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１９８１年。
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⑪三橘利光「現代メキシコ｢lJlllI階級の経済的位枇と現状の諸lllUiHT--方法論
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①（湯Ⅱ|摂子）は著者の多年にわたるメキシコ統済研究の成来であり，これま

2８



でに発炎された多数の労作の集大成である。本学界展望欄でも第６号（１９７２

年)鈩第１３号（１９７９年）においていくつかの論文をとりあげ、その特色を論

じ，これら論文が－冊にまとめられるのを期待したが，今回本書の刊行をみ，わ

が国におけるメキシコ研究の深化に著しく貢献したことは評者にとっても大きな

喜びである。

本書は，政治的には第三世界のリーダーとして，経済的には他に例をみない安

定的成長を達成した国としてのメキシコの成長の蔭に，貧繭の差の著しい拡大が

あり，不平等化が進行していることに着目し，メキシコ経済成長の成果を，経済

発展の目的である民衆の福祉水準の向上という観点から問い直し，民衆を含めた

経済発展の方途を究明することを目的としている。

「第１章経済成長と構造変化」は，２０世紀のメキシコ経済の発展過樫，特に工

業化過程を概観し，経済櫛造の変貌を明かにする。第２～４章は所得分配をとり

あげる。「第２章経済成長と社会的公正｣は，民衆の福祉水準の向上という観点か

ら経済成長を検討し，生活水準の変化について食樋，栄養，保健，教育ときめ細

かな比較を試み，経済成長が各階liijの所得成長に与えた影響を分析している。「第

３章社会経済階層の特性」は，所得格差を生ずる原因となる国民の諸階層の社会

経済的特'性を分析する。「第４章所得再分配｣は所得分配の問題をとりあげ，経済

成長と公正な分配を実現するためには，単なる所得移転にとどまらず，所得を生

み出すのに力がある資産の再分配および生産的雇用機会の拡大が必要であるとす

る。

第５～７章は雇用問題をとりあげる。「第５章雇用IH]題とその背紫｣は不完全就

業の問題を指摘し，伝統的農業地域において高いという。その原因は労働力人口

の急増と農業における雇用吸収力の低下にあるとし，催業の雇用吸収力の低下の

原因として，生産動向と作|]構成の変化ｗ機械化，土地〃i有構造をあげる。本章

は股業構造が雇用に及ぼす影響を分析したユニークな論文である｡｢第６章労働移

動」は，不完全就業のもとに生ずる腱村から都市への人口移動を論ずる゜特にメ

キシコ市について人'二I移動と雁用機会をとりあげ，労働者の質と所得水準，移動

者の質との関係をきわめて詳細に分析する。本章はメキシコ民衆の福祉を実現す

る上に歳大の問題である雁用について，特にメキシコ市を中心に検討することに

より，メキシコ経済の弱点をきわめて生き生きとImiきだしており，本書中の圧巻

である。農村に極端な尖皀裟が存在し，未組織部''１１が大都市に増殖している限り，
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農村人口の都市への移動が勢いを失なうことはないという推論はメキシコの経済

開発政策の課題を的確に指摘してきる。

「第７章工業化政策への転換」は製造工業部１１１の雇用吸収力の低下を論じ，それ

を是正するための工業化政策を示している。製造工業部門の雇用吸収力の低下は，

資本集約的工業が成長した反面，雇用吸収力の高い軽工業部門が相対的に縮少し

たこと，盗本集約的傾向の強い技術が用いられ，現地の必要に応じた技術の改良

が行なわれていないことから生れた。これが深刻な雇用問題を生んだので，１９

７０年代に工業化政策の変更が行なわれ，外国からの技術導入を見直し，かつ中

小企業を育成，強化して雇用iiiをはかろうとした。これはメキシコの工業化政策

の大きな転換であり，この変化を指摘したことの意味は大きい。１９７０年代に

は従来の安定を重視する節度ある財政，金融政策から成長と福祉を重視する穣極

的な政策に転換し，これが国際収支の悪化をもたらし，１９８２年の国際収支危

機をひきおこすが，その背後に雁Ⅱ]を重視した工業化政策への転換があったこと

を見逃すことはできない。

しかしこの章にはマイクロエレクトロニクスの進歩が熟練労働者なしでも資本

財生産を可能にするとの記述がある。マイクロエレクトロニクスが何を意味する

のかという疑問もあり，理解に苦しむ点である。この問題については後にふれる

ことにしたい。

「第８章農業の近代化」は，工業化によって雇用の拡大をはかるにしても，膨大

な不完全就業人口をかかえる農業部門においても近代化を進め，農業所得の向上

をはかる,必要がある。特に一般農村民衆の所得水準の向上に寄与するため，生産

性の改善を労働集約的技術の採用によって達成し，雇用の増力Ⅱをもたらすことが

不可決である，とする。また伝統的農業を変革するための種々の具体的方策をあ

げ，特に現地住民が受け入れ易い技術を推奨するなどメキシコの農業開発につい

ての異色の論文である。「第９章総合的農村開発の実効･性｣においては，農業関連

産業の発達をはかる必要を説き，ハリスコリト|南部の経験をもとに農村工業の育成

を論ずる゜また農村開発は，諸プロ筵クトが整合性をもって総合計画のもとで実

行されはじめてその目的をよりよく，効率的に達成しうるとし，そのための条件

を明かにしている。この種の開発実施上の細かい留意事項を指摘し，論評してい

るのは本書の特色であり，きわめて多様な条件のもとで開発を進めなければなら

ないメキシコ農業の難しさを物語っている。
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第８，９章に述べられた伝統的農業の生産性向上のための技術改良，総合的開

発計画実施についての細かい留意事項に関連して，メキシコ農業の格差構造を改

めるにはそれをもたらした土地所有ilill度の改革が第一に必要で改良の結果が出て

くる、という見方がある。それに一理はあるが，土地所有構造の変革は一朝一夕

にできることではなく，現構造のもとで農業生産性の向｣二をはかるための方策と

しての技術改良，実効ある総合的開発計画は現実を踏まえた貧困の解決策として

重視されるべきものである。

「第１０章新国際経済秩序と貧困問題｣は，新国際経済秩序の意味を論じ，「内発

的発展を達成するためには，外部からの科学技術や資本によって都市に飛び地の

ような近代工業を作るのではなく，それらを民衆の中にある経験に裏付けられた

知恵や機能と結びつける必要があり，それによって初めて土着の文化と連続性を

もつ発展が可能となる」と結んでいる。これは著者の農業の近代化にかける熱意

を裏付けるものであり，本書を通じて著者が瞳も力点をおいた主張である。

他方，本章では，マイクロエレクトロニクスが稀少な熟練労働力を代替し，多

品種少量生産が可能なため大市場を必要としないという特性をもち，従来発展途

上国で効率的生産が困難とされていた穂類の産業の設立が容易になる，という。

この点は第７章でも言及したが，最新の電子機器からこの極の効果を期待できる

とは思えない。これらの機械は保守のために高度の技術者を必要とし，それはメ

キシコにおいて最も不足している人材である。また多品種少量生産は可能である

が，総体としての生産量が一定益をこえなければ機械の購入費をまかなうことは

不可能であ1入メキシコのような狭い市場を対藝象とする工業に導入することは困

難である。現にメキシコの工業はきわめてlⅡ式な機械を用いい機械の保守のため

の技術者を外国人に求めている。メキシコの経済社会はいまだ最新の電子機器を

導入する基本条件を欠いているといわなければならない。

以上章別に概要を述べたが，本書は所得分配，雁)Ｕという面からメキシコ経済

発展の基本条件を論じた研究書として深い意味をもっている。本書は現在のメキ

シコ経済の悪化をもたらしたiri:接の原因，工業化政策や国|蝿又支対策を論ずるも

のではなく，その背後にある所得と雁川の問題をとI)あげる。メキシコ経済論と

なっているが，かなり限定された課題に取り組んでお')，それが本書の問題意識

をより鮮明にしている。メキシコが麗爾な万油資源に恵まれながら多額の外資を

導入してまで工業化を進め，ついに対外偵務の支払い延期という事態に陥ったの
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は，高率の人口増加に対応して民衆の福祉を増進する必要に迫られていたからで

あり，民衆の福祉を増進するための所得分配と雇用にメキシコ経済の問題点を見

出した著者の取り組み方は正鵠を得たものであった。従来のメキシコ研究が往々

ニュースの紹介に終り，メキシコの経済発展に何が問題であるかを明白にしな

かったのに比べ，本書はきわめて明確に問題の所在を明かにしており，メキシコ

研究における本書の価値は高く評lUiされよう。特に農業については詳細に分析し，

技術改良，総合開発計画の実施など重要な改善策を提言しており，注目されるも

のである。

欲をいえば工業について現地の実体をふまえた分析と批判が望まれる。本所の

主題からみて財政，金融，国際経済の観点から論ずる必要はないと思われるが。

技術と雇用との関係をめぐっての研究がより深められることを期待したい。

②（湯川摂子）は湯Ⅱ|氏のメキシコ経済についての基本的考え方を最もよく示

しており，①の核心的部分になっていることはいうまでもない。一国の経済成長

の成果はその国民が達成している福祉水準によって計られるべきものであるとし，

貧困層がどのような特徴をもっているかを分析する。メキシコは高度成長を達成

したにもかかわらず，絶対的貧困が根強く存在する。それは所得分配の構造と関

連している。従って富裕1闇から貧困層への所得の再分配は，単に消費面の再分配

だけではなく，投資の再分配，すなわち生産能力の向上をはかる投資の形をとる

必要があるａ特に生産構造のなかで雇用吸収力の高い部門の比重を高めるような

形での投資の再分配が必要である，とする。本論文は①の第２，３，４章におさ

められており，所得分配と雇用の実態を示すすぐれた論文である。

③（石井章）は，ラテン・アメリカの大部分の国の経済に農業は重要な位置を

占めており，農業構造の研究に当っては大土地所有制についての理解が不可決で

あるとの考え方から，ラテン・アメリカの農業櫛造を大土地所有という共通項を

軸に考察しようとする。しかし本書はラテン・アメリカ全域の土地制度を広くそ

の対象とするのではなく，メキシコに重点をおき，９章のうち５章をメキシコの

農地制度の研究に当て，編者が中心になってメキシコの土地制度，農業構造を分

析している。それに他の研究者によるペルー，ブラジル，アルゼンチンについて

の論文が付け加えられている。従って本稿では「メキシコ経済」の欄でとりあげ，

付加された論文についてはそれぞれの国のIllMlで扱こととする。
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「第１章メキシコの農地改革と農業構造一一エヒードとネオラティフンデイを

中心に」（石井章)は，農地改革を経た今日のメキシコの農F業構造を新たな二重構

造としてとらえる。

メキシコ農業の二重構造を語るには，膿場規模別の耕地および瀧概地の分布>炭

況からみた土地所有状況および農家の階級別生産を検討すると同時に，土地所有

形態の二重構造，すなわち私的所有と共同体的土地所有という二つの形が共有し

ているという面をみなければならない。この極の二重構造を出現させるに至った

背景として，農地改革および腿業政策の歴史的変遷を概観した上でエヒードの問

題点をあげる。第一に政府はIlil人エヒードを設け，農民に土地を与えたが,エヒー

ドの運営に十分な指導，援助を行なわなかった。第二にエヒードの土地が私有地

化されるのを防ぐため法的liill限を設けていたが，次第に違法な賃貸借が行なわれ，

土地所有制度としてのエヒードを崩壊に導きかねない状況になった。第三に後進

的な農業地域では人'二I噌加のため土地をもたない住民が増加し，エヒダタリオ自

体にも階層分化を生じた。このためエヒードは私有地の外にあって土地の自由市

場には参加しないが，他方生産，販売、梢{li活動に関しては溢本主義経済体制の

枠組の中にある。その結果，農業における経済効率を重視する立場と，社会的公

正を重視するものとの二つの立場が対立し，論争が行なわれた。

１９４０年以後の膿業政策は二重構造を深化させる方向にあり，ネオ・ラテイ

フンデイオと呼ばれる新しい大農場があらわれた。これは農業改革の意図せざる

産物でありながら，１９５０年代以後の農業生産に重要な役割を果している。土

地所有の形態としては，形式上はエヒードあるいは「小土地所有」であるが，実

質的には複数のそれらの土地を支配する大規模経営の農場である。ネオ・ラティ

フンデイオが増加した結果，ネオ・ラテイフンデイオは１９６０年に農業生産の

３２％を寄与し，ネオ・ラテイフンデイオヘの集中が著しくなった。この極の商

業的農業がエヒードあるいはミニフンディオで行なわれる伝統的生存維持農業と

並んで二重構造をつくった，というのである。

堆後に，メキシコ農業の鮫先端地域であるソノラリト|における小麦をｌｌｊ心とした

農業の繁栄と大農場経営者への土地の巣中現象すなわちネオ・ラティフンディオ

化の現象)Iこびに集卜Ⅱエヒードの分解傾向を述べている。

イ｢ﾉﾄﾞ氏は多年メキシコの土地所有桁'1度を中心に研究を進めてお')．その業紙は

同氏による文献解題「ラテン・アメリカの農業・土地問題をめぐって－－１１本人
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による研究の概観と評価」（アジア経済第１９巻第１０号，１９７８年１０月)に

おいても明かである。本論文はそれら多数の研究業紙を踏まえて，革命後のメキ

シコの土地制度の矛盾に焦点を当てた異色の論文である。①がメキシコ国民の福

祉という観点から所得格差，雇用をとりあげてるのに対し，その背景にある経済

社会の構造を論じている。最後のソノラ州についての分析は問題点を一層鮮明に

するのに役立っている。その上で，メキシコ農業のかかえる問題の解決は，生産

の増大という要請と，貧困な農民大衆の生活の維持という要請の二つをいかにし

て同時に満足させるかにかかっている，と指摘している。

第１章に続いて「第２章メキシコ・モレロストト|における糖業アシエンダの形成

と発展－１９世紀の変容過程を中心に｣，「第３章メキシコ・モレロス州糖業地

帯の農地改革による変貌一アシエンダからエヒードヘの転換の実態｣(以上國本

伊代）はモレロス州の糖業アシエンダを中心に，１９世紀の発展と革命後の農地

改革によるエヒード制への変容を論ずる゜｢第４章アグラリスモと農民統合一メ

キシコ・ベラクルス州の場合」「第５章農業改発と農業構造の変化一メキシコ・

ベラクルス州，１９３０～７０年を中心に」（以上畑恵子)はベラクルス州をとり

あげ，第４章で革命後のアグラリスモの運動をみた後，第５章は１９３０～７０

年を中心に農業開発と農業構造の二極化現象を論ずる゜ベラクルスリト|の農業構造

は，エヒードが重要な地位を占め，土地の集中は全国平均とは異って，大私有地

が少なく，零細農の比率も高くなく，中小規模の農地が多いという。

第１～５章を通じ，ソノラリ'ﾄ|，モレロスリト|，ベラクルス州の実態が示され，第

１章の主題を検証してメキシコの農業構造を浮き彫りにしている。欲をいえば，

これら３州がメキシコ農業のなかでどう位置づけられるのか詳しい説明がほしい

ところである。

④⑤は宮井隆氏によるメキシコの土地所有ilill度なかんずくエヒードの実態調査

に基づく論文である。宮井氏の研究状況は第２４回国|祭地理学会での発表一一そ

の要旨は「メキシコのエヒド村落の進展」（谷岡･浮田編『歴史地理学プロンーデ

イングス』古今書院，昭和５７年）に述べられている－によく示されている。

上記学会発表では，メキシコ革命以後のエピソード村落をとりあげ，エヒード制

度が集落形態や地割にどのように影辮を及ぼしたかを述べており，事例として個

人エヒードの卓越する中央高原と集団エヒード発生の地である北部中央乾燥地帯
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のそれぞれ－村落をとりあげる。

④はメキシコ中央高原の小さな村サン・イシドロを例にとって，制度の変化に

よって基礎的な地域単位がどのように形成されたかを考察する。先ず地域の概況，

村の成立について述べ，次いで･耕地の形態と規模，村落の生活についての調査結

果を示している。サン・イシドロは小さな新しい村であって，中央高原における

技術水準の低い自給的農業を営む村の基本的タイプを示しているという。ヱヒー

ドの農民は，資本を蓄積し，生産力を高める道を閉ざされているが，その地割は

農民の限界的な労働と生活を支える機能をもち，同時に農民の急速な分解を止め

る役割をもっている。という本論文の指摘は重要である。

⑤は集団エヒードが多数設けられたラグーナに例をとって集団エヒードの分析

を行っている。集団エヒード地域をとりあげる理由として筆者は，第１に，共同

経営というものがメキシコの土地飢餓状況のなかで今日的意義をもつ，第２に，

先進国とは違った近代化の道を選択しようとしている発展途上国にとって，メキ

シコの経験がなんらかの教訓になる。第３に，土地所有と地域性の関連を明かに

する手段になる，という３点をあげる。

本論文は集団エヒードの研究状況について述べた後，その分布と性格を明かに

する。集団エヒードとは，エヒダタリオが組合を結成して生産活動を共同で行な

う組織であるとする。次いでラグーナにおける集団エヒードの創設とその細分化

過程を論ずる゜最後に，細分化過程を示すエヒド・アナ，成功しているエヒド・

マナンチアル，地籍の状況を示す例としてエヒド・サン・アグスチンをとりあげ

る。

集団エヒードの創設はメキシコの土地制度に新たな展開をもたらしたが，現在多

様化し，細分化され，エヒードのなかに階層分化を生じ，大量の土地なき農民を

排出している。それにもかかわらず農業の先進地域であるラグーナでの集団エ

ヒードの経験は，今後も農地改革が実行されるなら，多くのことを物語ることに

なろうといい，その意義を高く評価している。

④⑤ともにメキシコの農地改革の成果であった筈のエヒードのその後の発展を

解明した注目すべき論文である。

⑥も上記論文で明かにされたメキシコ農業の分極化現象をとりあげ，その地域

構造と地域のかかえる矛盾を明かにしようとしている。「－｣で農業の二面･性を述

べ，「二」は天水地と瀧i既地の利用状況を，「三「｢llL1」は土地生産性，労働生産`性
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を分析して地域的差異を明かにする。しかしメキシコ農業がもつ地域的矛盾に迫

るには土地制度を抜きにしてはありえないとし，「五｣から土地制度と農家階層の

問題をとりあげる。エヒードについては，ヱヒダタリオがその権利を貸すという

形で権利を保持したまま賃金労働者になっており，ネオ・ラテイフンディオが発

生していることを指摘する。以上の分析から筆者はメキシコ農業の社会経済的発

展にとってエヒード制度特に集団エヒードが鍵になると考え，現実には崩壊過程

をたどっている共同経営方式に大きな関心を示している。妓後に，経済効率と社

会的平等の追求は二律背反なのかもしれないが，土地はすべての人のものである

という革命の理念は人類の理想として追求されねばならない，と結んでいる。③

と同じく，革命という過程を経験しながら，なお解釈のむずかしい問題が存在す

ることを示唆している。

以上の三つの論文にみられるように宮井氏の研究は現地実態調査をもとに，個

人エヒードおよび集団エヒードというメキシコの膿地制度の特異な性格を明かに

している。これに先立ち宮井氏は｢低開発地域の基本問題」（ミネルヴァ書房，１

９７２年）を著わし，低開発地域の特徴を論じているが，その実証としてメキシ

コの個々の村落の実態調査を行ない，エヒードを解明するという手堅い手法をみ

せている。石井章氏の諸論文と並んでメキシコのエヒードについての現地調査に

基いた論文として評価されるものである。

⑦（青木芳夫）はメキシコ農業の対外的従属化特に対米従属化の現象をとりあ

げ，この現象がメキシコ農業全体にどのような構造的ゆがみをもたらしたかを考

える。メキシコ農業は外国資本特に米国資本のへゲモニーのもとに垂直的統合化

が急速に進行した。その例としてイチゴ産業，トマト産業，食品加工業をあげる。

垂直的統合化のかなめになるのは栽培農家と加工業者あるいはブローカーとの間

に結ばれる栽培契約であって，そのもとで従属的契約農業化が進んだ。その間技

術移転が行なわれ，技術的従属現象がみられた。米同多国籍企業が参加する食品

産業がメキシコに成長した理由は米国メキシコ間の大幅な貨金格差である。こ

のようなメキシコの契約農業化は近代的商業農業の発達を示しているが，米国多

国籍企業はパートナーとして富農屑を選んだ。いわゆるネオ・ラテイフンディス

タである。従ってメキシコ農村の伝統的二重構造は解消されることなく，従属的

技術の深化や奇型的な季節雇用の創出など深刻な構造的ゆがみをつくりだした。
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本稿においてとりあげた湯Ⅱ|，石井，青木の３氏はメキシコ農業の二重椛造に

ついてそれぞれ異なった側面から論している。湯Ⅱ|氏は，「緑の革命｣によって近

代的農業部|】[}が飛躍的発展をとげ，伝統的部門である天水農業については自然的，

社会経済的条件に合致した適正技術の開発を説く。石井氏は，そのような技術改

善策によって伝統的農業を近代化し，二重構造を解消することができるかどうか

疑問であり，土地所有関係の変更を含む農業構造の改善が必要であるとする，青

木氏はメキシコ農業は対米従属化を通じて構造的ゆがみを生じているという。そ

れぞれ考慮しなければならない側面を明かにしている点で興味深い論文である。

⑧⑨は中央銀行に関する青木芳夫氏の論文である。⑧は中央銀行が設立される

までの銀行券発行をめぐる連邦政府と銀行資本との交渉過程を論じ，メキシコに

おける近代的銀行制度の成立と考察しようとする。ポルフイリオ・ディアス時代，

内戦期，押収期，（１９１６～２１年)に分けて銀行券発行業務がどのような形で

行なわれたかを概観し，最後に単一発行券銀行制の設立過程を述べる。この間の

政府との交渉過程を中心に論じ，中央銀行設立に至る経過を明かにした特異な論

文である。しかし発券制度は貨幣価置の安定を維持しながら経済界の資金需要を

満すことを目的とし，中央銀行の設立はこの目的に副うようにどのような制度を

つくるかが最大の問題である。本論文は複数の発券銀行と政府との交渉経過に焦

点を当てているが，制度の本質にからんでどのような議論があったかについて触

れるところがないのは残念である。

⑨は中央銀行創設をめぐる動きを外国借款との関係でとらえ，メキシコ政府が

外国から多額の借款を受けていたため，中央銀行設立が円滑に進められなかった

理由を分析している。その過程を通じてメキシコ革命が，少なくとも政策レベル

では，排外主義的なナショナリズムではなかったことを指摘する。

ポルフイリオ・デイアス政権期に銀行活動（銀行券発行を含む）は外資によって

行なわれた。革命後，メキシコ政府がコントロールする単一銀行による紙弊発行

制度の創設を予想したが，財政は窮迫の極にあり，１９１７年初めに早くも外国

資金調達の方法を考えるほどであった。テ・・ラ・ウェルタ，オブレゴン両政権期

にも外国資金の利用を検討したが，すでに対･外lilt勝は巨額仁のぼ')．新しい発券

銀行に外国資金を導入することは困難であった。オブレゴン，カジェス両政権下

に蔵相をつとめたパーのもとで､初めて連邦政府がコントロールする単一発券銀行

を設立したが（１９２５年)，その盗金は国内資金をもって充当し，外国資金は等
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入されなかった。中央銀行設立の過程で外国資金を利用しようとした政府の動き

が詳細に述べられており，興味あるテーマをとりあげた異色の論文である。

⑩（三橋利光）は，現代のメキシコの中間階級がメキシコ社会において政治，

経済上どのような位置を占めているかを明かにし，中間階級のおおよその状況を

把握することをねらっている。そのためにメキシコの政治構造を「メキシコ・シ

ステム」というモデルとしてとらえ，このモデルを使用して制度化の過程を考察

し，さらにメキシコ・システムの構造上の特徴を分析する。次に経済的観点から

中ＩＩＩ階級をいくつかの1iiiに分類し，それぞれの屑が社会，経済的に置かれている

と考えられる状況を検討し，そこからメキシコの政治システムに対する態度を抽

出する。’１I間階級を櫛成するとみられるものは総人口の約３０％を占めており，

これを(1)高所得者1W,(2)中所得者1iii,(3)低所得者層の三つに区分する。第１グルー

プは近年急速にijiを墹大させており，上流階級志向，実現型である。第２グルー

プは限定された利益を享受しており，典型的なメキシコの中間階級であって，「あ

きらめと限られた満足型」である。第３グループは１９５０年以降徐々に経済的

配分を減少させており，現在の生活は以前より苦しくなったと強く感じている層

である。以上のliWのそれぞれの自己に対する満足度から政治構造に対する態度が

示される，という。

中間階級という限定のむずかしいliiiをと')あげ，これをさらに３分類し，その

政治櫛造に対する態度を類推する。その類推過程について詳細に述べており，妥

当な推論といえよう。しかし本論文はいくつかの仮説の上に成り立っており，実

証的に検証する機会をもつことが不可決であろう。

⑪は⑩に先立って発表されており，中間階級が社会，政治発展に対して担いう

る役割は何かという視点から，経済的利益と中間階級との関連を正確に把握しよ

うとする。そのために中間階級を所得配分の観点からとらえ，その経済的位置を

明かにする。ギネケンおよびナバレーテの所得階層別所得分布の研究を参考に。

メキシコの１１jlllI階級は総人口の２０～３０％と仮定し，それを三つの階層，（１）大

きな利益に与っているlivi，(2)限定された利益を得ている層，(3)ほとんど経済的利

益に与っていない1付に分類する。鎧後に，現在の中間階級の諸側面を分析したプ

リエル・カレアガおよびスサーナ・エルナンデスの論文を紹介し，経済的に位置

づけたllill1I階級の内容と突き合わせ，研究の方法論について考察している。
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本論文は，⑩において経済的観点から中間階級を榊成するとみられる３０％の

人口屑を三つに分類するについて理論的根拠を提示している点に意味がある。

以上に近年発表きれたメキシコ経済についての著書，論文をあげた。メキシコ

についての研究論文はブラジルと並んで多数あるが，従来は新しい情報の提供，

海外文献の翻訳，紹介にとどまるものが多かった。しかし今回とりあげた著書，

論文には独自の問題意識と方法論をもってメキシコ経済を分析したものがでてき

ており，わが国のメキシコ研究に新紀元を画するに至ったということができよう。

ブラジルに続いてメキシコについても優れた内容の論文が発表されるようになっ

たことは大変喜ばしい。今後も学会員の諸兄姉が－厨研殿に努め，メキシコ研究

の水準を高められることを期待するものである。
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