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１．はじめに

今日，世界の発展途上諸国の左かできわめて注目すべき経済成長の実績を達成しつつあ

るメキシコの径済は，いわゆる「混合経済」体制のもとに，公共部門が経済の基幹部門を

推進し，民間部門がこれに適度淀反応するというパターンに基づいて運営されている。

このような公共部門と民間部門の協鋼関係を円滑に進めるに際して遷済計画がかなり重

要な役割を果たすことになるが，メキシコでは】９３０年代からこの分野においてさ富ざ玄

左先駆的努力がなされてきた。

現在のニチェペリア政権当独自の珪済計画を単備中といわれるが，今後室ナ宣すメキシ

コ珪済の運営のなかで重要さを高めてゆくものとみられるメキシコの経済計画を理解する

ための背景として，ユ９３０年からⅡ９６Ｕ年代にいたる歴代政槽のこの問題に対する取組み

とそれ忙伴たう諸問題についてとり玄とめてみた1A｡

2．〃経済計画〃の導入

メキシコにおいて経済計画を意味するplanecon8tnico左いしはplanifi-

caci8necon3micaという用語が用いられるようになったのは1930年代に入っ

て堂もないころであったロすなわちパスクアル・オルテイス・ルピオ大統領期の１９３０年

７月１２日の官報に告示された〃LaprimeraLeysobreplaneaci3n

generaldelaRep6blica〃か，メキシコ国丙の資源の実態を把握し，

〃ｐｌａｎＮａｃｉｏｎａｌｄｅＭｅｘｉｃｏ〃を策定する必要性を強綱するとともに，その

上り左利用可能な資源のg思議にもとづいて国家の発展を地勢，気候，人口，経済，国防，

公衆衛生および現在．未来の廼醸に岡和させるための機関としてＣｏｍｉｓｉ６ｎＮａｃｉｏｎ－

ａｌｄｅＰＩａｎｅａｃｉ６ｎおよびComisi3ndeProgramaの設置を，たったの

が最初であったといわれる。

3．第１次「６カ年計画」

－１８－



１９２９年に始竺った世界経済恐慌は革命に伴童う内戦の混乱を十分に拾収していなかっ

たメキシー経済にきわめて重大左打撃を与えたが，革命と世界経済恐慌という内外におけ

る二重の混乱の左かで）労働者，艮民，一般人，軍部左どの革命陣営諸派の間に政治的休

戦の気運が生され,国家革命党(PaTtidoNacionalRevolucional）のもと

に団結して，メキシーという国家そのものを再建に力をあわせることになったロユ９３３年

エ２月に国家革命党の大会によって承認された「６カ年計画」は，当時の西欧諸国に蓉い

て世界経済恐慌を磯に採用され始めた「経済に対する国家の介入」政策，ならびに戸シア

革命後，0余年を経過したソ連の経済計画から多くのヒントを得た‘のであり，連邦政府

と国家革命党の「プログラム委員会」，Ｃｏｍｉｓｉ６ｎｄｅｌｐＴｏｇｒａｍａによって作成

されたものであった｡直接の契機は１９３４年の大統領選挙に際して,以後６年間にわたる

新政権の経済政策の根幹を示すことであったが，１９２５年から２８年に政槽を担当し，引

退後も絶大な櫨力を保持していたカイニス前大統領（ＰｕＴｔａｌｃｏＥ１１ｉａｓＣａｌＩｅｊ

のビジロソに従かってメキシコの経済を運営し，世界経済恐慌による混乱からメキシーを

脱却させエゥとするものであった◎

との「６カ年計画」については「その計画は連邦政府，地方政府の支出の増加を堂かな

うべき資金調達方法を提示していなかったし，童た計画立案者たちか財政収入の織造や収

入増大の方法を真剣に検討した証拠は注ぐ，公共支出と一般的経済活動水準の関係を十分

に理解していたという証拠もない」というＷ・ＫＳＧｏｒｄｏｎＳｈａｅｆｆｃｒ（注エ）指

摘が核心をついていると思われるが，当時〆キン＝には，そのような計画立案の基礎とな

る経済研究機関，統計関係機関が存在しなかったこと,および計画を実行に移すための機

構が左かつたこと，さらには政楢の鰻高責任者たるカルデナス大統領自身がそ●計両行塁

に積極的に参加してい左かつたことまどか原因となって；｢６カ年計画」は十分に実行さ

れるにいたらなかった。

１９３５年にカルデナスによって新設された特別諮問委員会〔Ｃｏｍｉｔ６Ａｓｅｓｏｒ

Ｅｓｐｅｃｉａｌ）は「６カ年計画」に内在した上記のエラ左問題点を補正するためのもので，

関係各省，全園溶漉委員会，中央銀行理率，ニヒード信用銀行理事をメソパーとじ,全国
-●■－■

的な政策の調整を委任された。しかしながら，との委員会は十分な概能を発揮するにいた

らず，やがてカルデナスに上って，後継政権のための「第２次６カ年計画」（エ９４ユー

４６年）を作成するために内務省〔ＳｅｃｒｅｔａＴｉａｄｅＧｏｂｅＴｎａｃｉ６ｎ）に計画担

当部局が新設された。
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4．第２次「６カ年計画」

第２次６カ年計画に関して注目されることはその冒頭に序軍が設けられ，第ユ次計画の

反省にもとづいて，次のよう左諸点が勧告されたことである｡(ｴ)政府の具体的な活動計画

を明確にすること，(2)政府および政府関係賭機関の活動を調駐すべきこと，(3)連邦政

府の経済活動計画を数値的に把鍾すること，(4)国内の経済,社会,政治,軍事の各界を

代表する「段高国家会議」を早急に段魅すべきこと，（,政府与党は第]次６カ年計画の

径験ならびにユ９４Ｕ年の全国セソサスの結果を参照して第２次６カ年計画を桟射し，修

正すべきこと。

しかしながら，との第２次６カ年計画も童士実際には机上のプランに終ってし注っ７ｔ。

その原因を検肘してみると，第ユに，低開発国でしばしばみられる専門家の不足，とりわ

け計画の手法についての知識と経験が不足していたこと，第２に，同一与党に上る政植の

平和的継承という政治体制が確立されているとはいえ，官僚機構の欠如など経済政策の連

焼住を保証するメカニズムの左('、状況のもとで，前任の政樋によって計画が作成されたこ

と，第３に，後継の政樋は，憲法の精神にもとづく大原則の許す範囲内で前任の政抱とは

対照的な政策を打ち出す傾向があるため，前任の政槽定よって作成された計画の実行に熱

意を示さないことなどがあげられる。

事実，カルデナスは第１次６カ年計画のかかげた諸目標のうち，泊瞬事業と運輸事業の

２項目のみを取り上げ，これに集中的に公共投資をふり向けた。連邦公共役賓額の７７％

に達するそれらの投資はのちのアレマン政栖の５８％をもはるかにしのぐ規模のものであ

ったか，そのことI｡(ｴ)■L地改革,(2)鉄道国有化,(3)石油産業国有化というカルデナスの「

メキシー革命に筋を通河一連の政策を強力にパシク・アブプするといぅ立国の髪われと

みられる。すなわち，氏地改革によって土地を分毘された氏民に酒演によって民業用水を

供給し，その結果としての民業生産上昇の成果を運輸事業への集中投賓によって国民経済

体系の中に統合してゆくというパターンが創造されたわけであり，これはその後の１９４０

年代に入って始発されるメキツコの工渠化の進展と密接な関係をもつことになる。このよ

うなカルデナス期の公共投資のパターンは，近年とみに関心の高きっている発展途上国の

経済成長と社会資本との関係という視点からしてもきわめて興味深いものである｡

ミアピラ・カマーチ国政権

カルデナス政櫨によって作成された第２次６カ年計画は後継のカマーチロ政轍によって
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いかなる取扱いをうけていたかを考察するには，メキシコの経済発展の転換期をもたらし

た第２次大戦の影響を無視することはできな(へ。との間の状勢の変化を要約すると次のよ

うになる｡

第１に，カルデナス政権による鉄道おエびとりわけ石油産業の国有化のために諸外国と

の間に生じていたあつれきか，第２次大戦の勃発により，連合国側の一員としてのメキシ

ーの戦略上の地位の変化によって_気に解消され，国有化に対する報復措歴などありえな

くなったこと。

第２に，第２次大戦により，従来諸外国から輸入されていた工業製品の供給刀牡絶され

国内に「輸入代替工業化」に有利左条件が生み出され，カルデナスにとっては掌一萎的な

課題であったエ業化か，カマーチ。政楢にとっては主要な課題とまったこと□

第３に，主要交戦国アメリカへの戦略物資供給をはじめとする輸出ブームが発生したこ

とｏ

第４に，カルデナスによる土地改革，温漉事業，運輸事業左どに対する政策の成果が国

の内外の需要の増大を童かまうのに貢献したこと◎

第５に，民間経済活動部門の利潤率が高戎，，公共部門の資金調達能力も］９３Ｕ年代に

比して急速に増大したこと･

第６に，政府の公共投資が生産基避強化に向けられた結果，国内の生産力が高室ったこ

と。

第７に，大戦中を通じて年平均約５％という従来に重い経済成長を達成したこと。

第８に，１９，年のメキシコ革命勃発以降，はじめて，国家の利益と民間部門の利益

とか一致し，国家にとって良いことは民間部門にとって良いことであるという公私協調の

気運が生宣れたこと□

さて，以上のエラに，国の内外の情勢がきわめて顔飼に推移したことによク，国家的な

経済計画の必要性に対する認識は急速に薄れてゆき，カマーチロ政権も経済計画の面でさ

したる行動をとらなかった。］942年に設立された｢連邦経済計画委員会｣(ComiSi6n

FederaldeP1aneaci8nEcon6micaは計画そのものと関連のある仕率
■-▲■■

はあきｂ行まわず，発展期をを迎えたメキシ＝経済の公共・民間両部門の活動にとって兼

トルネシクとなっていた統計上の不備を改善することに従事したにすぎ定かつれ

６ミゲル・アレマン政楕
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１９４６年，カマーチロ政槽の任期満了に伴左,後継大統領の選挙を機にしてふたたび

珪済計画が脚光を浴びることになった｡特徴的なことは大統領候補のアレマン自身か積極

的にとの問題に参加したことｊ経済計画が政府の専門家と与党の〆ソ'８－のみならず，国

内各層の関心をひくようになったことである。

当時，遷済は依然として願調であったか，第２次大戦後に１９３Ｕ年代におとらぬ恐慌か

生ずるのではないかという危擾惑力存在したため，１９４６年の大統領選挙の全国遊説を

観に，メキシコ各地の主要都市において，地域代衷，小良民，労働組合，協同組合の指導

者たちと円卓会議が行なわれ，国全体の経済問題とともに地域的問題か菌じられ7t◎との

一連の会議を通じてメキシコの重要な国家的問題として優柔，工業，運類，観光ｶﾞ敵上げ

られることになったが，アレマソは「政府の計画が個人的経験の産物であった比国が当

面している諸問題に対する小数の専門家グループの専門的視野の産物であってはなら左ｖＵ

という立場を強潤したといわれる。住２）

しかしながら，アレマンは大蔵領戯任後，経済計画を作成するにいたらなかったｏその

理由としては次の諸点が考えられる｡(ﾕ）大戦後にアメリカはじめ資本主義経済諸国に恐

慌が発生するという予想がはずれたこと。（２）輸出が好岡を続けたこと。（3リ大戦中

の塵済発展により，メキシコの国内市場力拡大され,資本形成も著しく進んだこと。（４）

国円に蓄積された投資資金が民間部門では輸出向け民業と輸入代替工菜に向けられ，公共

部門では鉄道，ハイウニー，海厩，電力をふくむ公共事業ないしは社会資本釜備にむけら

れたこと。

要するに，アレマソ政権はあえて遷済計画を作成することなしに，直接的に公共投資を

重点的に配分することによって混合経済体制の利点を有効に生かしたともいえる｡第ユ麦

は公共投賛と民間投資の比率を示したものであるが，大戦中および戦後期に公共部門が拡

大している。第２表は第ユ表の公共投資のなかの連邦政府とその他の公共部門の比率を示

第ユ表公共投賓と民間投資の比率“）

公共投資民間投資

Ⅱ９３９～４０３９．６６０．４

４４～４５４エユ５８．９

４９～５０４２１５７．９

５４～５５４１．３５８．７

５９～６０３６．５６３．５

６２～６３48..7５１．３

"
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(出所）Ｅｌｄｅｓａｒｒｏｌｌｏｅｃｏｎ６ｍｉｃｏｄｅＭ２xicoysucapa-

cidadpa『aabsorbercapitaldelexte「iｏｒ，MLxico，

1953；ＮａｃｉｏｎａｌＦｉｎａｎｃｉｅＴａ，ＳｂＡ．，

InformeAnual；Secreta？ｉａｄｅＨａｃｉｅｎｄａ，Ｐｒｏｓｐｅｃｔ

ｆｏｒｂｕｙｅｒｓｏｆＭｅｘｉｃａｎｄｅｎｅｌｏｐｍｅｎｔｂｏｎｄｓ，１９６４．

公共投賓における連邦政府とその他の公共部門の比率（%）

連邦政府その他

１９３９～４Ｕ５６．１４３．９

４４～４５６０．８３９．２

４９～５Ｕ４６．２５３．８

５４～５５４４．９５５．１

５９～６０４７．０５３．０

第２表

(出所）第１表に同19｡

したものであるが，この表から公共投資の構成の著しい変化がみられる。すなわち，カマ

ーチ画期には公共投資は連邦政府と大国営企業曄道，石油，電力）が中心であうたが，

戦後のアレマン期以後は各種の公共企業体（公社，公団，事業団）が急速に増えたことか

資金の配分にも反映されている｡そのような公共企業体はユ９４７年には７５社となり，そ

の後ユ９５９年にはｌ５Ｕ社，ユ961年には３７５社に達することに左ろが，ユ９４７年に制

定されたE連邦政府による公共企業体と政府参加企業の規制のための法令」はそのような

企業体の活動を規制するための最初の法令であった｡同法は大蔵省に十Ｆざらさ31Ｆ報を収集

し，その正しい経済的機能を保証するために，審査と検査に聖って公共企業体と政府参加

企業の活動を規制し，監督する」権限を与え，大蔵省はただちに「国家投資委員会」（

C･misi8nNacionaldelnersiones）を蕊し，７５企繩の予算と

収支の規制，監督，鯛整を行なうことになった。

アレーン政樋の末期になると，（｡）朝鮮戦争で一時的に高堂っ士メキシーの輸出ブー

ムは終わり，②民間投資の有利な部門は減少し始め,③公共投資の収益力鍼少'百向を

示し,(』アレマン政権の公共事業計画の安全調達方法によってインフレが誘発され,⑤
０.￣

国際収支の危機と国内の社会的緊彊状憩が発生し７t。そして；約］Ｕ年間にわたる頑潤な

発展は持続させることがむずかしい諸条件のきわめてラブキーな結合によるものであった

－２３－



のではないかという反省の機運かひろ宮っ7t｡

7．ルイス・コルティネス政権

１９５２年末に＝ルティネス政権が発足した時，メキシコ経済は衰面的な繁栄の様相とは

うらはらに多くの問題を内包してい7t◎その第ユは連邦の財政事構が悪化したこと，第２

は相ついで創設された公共企業体から投資資金痩得のための圧力が強竺っていたこと，第

３は国内にインフレ圧力が高室ったこと，第４は国際収支が悪化したことである□

との様左事態を当時のメキシコ政府と世界銀行の合同レポートは次のように論評してい

る。「…・１９３９年～５Ｕ年には，メキシコは投資活動を調整する機関をもっとと左しに

高い生産と成長率を維持することかできた。しかしい堂やメキシコ経済はプロジェクトの

謁整なしには，かつてのような成果をあげえ左い点にいたっている。それゆえ，メキシコ

は経済発展の問題を１=の縫合的擾関とL定考慮し,各プロジェクトを個別的に処理し，断

片的な企画を打切ろ時期にきた。とれは逸脱することのありえない厳格漆計画”を意味

するのではなく，反対に，世界楠努の変化や国内の需要の変化が経済政策に敏速に反映さ

れることが重要なのである｡すべてのプロジェクトや経済政策の方法が発展に対する貢献

度に応じて評価され，かつ貯蓄が十分に誘導されることが必要となる□要するに，発展の

プログラムが必要となったのである」〔注３）

＝ルテイネス大統領は上記の勧告の趣旨を尊颪し，】９５３年にその任期（ユ９５３－５８

年）についての「公共部門の投資計画」を作成することを大蔵省に命じ，そのための機関

として峻賓委員会」（Comitさｄｅｌｎｖｅｒｓｉｏｎｅｓ）が設伍された。これは大蔵

省の管轄のもとに，大蔵省，中央銀行，ナシロナル・プィナンシニラのメクブブに主って

構成され，政府各省.,公共企業体，国営企業はそれぞれの投資計画と財務関係資料を提出

することに左舛委負会がそれらすべてのデータを集中することに左っ7t｡．．

、この委員会は積極的な活動を開始したが，関係機関との間にしばしに､政治的なあつれき

が生じ，委員会の楢限をめぐっての論議か高さったため，すべての公共部門の投資計画は

大蔵省の龍力と操作の芭囲を越えるものであり，政治的経済的調整の最高責任者たる大統

領に委ねられるべきであるという理由で，「投資審議会｣（Ｃｏｍｉｓｉ８ｎｄｅｌＩＷｅ－

ｒｓｉｏｎｅｓ）が設匠された｡・

メキシーの公共部門の投資計画にとって大選左前進を意味したとの審議会は大統領が股

高貴任者となり，大統領の任命する専門家によって構成され,(1)投資計画の審査,②公共
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投資の優先順位，量，役割の調整，(3)調整された公共投資計画を大銃領の決裁に委ねる，

（4斤期されざる事態を考慮して，投資計画の定期的調整を行なうなどの事項を担当した。

審議会の活動を円滑にするため，各省，公共企業体，国営企業は実施中，研究中の計画，

長期投資計画についてのWW報の提供を命じられ，事前に審鐘会に提出されず，大抗領に承

霊されない投資を実施することが禁じられ，大蔵省は琴鼠会の承露を受けた事例に対して

のみ資金を供給することになった。

審議会は鰻初に公共部門の磁賓を受けるすべての計画をリスト化し，審議会か作成した

投資基準にもとづいて審査を行なった。その投資基邸は(])計画の生産性,(2)＝ストと便益

の関係,(3)社会的便益,(4)他の計画との調整の程度,(5)すでに始められた計画の進捗度，

(6)すでに進行中の計画の場合には，それ以前の投資の保護,(7)計画の雇用創出効果などか

らなっていた。大統領は琴騒会の専門家グループから，国内各地域の股も緊急な経済問題

についての碕報を痩得できるととごなり，この備報によって各省，地方当局，公共企業体

，国営企業等の活動の実態を現実に則して把握しうる上,にまったことの意義が大きかっ

た｡

審議会は年度当初に大蔵省から連邦の投資資金の評価額の報告を受けが各省ｐ各機関か

ら投資計画の詳細の報告を受け，投資可能資金の配分のための子傭的プランを作成し,､大

蔵省，関係各省，各機関の協鍾を行なったのらに大統領の最終的決裁に委ねたロとの段終

段階において大統領の政治的配慮が大きな比重を占めたことはいう雪でも左ＩＡｏこのよ

うな形で，審議会は法的な槻限はなかったにもかかわらず，各省，各機関，各企業の投安

を鼠事実上"監督し，規制することができた。それは(1)必要なすべてのｶﾞﾘ報を把握し,(2)

実敏が計画に及ばない場合には“制裁”を加えることかでき，(3Ｉ公共資金を璽得するため

の競争がきびしかったために非能率や遅滞をきびしく処分できたことなどによるところが

大きかった。

第３表公共投資の主要部門別配分

稲厩運輸・通信電力･石油･ガス合や計

ユ９３９－４０１４．４５７．ユエ６．２．ＢＺ７

]9４４－４５1７．２５６．６1２３‘８６－ユ

・エg４９－５Ｕエ３．７３９．６２ａＯ７８．３

１９５４－５５１４．１３４．Ｕ３０．９７９．０

．．】９５９－６０９．ユ３０．０２８．ユ－．７６－２

ユ９６２－６３８．６２６．７３１．６６６．９
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(出所）Secreta／ｉａｄｅｌａＰｒｅｓｉｄｅｎｃｉａ，Ｍもｘｉｃｏ：

InveTsi‘ｎｐｄｂｌｉｃａｆｅｄｅＴａｌ，1925-1963,Ｍｔｘｉｃｏ，Ⅱ9６４．

ｌｇ３Ｕ年代以降，メキシーの公共投資は温厩，運輸，通侭，ニネルギーの３部門に高い優

先度を与えてきており，それらが７５％を下回るととばなかったので，貸金配分を要求す

る側は経験的に大蔵省から期待できる、公共投資資金の蔑当比率の不文律”を理解するよ

うになったことも指摘されうる（第３蜜参照）｡

ともあれ，との投資審議会は設立当初に考えられていた上りもはるかに大きな機能を果

たすことになった。１９５７年の世界銀行のレポートはこの投資審鍾会について，次のよう

にのべてい為

「過去３年間，投資審護会はプログラムを作成し，いっそう能率的に公共投資を配分す

ることができたｏとの成功は新しい磯構と審議会の専門家グ'８－プの能率的作業に負うと

ころが大営叱しかしながら，大蔵省と中央銀行の侠重な財政・金鯉政策が成功の前提条

件になっていたことも事実である。厳格な財政・金Ｈ２政策とならんで，審巌会と中央銀行

の間，とりわけ審駿会と大蔵省の間の緊密な助力がなかったならば，ユ９５５－５６年にな

されたような満足すべき方法で公共投賓の全面的規制をすることはできなかったである先

（注４）

8．ロベス・マテオス政横

ユ９５８－６４年のロベス・マテオス政梱期には大銃領府（ＳｅｃｒｅｔａＴイａｄｅＰＴｅ－

ｓｉｄｅｎｔｅ）が創設されている。１９５８年の大統領府設置法風ｴ)公共事業のプログラム

(2)地域開発の促進,(3)連邦iB[府，公共企業体，国営企業の投資の計画，円甚，監督,(4)政

府支出，投資の塗合的計画の作成に必要な情報，データの収集などの事菜を大銃領府の所

管とし７t。これによって既存の投資審鰻会の機能がその官董大統領府に移管されたとみら

れる｡大銃領府はこのほか，政治的，経済的問題について，大統領と各省の間の連絡，経

済政策岡整の主管部門としての鰻能を果たすことにまった。

その後１９５９年に，法令にエク，連邦各省，公共企業体，国営企業はすべて１９６Ｕ－

６４年の投資計画を作成することが鍍務づけられた｡この法令の内容はルイス・＝ルティ

ネス大銃領が６年前に公布した投資委員会段立に関する法令挺類似していたが，所得の配

分，国内後進地域政策，輸入代替の慶先的配慮左どのよう左一連の社会的，経済的目標は
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宮ったく新しいものであった。

大統領府は「提出された計画を研究し，プロジニクトを凋壁し，優先頗位，資金ソース

鯛整済みの投資計画を大統領の裁断にゆだねる」ことと造った｡優▲の投資計画は賃金調

達についても，資金ソースならびにその性格，国内資金か外国資金か，公共資金か民間資

金か左どの詳細な事項室で明記することになっていた。

宮尤コルティネス政櫨の時期に投資委員会と公共部門の協力が十分でなかったことを考

慮して，違反に対する懲罰を強化したことも注目されるｂたとえば大銃領が承露してい左

い投資計画に対して大蔵省が資金を提供することか禁止され，すべての省庁は大統領の事

前の承翌なしに国内，国外でクレジプトを岡連することを禁じられ，大統領の承盟を受け

ていない投資にクレジプトを使用した場合には，各機関の預舵資金を凍結することになり

国立外国貿易銀行は大銃領の承塑を受けた投資活動に利用される旨の証明盛のない財の輸

入申請には許可を与え左いととになった｡

大統領府の設立と１９５９年の法令による樋限と纏能の強化が行なわれたのちに，１９６２

年に最初の国家的計画ともい,べき「緊急活動計画」（ＰｌａｎｄｅＡｃｃｉｄｎｌｎｍｅｄ

ｄｉａｔａ）か作成された。この計画も宣尤，他の諸計画と同観に未公表であるが，当時の

新聞への発表'１９６２年ユＵ月メキシ＝市で行なわれた米州機構会譲に提出された資料，

健歩のための同盟」（ＡｌｉａｎｚａｐａｒａｅｌＰ１ｏｇＴｅｓｏ）に提出された賓料など

によってある程度その内容をうかがうことができ究左かでも１９６４年１０月に大蔵省が

．メキシコの閲発伏の外国人引受者に配布した報告はとの計画に関して次の主，にのべてい

る｡「〆キン＝政府は公共，民間両部門の発展活動を銃合するため，宝た同時に浪低限５

％の経済成長率を達成するために，ユ９６３－６５年の風緊急活動計画″を作成し７ｔ。気プ

ンク・テル・ニステ憲章”の原則に従って作成されたとの計画はＣＱ進歩のための同盟9人

委員会"ご世界銀行幻に提出され,両極関はⅡ963年はじめにその検射を終え７ｔ｡そし

て，エ９６４年と６５年の投賓目標と計画は，メキシーに新規の借歓を供与する意図のある

世界愚行，米州開発銀行その他の借款供与機関によって検討されている」（注５）◎

緊急活動計画が作成された背景には次のような政治的，墨済的禰努があった｡士左わら

(ﾕ)エ９５U年代なかばからの対外部門の悪化の持綻,(2)経済成長率か鈍化し，人口増加のた

めに1人あたり所得が低下,(3)キーーペ問題にエる資本の流出,(4)過去。Ｕ年間の公共資

金と民間貯蓄利用の効率と収益性に疑念が生じたこと，(5卜次産品の国際価格の停潜,(6)

遷済の停滞の長期化に関する不安定どである。
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緊違活動計画は第エに経済成長率の低下を画視し，「これ宮でにない努力がなされたに

もかかわらず，最近の５カ年にすべては停祷傾向に向った｡外国需要の不足を国内需要で

補左，ことかできなかった。民間投資の低成長は政治的，社会的環境に主ろ‘のであるか

低所得部門の有効露要の成長の不足にもよるｃ歴然たる率実は，９６ユ年にユ人あたク所

得の成長率が0.4％にとど宮ったということである。この事態か一時的なものであれば上

いが’そうでは左くて下降傾向をたどっている。すなわち，１９５１－５５年の3.6％か

ら１９５６－６０年には二９％となり，】９６１年は0.4％どなっているのである」（注6）

と述べている□

第２に外質依存への危擢がある◎第４裏にみられるエゥに，外国の質金は第２次大戦中

には公共投資の７％以下であったのが，段近５年間には２５％以上に連している。金額的

第４妄公共投資の資金調達（知

ユ94ユー４６１９４７～５２１９５３～５８Ⅱ９５９～６３

予算財源４３．９５６．４４７．８３５ＬＯ

個有財源２８．２２６.Ｕ２４．８２８．８

国内関連２Ｌ３７．２１０．８９．８

外国調達６．６１０．４ユ６．６２６．４

合計ｌＵＯ・ＵlＵＯＯ100.0１Ｕ0.0

（出所）ＳｅｃＴｅｔａイａ‘ｄｅｌａＰＴｅｓｉｄｅｎｃｉａ，ＩｕＷｅＴｓｉ６ｎ
ｐｌｊｂｌｉｃａｆｅｄｅｒａｌ，】９２５－１９６３，Ｍ６ｘｉｃｏ，１９６４．

Oq式エ９５５年の５瞳ドルから１９６４年には】５億ドルと左ク，中期ならびに長期の

公的外国侭務は持続的に増大しつつあり，その結果，債務に対する償還や利子支払等は1ｏ

年前には外jR菰入のエ０％以下であったが，ユ９６３－６４年には約２５％に連し７t◎こ

のような外国賓本への過度の依存が問題の根本的左解決にはならないことが指摘された。

第３に，メキシーの資本・産出高比率の上昇力E指摘され，政府のインフラストラクチャ

ー投賓とエ業化の優先政策に関連して，投資の浪費があったのではないかという反省がな

されね

第４に，アメリカにおける民主党政楢の成立にともない国際政治nW勢の凌化が生じたこ

とで珍究そのひとつの表われともいうべき膣歩のための同盟」にメキシコは参加した

カミ,同盟は援助供与の前提条件として径済発展のための長期的計画の作成を要求し,竺尤
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その他の国際援助極関も援助供与条件の審査を従来のプロジニクト単位の計画から長期的

縫合計画へと重点を移行した。

以上のような現状認識にもとづき，かつ「プソタ・デル・ニステ憲章」を窓議して作成

された「緊急活動計画」の要点は次のとおりであった｡(1)Ｉ９６Ｕ年代前半に経済成長率

を５％以上とする。(2)これは１９５０年代の実載とほぼ等しいが，人口増加率を3.5詔と

すると，ユ人あたりでは２％以下となる。(3)上妃の目標を達成するためには，総固定投資

を計画開始時の国民総生産のユ且５％から】８．４％に高める必要がある｡(4)投資支出は

１９５６－６ユ年の６５０億ペソから７９２億ペソに増加する必要がある｡(5)そ｡投資支

出は５０％を公共部門から，残Ｄ５Ｕ詔は民間部門から調逮されるべきである｡に)都市・

長村の社会的サービス，保趣，教育，住宅などの社会的投資を増加する｡(7)国内市場向け

の民業生産の停滞，人ロ増加，インフレ圧力などの点からみて優柔投資を大巾に強化する。

（８）道路はラテン・アメリカで最高の水準に達し，鉄道もかなりの水準にあるので，運輸，

通信部門への投賓を削減ﾅる゜(9)進歩のための同盟や国際金鯉機関からの資金鋼連を重視

し，公共投資資金の調達比率を政府ｓＵ％，公共企業収益２５詔，国内，外国借款２５％

というユ９５０年代の比率から政府２５％，公共企業収益２５％とし,不足分の２５％を

進歩のための同盟に暦力する国際金磯機関，アメリカの援助に求める｡、｡外国資本にかわ

るものとしてユｇ４ｏ年代末にとられたインフレ政策が考えられるが，そｺﾞM士緊急活動計

西の目標のひとつである所得再分配の理念に反するので採用しなしわ.⑪メキシーのような

混合経済体制において経済計画の崖率を向上する要素として，民間部門が樫敏に反応する

こと;０６必要であるので，民間部門も童士長期的目標と発展の展望をもって:,拡彊計画を鯛

笹してゆくべきである｡

さて，喋急活動計画」はそれにひきつづき】９６５－７０年の６カ年計画が作成され

ることを想定していたが，その計画そのものの成否団ﾕ)１９５０年代を大巾に上回る外国

の公共資金の胸達,②公共部門における投賓の生産性の向上,(3)政府の経済政策への民間

部門の反応などに依存するところが大きかっﾌﾟﾋ。．＿．

しかしながら，現実には緊急活動計画は当初の期待に反して，十分な成果をあげえなか

つ7ｔ｡それにはさ性ざ竺左理由が考えられるか，主要なものとして次の３点空あげられる｡

(ﾕ)ﾏ.クロ経済的ﾓﾃﾞﾙによる投資水準の適正化か十分に行なわれて!'､左かつ渇との点は

計画当事者も麹めるところとなり，その反省をもとにしてｊその後マクロ・モデル作成の
-．３－

ための統計整嗣事業が強力に推進されﾌﾟﾋﾟ(2)計画の実施と成功を可Ｈｇ宏らしめる行政擾構
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の改革が不十分であった。政府部門のみならず，多数の公共企業化に意志決定中枢が分散

している現状を改革することが諜題となった。(3)計画目標とその達成のための経済政策と

の間にギャププがあった。たとえば，資金のアペラビリティなどにこのギヤププが明確に

表われた｡

９．ディアス・オルダス政橘

１９６４年から７Ｕ年にいたるディアス・オルダス政権は１９６６－７０年を対象とす

る「径済社会発展のための苦本方針案」（屋済社会発展計画）を作成した。従来のものと

同様にその全容は公褒されていないが，１９６６年９月１日の第２次年次敏啓においての

くられたその骨子は次のとおりである陸7)。

（１）最低６％の経済成長率を達成する。

（２）、【牧業の発展を促進し，国内市場を強化するために，優牧業に優先順位を与えるｃ

（３）工業化を促進し，工業の生産鰻率を向上させる｡

（４）ｊ也域間，産菜部門間の発展の不均衡を緩和，是正する｡

（５）所得の分毘を公平にする。

（６）教薇,住宅，保建・医療，社会保障など社会福祉の向上をはかる。

.(7)国内の貯者を増強する。

（８）為替レートの安定を維持する。

（９）イソフレ圧力とたたかい，物価を安定させる。

教宙によれば；｢]g~70年に,1965年と同等の1人あたり所得を維持するには,

国内漣生産の実質成長率は年率3.6％で十分であるが,生活水準を引上げるには,１９６６－７０

年に６５霜の成長率が必要とされる」とし，これを達成するのに必要な投資額を2.750億

ペソ（２２０億脚し），そのうち公共部門が９５０億ペソ（７６侭ドル），民間部門が

１８００億ペソ（ｒ“億ドル）を堂か左い，しかもとの必要投資額の約９０％を国内貯

蓄の増大にエって9:達するとしている｡

、公共部門投資額の内訳は第５表のとおりであるが，農牧業関係の投資額はユ９５９－６４

年の.ロベスー・マテオス政権期の２倍以上となっておD，これによって１９６６～７０年に

沼演地面種が８５万ヘクタール拡大されることになり，石油と電力は工業部門投資額の８４

．％に連する。支允，運輸通信関係投安によって1万ｇＵｏｏキロメートルの道路網力拡喪
①Ｃｌ

され，鉄道力３５ＵＵ０キロメートル修復されるとしていﾌﾟﾋ。
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第５表経済社会発展計画の公共投資

部門投資額(億ペソ）投置額(億ドル）比率（z）

工業３７５．３'３Ｕ３９．５

・運輸・通信２１４．７】７２２．６

農牧水産業１３４．９１１ユ４．２

社会福祉２Ｕ９．９１７２Ｚ．ｌ

行政・国防1５．２１Ⅱ．６

台計９５Ｕ・Ｕ７６エＵＯ．Ｕ

（出所）ＥＸｃｅｌｓｉｏｒ，1９６６，９，２．

以上の点からみて，ディアス・オルダス政櫨は公共部門が農・工業の発展の基鐘となる

インフラストラクチャーを整備し，その結果もたらされる外部経済を民間部門が吸収する

ことによって生産性を向上し，資本形成を高め，経済成長率の上昇をはかるという成長パ

ターンを想定していたことがうかがえる。そしてこの成長路銀はそれなりの成果を実現し

１９６０年代後半もメキシーは７％を上回る経済成長率を達成したわけであるが，同時に

その高度成長のかげで産粟部門別，業種別，地域別などさ性ざ連立局面に発展のアンベラ
■～

:/ｽを生じ,それが所得分配の不平等とぬう形でメキシコ社会に緊張をも鬼らしつつある

ことも否定できな'へ。

，970年]２月n日に発足したニチニベリア政栖かこの問題にいかに対処するか,生

産蜑建投資重点の路線を継承するか，あるいは所得再分配重点の公共投資政策に転換する

か，今後のメキシー経済の発展の大菖左分岐点となるものと思われる｡

］0．おわりに

１９３Ｕ年代はじめから１９６０年代末にかけての時期に，メキシコの歴代政槍によっ

て左された経済計画ならびにそれに関連する諸方策を慨観するという意図は，メキジーの

場合，経済計画そのものがコンフィデンシ〒ルな取扱いを受けることが多かったという率
-－●。..'

情のために，十分に実現されえ造かつﾌﾟﾋ。しかし左力Eら，鍾者のメキシ＝在勤中(１９７０

年４月～７２年３月，ニル・コレヒオ・デ・メヒコ経済・人ロ研究センター）に.，この主

題に関していろいろと教えをいただいたピクトル．ウルキディ学長（vイピｆｏｆＬ.－『
｡．［．＿・

Ｕｒｑｕｉｄｉ），ミゲル・ピオンチェプク博士（ＭｉｇｕｅｌＳ・Ｗｉｏｎｃｚｅｌｆ)：および。
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レヒオ・デ・メヒーの研究スタッフの面合に改めて感謝の意を表明してちきたしもとりわ

け,･長年の研究にもとづく独自の所論，見解をよく披瀝して下されたうえ，豊富な収集資

料を閲覧する磯会を提供して下された，ピオンチニブク博士に負うところはきわめて大き

かった。

さて，以上のエラ左サーベイを通じてうかがえるいくつかの点を指摘して本稿の結びと

しよう。

篤】に,初期の経済計画に関しては前任政112が後継政梅のための経済計画を作成したた

めに，､とかく後継政楠によって軽視されがちであったこと。メキシコの政治においては「

６年間待つこと」が大きな意味をもつといわれるように，新政楢が多くの面において前政

権との政策上のコントラストを出す傾向が強いという状況のもとでは，この点は経済計画

が実行されがたくなる大さま要因となった｡

第２に，その後第エの点が反省され，当該政權がその政櫓期についての選済計画を作成
一・～■

･するようになった段階において，計画の基礎となる統計の不備力s大きなボトル・ネプクと

してクローズ・アップされたこと◎メキシコではセソサスなど長い歴史をもっていたが経

済計画への応用という面で質的注水単に問題のあることが明らかとなった。エ９５０年代

以降，との面において長足の進歩がなされたことは特鑓に価しよう□

第３に，経済計画の作成の根幹となるべき巨視経済的モデルの手法についての専門家が

欠如していたこと｡、１９６０年代初期の「進歩のための同盟」が経済開発計画の重要性を

打ち出して以降，メキシコではとくにこの人材の養成に力が注がれ,事態は急速に改善さ

れつつあるＤ
Ｐ■の｡■Ｐ

第４に，]９６０年代初期に「メキシーの奇Ii$」といわれ，その後もラテン・アメリカ

のみならず，世界の発展途上諸国のなかで「別格」といわれる経済成長を達成した過程に

.おいて，経済計画がかならずしも大きな役割をはたしたとはいえまいこと。このことは計

画そのものが十分に公表されなかったことと無関係ではなく，政府の経済計画に民間部門

が敏感に対応しにくいというマイナスの効果をもたらした｡今後の改善がのそ宮れている

側面であるｃ

第５に，以上のエうな問題点はあるものの，〆雫シー人自身がそれらの点を認識し，そ
－－心

の解決に取組んでいることを指摘しておかねｹｺﾋﾞなら家1A･ラテン・アメリカでは多くの国
L▲ず●~｡

■●｡－

が経済計画を作成し,公表し，実施してきている力s，計画と実痩とのギヤププがち注Dに

も大きく，「計画だ看れ」の事例も多く報告されている。メキシーについて指摘した問題
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点はこれらすべての国にもあては富ることであるだけで左〈，それらの国々に何.臣済計画

に関する歴史の浅さが様々な障害の基本的な要緊であることも指摘されているＤメキシコ

において，過去４Ｕ年以上にわたってくりひろげられてきた経済計画に関する試行錯誤は

混合経済体制のもとに独自の経済政策路線を進みつつあるメキシコの今後の政策運営のた

めの貴重左礎石となってゆくものと思われる。
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