界の
多国籍企業との連携が不可欠であるとしている。



4）ポーランドにおける産業構造政策

－High Opportunity Sector の振興策

について

日本あるいは韓国等東アジアの産業政策の特

徴は産業構造の高度化を狙った産業構造政策に

あると考えられる。欧米諸国の学者の間では

“Picking winners”Policyとして、その有効性に

ついて半ば批判をこめて議論されている。現実

の日本の戦後の産業政策の歴史を見れば、傾斜

生産方式による石炭、鉄鋼を中心とする基幹産

業の生産の再開、復興、次いで昭和30年代前半

の産業合理化政策、そして昭和30年代後半から

の産業構造政策と推移していくが、産業を近代

化し産業構造を高度化していくことに最大の力

点があった。ここには、みずからの産業の後進

性、弱さを自覚し、自国産業を保護しつつ先進

国とのギャップを如何に埋めていくかの試みが

あった。輸出振興や技術革新政策などは日本の

産業構造を高度化していく手段あるいは結果と

して考えられていたように思われる。産業調整

政策は昭和40年代に入って、石炭、繊維などに

強くあらわれる。それに対してポーランドの産

業政策は産業構造を高度化しようとの意識は弱

く、セクター別政策も石炭、鉄鋼、防衛産業な

どリストラが中心であり、衰退産業に対する社

会的問題の解決をはかる産業調整策を中心とし

ている。

ところで、日本の産業政策体系を良く見れば、

共通政策と産業別政策が同時に連携しあってす

すめられており、個別産業政策のみで成り立っ

ていたわけではない事がわかる。むしろ共通政

策が個別の産業の特性や抱える問題を勘案して

一般化した形でつくりあげられ、他方一般化さ

れた共通政策が個別産業政策にフィードバック

されるといった相互交流がおこなわれていた。

ポーランドではこうした動きはみられず、各部

局の独立性は強い。

1993年のポーランドの産業政策ではリストラ

計画を中心課題とする基幹産業対策以外に、将

来のポーランドの産業を支える有望産業がHigh

Opportunity Industryという名で述べられ、その

振興の必要性が記述されていた。これは一時期、

ポーランドでも日本あるいは韓国などアジア的

産業構造政策を習おうとする意識が有ったよう

に思える11)。当時、政治家、学者の中には政府の

積極的支援を期待する向きもあった。しかし、

1993年の商工省によってとられた政策手段は積

極的支援を期待した人々を満足させるものでは

なかった。すなわち、そのアプローチは情報提

供に止まり、特別に選ばれた産業への資金的支

援については、なんのコミットメントもなかっ

たのである。

1995年の文書では“High Opportunity Sectors”

の振興には特別の重要性をおくこととした。こ

こでHigh Opportunity Sectorsとは「利益ある輸

出を発展させ、産業の近代化及び産業構造の改

善について、非常に重要な産業分野」と定義し

ている。当初産業分野の選択基準（クライテリ

ア）として、次の様なものが考えられた。

i ）将来の世界の市場状況 ：a）OECD諸国におけ

る過去の成長率（83～93） b）世界の輸出増加

（84～93） c）輸出比率

ii）ポーランド企業の活動状況：a）経済活動指標

（労働生産性、資本率、利益率、経営状況）b）実

際の活動状況（売上げの成長率、輸出増加率、

国内市場の輸入比率）

上記要素をほぼ等分にウエート付けし産業ラ

ンキングを評価しようとした。

1995年12月に経済閣僚委員会に報告されたラ

ンキングリストには145部門、36の製品グループ
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11） Grzegorz Kolodko, Mario Nuti,“The Polish Alternative”p 38, UNU World Institute for Development Economics
Research, 1998  「Strategy for Poland では、すべての急成長した国々の経験におけると同じように、市場経済と
その成長を強化するものとして政府の役割を見ており、太平洋地域の成長に成功した国々からの教訓も含まれてい
る。」としている。



が選択されており、電気機器、照明機器、自動

車部品、医薬、化粧品、プラスチック、ガラス

器具等が含まれている。しかし、問題はこれら

リストの発表の後、特に政府として具体的振興

策を取ることはなかったことであろう。その背

景には、政府がHigh Opportunity Sectorsを明示

することに多くの疑問12) が寄せられる事となっ

たことがある。まず、評価方法が過去のデータ

を使ってそれを引き延ばしたものにすぎず、将

来を正しく予測できているかどうか、という方

法論からの疑問。また政府が選択した分野はあ

る産業部門あるいは製品グループであり、企業

はその内から特定の製品を選択しなければなら

ない。しかし政府の選択は　選択された産業部

門あるいは製品部門に含まれるすべての製品の

将来を保証するものではなく、またここで選択

されなかった分野から有望な製品がでてこない

ということを否定もできないということ、すな

わち、誤った商品を振興し有望な商品を見落と

す可能性があること。さらに政府が有望産業部

門を示すという事は政府がその分野への投資に

ある種の保証をあたえることであり、そのこと

はいたずらに政治的圧力の源を作ることになり

かねないとするものである。

さらに現実にはポーランドでは特定産業分野

を支援する財政的余裕はなく、またEU、WTO

との協定により、特定産業への金融的支援が

State Aidとして禁止され、移行経済期の経過措

置として認められる範囲ではその支援は十分で

はないという事情があった。

結局、ポーランドにおける有望産業を支援し

ようとする産業構造政策は当初の期待を裏切り、

十分な成果を見ないまま立ち消えになった。こ

うしてポーランドにおける産業政策のセクター

別アプローチは石炭、鉄鋼といった基幹産業の

リストラに伴う雇用を中心とする地域対策とし

てしか残らないこととなった。

5）ポーランドにおける産業政策の成果と

評価

ポーランド経済は92年に経済が回復基調に

乗って以来、すくなくとも2000年までは順調に

発展してきた。その意味ではこれまでの経済政

策は成功と言えるであろう。しかし、産業政策

という観点から見た時、その政策目標が十分達

成されたかについてはもう少し吟味する必要が

あるであろう。

これまで見てきたようにポーランドの産業政

策は当初の拒絶反応の時代を経て、92年頃より

その必要性が認識されるようになり、問題別ア

プローチと産業別アプローチの双方をとりつつ、

最終的にはEUに加盟することを前提にEU市場、

国際市場での競争力強化を戦略目標にしてきた。

そこでは民営化、リストラをすすめ、貿易振興、

技術革新、中小企業育成、環境対策、地域開発

などを政策課題としてとりあげた。マクロ経済

的には一応の安定を達成し、民営化もここに来

て急速に進んでいるとはいえ、上記ミクロ経済

的政策課題は今日十分な成果を挙げているとは

言えないように思う。

国際競争力の強化とは本来的には個別の企業

レベルの問題であり、産業の競争力とはそれら

個々の企業の競争力の総和である。ポーランド

の産業政策はその戦略目標の第一に国際競争力

の強化をかかげたが、すでにみたようにその政

策手段はせいぜいインディカティブなものであ

り、直接個々の産業、企業の合理化、近代化を

支援するものではなかった。いくつかの重要産

業についてはリストラ計画が策定されたが、そ

れらは計画を策定したところでおわり、その実

施については個別の企業の手にゆだねられた。
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12） ここの記述は以下の文書を参考にしている。
“Sectoral Proragm for the Restructuring and Privatization of State Enterprises”Task Force for Structral
Policy in Poland, June 1997



結局、こうした状況の中で合理化、近代化に成

功したのは外国企業との提携、あるいは外国企

業により買収された企業が中心であった。競争

に曝すことで個々の企業経営者や従業員の意識

が変わり、合理化、近代化がすすむと考えたの

はいかにもナイーブな市場への信頼であった。

確かにいくつかの企業では自主的近代化に成功

した例13) がないわけではないが、しかしそれは

決して主流を占めているとは言えない。政府は

マクロ経済指標を重視しインフレを押さえるた

め高金利、緊縮財政をずっと維持してきた。こ

のことはミクロ政策としての産業政策とは対立

することとなる。高金利政策は、近代化投資を

難しくし、競争力を高めようとする企業の積極

的経営を著しく阻害してきた。ポーランドはEU

から与えられた10年という経済体制移行のため

の経過期間を企業の近代化、合理化のため有効

に活用することができなかったように思う。

貿易については輸出振興が強く叫ばれ、輸出

保険制度が創設され、またポーランドブランド

の確立のための努力、貿易見本市への参加など

が計画された。しかしそれが十分に効果があっ

たとは言えない。この10年、輸出の伸びは輸入

の伸びを大きく下回り、貿易赤字は拡大をつづ

け、常に危機的水準にあるといわれつづけてき

た。また高付加価値製品やハイテク製品の輸出

に占める比率は低い。輸出産品は依然として石

炭、低付加価値の鉄鋼製品、電線など非鉄金属

製品、化学肥料、セメントといった基礎化学品

が大きい比率を占めている。また、家具、衣料

などは外資系企業よりのデザイン、原材料、機

械の支給によるOEM生産が多い。又、自動車、

家電などは外資系企業による輸出であり、輸出

振興策とは直接関係はない。船舶は大きな輸出

産業となっているが、これは数少ない、自力で

の近代化に成功した例とされてきたが、ここに

きて運転資金の手当てに苦労している。以上を

考えると、貿易の振興は確かに貿易保険など制

度的整備や見本市への参加なども重要であろう

が、結局は個々の企業、産業が近代化し技術革

新を進めない限り、これら制度整備も効果的で

はないことを示している。なお、貿易保険は保

険料が高いため、その利用率は非常に低いとい

われる。

技術革新政策もはっきりいって空振りに終

わっている。技術革新政策は1995年以来産業政

策の大きな課題とされているが、先ず何より各

産業毎の海外との技術格差の認識を深め、その

格差をともかく埋める努力がされなければなら

ない。ここでは自らの技術開発というより外国

先端技術の導入とその定着が第一であり、その

過程で技術消化、改良の努力が必要となる。次

いで市場ニーズにそった応用研究の実施がされ

るべきであろう。しかし、ここでも個別産業技

術ニーズの実態に基づかない技術革新政策がと

られ、例えば国の技術開発プロジェクトの選択

を競争入札にすると言った制度的改革に重点が

置かれ、実際に具体的技術開発プロジェクトを

開始し、その成果を工業化するための方策を考

えるといった方向にはすすまなかった。むしろ

全体としては技術開発と研究開発を分離し政府

の役割を基礎研究に限定するといった、先進国

と同じ様な技術政策をとろうとしており、ポー

ランドの産業の実態に合ったものとはなってい

ない。

中小企業政策について言えば、ここでも産業

別のアプローチが避けられているため、産業毎

の特殊性が無視される。多様な業態を持つ中小

企業に対する共通政策がのみが模索され、個別

産業の近代化を促進するのに効果的であるよう
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13） 自主的努力で近代化に成功したものとしては例えば石炭企業のBogdankaが名高い。
多くの同業種の企業が政府の支援を受け、リストラが進まない中、自主的合理化策をおしすすめ、良好な経営実績
をあげている。造船のSzczecin造船所は最近まで自主的経営により近代化を果し、成功した代表例とされたが、
2001年に入り、にわかに運転資金不足におちいり、2002年7月倒産することとなった。かって優秀な経営者とされ
た社長、副社長の公金横領の疑いがかけられている。



には見えない。日本の戦後の中小企業政策の柱

の一つは、同一業種内中小企業の共同による合

理化、近代化の支援であり、各業種ごとの近代

化計画の実行に国が支援をし、生産性向上、品

質向上を図るといった方式をとり、効果を挙げ

たと考えられる。それに比べポーランドにおけ

る中小企業政策はいかにも隔靴掻痒の感が有る。

そして外資系企業が自動車、家電など耐久消費、

加工組立て型産業に進出しても、それを支える

いわゆるサポーティング・インダストリーが

育っておらず、部品輸入を増加させることと

なっている。

ポーランドは1992年12月、EUとの間で連合協

定（Association Agreement）を結びそれは94年

から発効しているが、その中にはState Aidに対

する規制条項があり、市場における自由競争を

ゆがめるような政府による特定産業への支援は

協定に違反すると明記されている。

こうした状況は従来、日本や韓国など主に東

アジアで取られてきた産業政策の実施をむずか

しくしており、なによりも特定産業を対象にし

たセクター別アプローチは否定されがちである。

しかし、国は自国の産業の将来のあり方につ

いてビジョンを持つことができ、またその実現

に努力することができる。もし仮に、自らの産

業の将来目標を持つ意志がなく、そのための努

力もする必要がないとするのであれば、そもそ

も産業政策の成立する基盤はない。産業政策は

自国の産業のあり方について目標を持つことか

ら始まり、その目標を実現するための政府とし

ての努力のあらわれと言える。このことは産業

政策は国民経済という枠組みから自由ではなく、

ある種のナショナリズムの色彩をおびることが

多い。

産業活動が国境を越えどんどんグローバル化

しているなかで、産業ナショナリズムを唱える

ことは時代錯誤かもしれない。EUが「自由競争

をゆがめるような、政府による特定産業への支

援は許さない。」と言うとき、これから加盟しよ

うとする旧社会主義国にその自由競争に耐えう

る互角の条件が整っていることを前提にしてい

る。しかし、筆者は旧社会主義国の産業は先進

工業国に対しそもそも大きなハンデキャップを

持つという前提で、これら諸国の産業政策を考

える立場をとる。すでに十分発達した産業を持

つ国は、産業の育成に関する政府の役割は少な

い。また、先進国同士の産業の競争は公正でな

ければならないだろう。しかし、発展途上国や

移行経済諸国の産業は先進国の産業と同じ土俵

で競争し、産業を望ましい構造にするにはマク

ロの経済運営だけでは不十分であり、幼稚産業

保護論14) に通じる考え方であるが、なんらかの

政府の支援、すなわちある種の産業政策が必要

と考えられる。

6）産業政策の成立する条件

筆者は産業政策が成立する条件を次の様に考

えている。産業政策がその国にとって効果的で

あるためには政策立案から実施、そしてその成

果のフィードバックのシステム、サイクルが良

好に出来ている事が必要である。すなわち、調

査分析－政策の立案－政策手段の整備、ある場

合は新しい政策手段の用意－政策の実施（政策

実施機関の設立も含む。）－政策効果のモニ

ター－政策改正へのフィードバックというサイ

クルにおける各要素が十分連携をもちつつ機能

しなければならない。以下、ポーランドにおけ

る産業政策の成立する条件を考察する。

i ）調査分析：現在個々の産業がいかなる状況に
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14） 一般に幼稚産業の保護が認められるのは、将来における発展の可能性があり、しかも社会的に収支の採算がとれる
のに、私企業ベースではそうでない産業にのみ認められる。（「産業政策の理論」両角良彦　日本経済新聞社、1966）



あるか、世界的市場のなかでその競争力、問題

点を明らかにする必要がある。ここでは政府が

幅広い情報の収集ネットワークを持つことが肝

要であり、また、その調査の過程でできるだけ

業界団体、企業を参画させ基本的情報を共有す

ることがその後の政策立案、実施において効果

的となる。

旧社会主義国では、計画経済実施のための従

来のしっかりした組織が解体され、経済官庁は

各産業界の状況を把握する手段を失い、さらに

支援手段、強制手段も失った。一方、産業界と

政府との信頼関係が崩れ、日常的接触を必要と

しない状況となっている。このことは個別産業

の実態の把握、問題点の抽出、それへの適切な

対応策の構築を難しくしている。

ポーランドの場合はすでに述べた様に、1997

年商工省など3省庁が合併、経済省が設立された

が、人員は商工省とほぼ同数の500名程とされ、

特に縦割り局は著しく縮小された。例えば各産

業毎の政策を立案する部署は産業政策局に一本

化され、人員も20名程となった。かって金属工

業省や化学工業省などが独立の省としてあった

ことを考えると、いかに小さい政府になってい

るかがわかる。そしてこの陣容では個別産業の

実態把握から政策立案までを担う事は難しく、

必然的に調査分析は外部に委託されることとな

る。又、省の幹部は国営企業のリストラにとも

なう組合対策など日常的問題の解決に忙殺され、

長期的政策の立案ができる環境にはないと考え

られる。また、ポーランドの場合、民営化政策

が経済省から切り離され財務省管轄となり、で

きるだけ有利な条件で国有財産を売却すること

が最大の関心亊となり、民営化政策に産業政策

的視点が入り込む余地は少ない。いずれにせよ、

政府は政策立案のための判断を十分な情報を分

析しつつ行わなければならなが、ポーランドは

この点でまず問題をかかえている。

ii）企画・立案：政策の立案にあたってもっとも

重要なことはどこに政策の目標を置くかであろ

う。調査分析に基づき問題点を明確化し、政策

目標が定まればその目標達成のための方法が定

まる。時代により、経済の発展段階により目標

は変化するが、目標決定には関係者のコンセン

サスがその実効性を高めるため重要となる。日

本の場合は調査分析、原案策定、最終案決定な

どの各段階で政府が産業界、学会、マスコミ、

消費者代表などからなる検討会、研究会をもち

意見交換が行われることが多い。

ポーランドの場合は経済省の役割は政策の立

案に重点がおかれ、政策実施への関与の度合い

が薄いように思われる。また、先に述べたよう

に、自らの調査分析機能が十分でないことから、

立案に関して外部の人材への依存は大きい。経

済省では新しい政策はいくつかの段階で大学教

授など外部のアドバイザーに委託あるいは意見

を聞いて作られる事が多いが日本的諮問委員会

といったものはない。また、業界団体は政府に

対してより、むしろ議会にロビーイングをする

ことが多く、その役割はアメリカ的といえる。

更に政府の役人の場合、実に頻繁にEU諸国での

研修、セミナーに出席する機会があり、またEU

の加盟国政府の専門家からアドバイスを受ける

機会も多い。こうした状況の中では政策の骨格

やメニューはEUや他先進国のそれに類似したも

のとなりがちであり、ポーランドの実情、ポー

ランドの将来にとって最適のものとなるか疑問

がある。

iii）政策手段、政策実施機関の整備

産業政策の実効性を高めるには、まず、有効

な政策手段、及びその政策を実施する実施機関

が不可欠である。政策手段は一般に規制政策、

支援政策、誘導政策にわけることができる。規

制手段は市場の失敗を是正するための最も直接

的な厳しい手段であり、許認可や各種規制を含

む。直接的な規制とは価格統制や輸入割り当て、

外貨割り当てといった手法もある。
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支援政策は財政的、金融的、税制的手段に分

けられる。すなわち、補助金、低金利融資、税

の減免措置といった手法で経済活動の振興を行

うことができる。しかし、これら手法は当然そ

の国の財政事情にかかわることであり、また、

あるばあいは市場機能を必要以上にゆがめるか

もしれない。なお、規制を特定の目的をもって

緩和することが支援策となることもある。

いずれにせよ、基本的には、ある意図をもっ

た飴と鞭の使い分けが政策手段となっている。

ただ最近の自由主義経済のもとでは、一方で規

制緩和がされ、他方で財政的政策手段も縮小し、

効果的に産業活動を誘導することが難しくなっ

ている。中東欧諸国の産業政策上の問題の一つ

は、有効な政策手段を失ってしまったことであ

ろう。かって、日本が先進国を追い掛ける過程

では、限られた資源の政策的配分が業界誘導の

手段として用いられた。しかし、外貨割り当て、

政策金融、徐徐の資本の自由化といった手法を

持たず、また、本来産業政策との密接な連携の

もとに行われるべき民営化プロセスも産業政策

手段として殆どつかわれていない。それは、経

済省にその意識が無いことにも問題があり、そ

して、そのことがまた、政府と産業界との距離

を遠ざけてもいる。

次に政策の実施にはそのための組織、機関が

必要となる。日本の場合はその政策目的に応じ

た多様な組織が構築されている。中小企業政策

であれば中央政府－地方政府－商工会議所－傘

下の中小企業という政策実施の組織的骨格があ

り、その周辺に、中小企業事業団、商工中金な

ど特殊法人、各産業セクター毎の工業会、協同

組合など政策実施を助ける機関がある。研究開

発では、政府の研究補助予算と、研究を実施し、

成果を移転する国立、公立、民間の研究所が存

在している。政府の政策は多様な機関が参加し、

実施されることとなり、その実施能力が問われ

る。ある場合は政策実施のための組織の事務経

費が大きく、政策実施のための資金が組織維持

のために使われてしまうといったこともおこり

うる。ここでは実施機関の能力を高め、又、そ

の活動を適確に評価する体制が出来ていなけれ

ばならない。

移行経済諸国では、一般に政策メニューは外

国からの助言ですでにかなり取り入れられ整っ

ており、また多くの政策実施機関も設立されて

いる。問題は、それら組織がかならずしも相互

に連携が無く、しかも設立された後政府の支援

が途切れ十分な活動費が無く、本来の活動を停

止しているところが見られることであろう。

ポーランドの例で考えると、政策手段として

は上記　i）法令による規制　ii）税・融・財政的優

遇措置　iii）情報提供があげられており、その意

味では産業政策手段は整っているように見える。

しかし現実には法的規制の緩和、自由化につい

ては全体として日本より進んでいるところもあ

る位で、1950～60年代の日本のように、規制を

徐徐に緩和しつつ産業を政策誘導する状況にな

い。また、税、金融、財政手段はその緊縮財政

政策の中で発動しにくい。情報提供については

統計資料の整備はすすんでいるが、政府と民間

の信頼関係に問題があり、日本的アナウンスメ

ント効果を期待する事はむずかしい15)。

政策実施機関については、一般に数や種類は

多いが1つ1つの機関は小規模であり、相互の連

携は悪く、運営資金に事欠くところが目だつ。

また、監督官庁と実施機関との関係も緊密とは

いえない。それは運営費、事業費が政府から期

待できない事からきている。

さらに地方自治体の指導力の弱さ16) は、地方
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15） 日本の戦後の政策金融が基幹産業の近代化、合理化投資に果した役割は大きい。その融資比率は決して大きくはな
いが、政策金融の融資決定は政府支援の意志、表明であり、呼び水効果として、民間金融機関からの融資が容易に
なった。しかし、ポーランドでは過去の経験から政府支援のプロジェクトは特別の問題を抱えた案件であるとされ、
逆に民間融資が受けにくくなるとさえいわれる。これは日本とポーランドの大きな社会環境の違いといえる。



でのプロジェクト実施に際し問題である。ポー

ランドにおける地方自治は誕生したばかりであ

り、中央集権国家から、地方政府への権限委譲

は必ずしもスムーズに行われているとはいえず、

特に地方政府の独自財源は乏しく、地方政府は

独自の政策をとりえない。かっての中央から地

方末端までの意志の伝達を担保した中央集権機

構が崩れたあと、それに代わるべき組織がまだ

出来上がっていないと言わなければならない。

iv）政策のモニター

最後に政策は実施状況が十分にモニターされ、

政策立案者にフィードバックされる必要がある。

当初の調査が不十分であったり、その後の経済

状況の変化で政策の変更が必要となることがあ

る。そして政策はある意味で安定したもので無

ければならないが、一方で固定したものでもな

い。

ポーランドは政治家主導の経済運営がされる。

各省庁は政治家である大臣、数名の副大臣17) が

その時点の政権の政策を実施することとなる。

すでに見たように、政権交替により、経済政策

の方向は変化する。ただし、ポーランドは大枠

のマクロ経済運営では当初バルセロビッチが敷

いた路線を踏襲してきたといえ、比較的安定で

あったといえる。なお、政策効果のモニターに

ついては、実施機関と政府との関係が緊密とは

いえず、十分機能しているとはいえないように

思う。

以上、政策の立案から実施に至るプロセスを

見てきたが、今日日本が政府の役割が大きく、

政府機構も過大にすぎるとされる状況とは逆に、

ポーランドでは政府の機能、機構を早く小さく

し過ぎてしまった様にも思われる。ヨーロッパ

の旧社会主義国は自らを先進国であると自負し

ているところがある。現にハンガリー、チェコ、

ポーランド、スロバキアはすでにOECDに加盟

をはたしている。しかし、現実には先進国との

間の経済格差は大きく、いろいろの面で発展途

上国に属し、その発展プロセスは先進国ヘの

Catch up 過程にいると考えるべきであろう。そ

の時、政府の役割は先進国のそれとは違ったも

のがあり、未発達の機能の政府による補完が必

要であった。しかし急ぎ過ぎて先進国になった

ポーランドには、最早かって日本、そして韓国

やその他アジア諸国がとってきた政府による市

場機能の補完政策を期待することはできない状

況となった。

今日のポーランドではもはや、日本的産業政

策を実施することは不可能であろうし、又その

ことは日本的産業政策が非常に特異な環境のも

とで実施可能であったことを知らせてもいる。
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