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〔Ｉ〕はじめに

本稿の目的は，発展途上国の憤務危機管理の中核的位置を占めるに至った，ＩＭＦの経済調整

プログラムが，発展途上国経済に及ぼす影響を理論的に考察することである。

1982年８月に発表されたメキシコの国際債務のモラトリアム以降，ラテン・アメリカで繰り

返される債務危機は，発展途上国におけるIMF主導型の経済調整プログラムの効果についての

論争を再燃させている｡)｡ＩＭＦは,経済調整プログラムの効果について，国際収支の均衡を回復

し，インフレーションを抑制し，さらに経済成長を促進するものである，とする(2)。しかし，批

判的立場からは，ＩＭＦ主導型の経済調整プログラムは，確かに輸入の削減によって国際収支の

均衡を回復させるが，インフレーションを加速し，経済成長を阻害するものである，とする(3)。

さらに，このような経済調整プログラムは，労働者の所得分配率を悪化させるものである，と

批判する(4)。

本稿は，このようなIMFの経済調整プログラムをめぐる論争において，批判的立場に立つも

のである。これまでの論争は，主に国際収支，インフレーションおよび景気変動といった調整

政策の短期効果をめぐる論争に重点がおかれていたように思われる。しかし，1985年秋に出さ
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れたべ－カー・プラン以降，焦点はむしろ発展途上国の構造調整による長期的な経済成長と債

務返済能力の問題に移動してきている(5)。したがって，本稿において特に注目されるのは，債務

国の長期的な経済成長と償務返済に及ぼすIMF主導型の経済調整プログラムの効果である⑥。

以下，第11節では，ＩＭＦの経済調整プログラムの基本的経済目標，政策手段，およびそれら

について期待される諸関係について，考察される。そして，これまでの批判的研究の中で明ら

かにされてきた，(1)為替レート切下げの景気反転効果，(2)為替レート切下げのインフレ効果，

(3)調整コストの負担と，本稿において新たに注目される，(4)調整政策の長期効果，の４点にわ

たって問題点が指摘される。第、節では，このようなIMFの経済調整プログラムの問題点が，

ラテン・アメリカについて想定される経済櫛造モデルを用いて考察され，批判の根拠が明らか

にされる。最後に第Ⅳ節では，結論が要約される。

〔Ⅱ〕ｌＭＦ・経済調整プログラムの目標と政策手段

本節では，ＩＭＦ・経済調整プログラムの基本的経済目標，政策手段，およびそれらについて

期待される諸関係について考察し(ｱ)，問題点を明らかにしよう。

ＩＭＦの経済調整プログラムの基本的経済目標は，インフレーションを伴うことなく，また，

長期的な経済成長の諸条件を維持・強化しながら，国際収支の均衡を回復することである。端

的に言えば，まず第一に国際収支均衡の回復であり，次にインフレーションの抑制と経済成長

である。そして，そのための政策手段として，総需要管理政策，支出切り替え政策，およびサ

プライ・サイド政策が，あげられる。このような経済目標と政策手段を結び付ける理論的フレ

ーム・ワークは，必ずしも明確に定式化されているわけではないが，国際収支のマネタリー・

アプローチである。

経済目標の達成と政策手段との関係については，次のように考えられる。例えばラテン・ア

メリカの場合のように，インフレーションの下で国際（経常）収支の赤字に直面している発展

途ト国を想定しよう。このような経済では，国際収支の均衡の回復とインフレーションの抑制

のために，まず総需要抑制政策が要請される。いま，固定相場制下の開放経済を想定しよう。

△Ｍを貨幣ストックの増加,△Ｒを外貨準備の増加,△Ｄを国内信用の増加,△Ｍ`を貨幣残高需要

の増加とすれば，銀行のバランス・シートと貨幣市場のフローの均衡条件から次の２式を得る。

①△Ｍ＝△Ｒ＋△Ｄ

②△Ｍ＝△Ｍｄ

②式を①式に代入し，整理すれば，

③△Ｒ＝△Ｍｄ－△，
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を得る。ここで，貨幣残高需要（△Ｍｄ）が国内信用の変動(△D）から独立とすれば，国内信用

の拡大は，外貨準備の減少（△R)，すなわち国際収支の不均衡をもたらすことになる。発展途

上国の場合，主に財政赤字の拡大によって国内信用が拡大し，国際収支の不均衡をもたらして

いる，と考えられる。したがって，国際収支の均衡の回復のために，財政赤字の削減を中心に

した総需要抑制政策が要請されることになる。このようにして総需要が抑制され，超過需要が

減少すれば，インフレーションも低下することになる。

しかし，このような総需要抑制政策は，生産設備の効率的利用を妨げ，生産活動の縮小をも

たらす.そこで，このような生産活動の縮小を回避するために，外国の財・サービスから国内

の財・サービスに需要をシフトさせる，支出切り替え政策として，為替レートの切下げが要請

される。為替レートの切下げは，供給面にも影響を及ぼし，非貿易財部門から貿易財部門へ，

生産要素の移動のインセンティプを高める。

ところで，以上のような需要政策が有効に作用するためには，供給側の諸障害を取り除き，

生産要素の部門間の移動に伴う調整コストを低下させる必要がある。そのために実施されるの

が，サプライ・サイド政策である。特に発展途上国において，非効率的な資源配分と生産活動

の原因と考えられる，価格・費用のデイストーションを低下させるような政策が要請される。

このような政策には例えば，公共部門の生産物や農産物の価格統制の廃止，非効率的な輸入代

替産業を保護する貿易規制の排除，輸出部門の生産・投資活動を抑制する税制の改革，補助金

政策の見直し，企業利潤を圧迫し，国際競争力を低下させる高賃金率の引き下げなど，があげ

られる。また，サプライ・サイド政策には，このような資源配分の効率性の向上の他に，国内

の貯蓄・投資を増大させ，生産能力を高め，経済成長を促進させる効果も期待される。例えば，

金利引き上げ政策が，それである。

以上のように，国際収支の均衡回復とインフレーションの抑制のために，財政赤字の削減を

中心にした総需要抑制政策が要請され，その結果生じる景気後退に対して為替レートの切下げ

で対外需要を喚起し，さらにｊ需要政策を補完し，効率的な資源配分と経済成長を達成するた

めに，サプライ・サイド政策が要請される。しかし，このようなIMFの経済調整プログラムに

は，次のような問題点が指摘される。

第１に，総需要抑制政策は，国際収支の均衡回復とインフレーションの抑制には確かに有効

である。しかし，その結果生じる景気後退に対して，為替レートの切下げは，必ずしも有効で

はない。

第２に，為替レート切下げのインフレ効果について，十分に考慮されていない。

第３に，経済調整プログラムの調整コストが誰によって負担されるのか，明らかにされてい
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ない。

第４に，経済調整プログラムは，経済成長を阻害する可能性がある。また，それが長期的な

債務返済能力に及ぼす効果については，不明確である。

〔Ⅲ〕ｌＭＦ・経済調整プログラムの理論的帰結

本節では，ＩＭＦの経済調整プログラムがラテン・アメリカのような経済檎造をもつ発展途上

国に適用された場合に，どのような帰結がもたらされるかについて理論的に考察し，前節で指

摘された問題点の根拠を明確にしよう。

ｍ－１ラテン・アメリカの経済櫛造モデル

ラテン･アメリの経済繊造について，次のようなモデルを構成しよう(8)。経済における農業部

門の占める重要性を考慮し，農業と工業の二部門からなるマクロ・モデルを構成する。モデル

の特徴は，工業部門は稼働率によって調整され，農業部門は価格によって調整されるという点

にある。工業部門の価格は，マークアップ方式で決定され，貨幣賃金率・為替レートについて

はインデクセーションが行われる。モデルは，次の(1)-00式によって構成される。

（１）が＝§（[(１－α)／（１＋γ)］［１－元bｏ（１＋γ)＋c･γ］｡16＋（１－α）ＣＯ（１－．．b･）

ｄ鰯几＋vx＋,rex，（元)－国6）

（２）良＝｡{α［1／（１＋γ)］［１－宛bo（１＋γ)＋coγ]ｄｉｄ＋元exa-（１－αＣＯ）（１－．．

ｂ国）‘chl）

（３）＄＝八一回

（４）。=w･（。－。｡)＋w】（d-3)＋w2po

（５）６=αa＋ｄ

（６）ｗ,／p,＝［1-,rbo（１＋γ)]／［(１＋γ）ｂ,］

（７）②!＝［１－，rbo（１＋γ)]／［６（１＋γ）ｂ１］

（８）９１＝go＋９，⑯－６.)－９２（i-p.）

（９）Ｂ・＝［(１－v）ｘ＋gal＋gI＋boDi6-exl冗一ex｡］ＫＩ

ＵＯｆ＝（ひ／K,)＋（iウーg,）ｆ

(1)式は，工業部門における稼働率6の調整を表し，工業製品市場に超過需要が存在すれば,稼

働率Jが上昇すると想定される(9)。工業製品は，消費財とし，有効需要は，工業･農業部門の資

本家と工業部門の労働者の消費需要，政府需要，および海外需要によって槽成される。両部門

の資本家の消費需要は，利潤所得の増加関数とし，工業部門の労働者は賃金所得をすべて消費
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し，資本家，労働者共に総消費のα100％を農産物に，残りを工業製品に支出するものとする。

農業部門の労働者は賃金所得をすべて農産物に支出するものとする｡政府部門は,総支出のV100

％を国内消費財に，残りを資本財・中間財の輸入に支出するものとする。海外需要は，実質為

替レート元の増加関数としよう。ここで，自国通貨建て為替レートeのインデクセーシヨンを，

元＝ep1.／p,＝consしのように想定しよう。ｐ１．，ｐ１は工業製品の外国と国内の価格を表す。以

下，ｐ１－１とする。ドット（･）は時間微分，§は稼働率の調整係数(所与)，γはマークアップ

率(所与)，ｂｏは工業部門の輸入中間財投入係数(所与)，ｃ･は利潤所得に対する資本家の消費の

反応係数（所与)，⑪は工業部門の産出・資本係数（所与)，。･は農業部門の労働者の実質賃金

（所与)，ｂ･は農業部門における労働投入係数（所与)，ｄは農産物の工業製品に対する交易条

件，０Aは農業部門における産出・資本係数（所与)，几は農業部門の工業部門に対する資本スト

ック比率（所与)，ｘは工業部門の資本ストックに対する政府支出比率（所与Ｌｅｘｉは工業部門

の資本ストックに対する工業製品の輸出比率，をそれぞれ表す。

(2)式は,農産物価格P･の調整を表し,農産物市場に超過需要が存在すれば,農産物価格P､が上

昇すると想定される('0)。農産物の有効需要は，両部門の資本家と労働者の消費需要，および海

外需要から構成される｡ハット（へ）は変化率(例えば,仇=肉/い),秒は調整係数(所与）

exoは工業部門の資本ストックに対する農産物の輸出比率（所与)，を表す。

(3)式は，農産物の工業製品に対する交易条件ｄの定義式を表し，Ｐｌは工業製品価格を示す。工

業製品価格p,の設定については，ｐｌ＝（１＋γ）（w1bI＋epo.b･)のようなマークアップ方式を想

定する。以下，外貨建て輸入中間財価格Ｐｏ－１とする。貨幣賃金率ｗ,が，制度的なインデクセ

ーシヨン,労働市場の需給関係,期待インフレ率p・によって決定されるとすれば,工業製品価格

ＰＩは,(4)式のように表される。少は制度的に決定される実質賃金率,５は正常失業率に対応する

稼働率，ｗ０，ｗｍｗ２は反応係数（所与）を表す。

(5)式は,インフレ率6の定義式を表す｡(6)式は,工業部門における生産物賃金ｗｌ／p1の定義式

を表し，工業部門における労働分配率の指標となる。実質為替レート元の切下げは，労働分配率

を低下させる。(7)式は，一般物価水準pで表した工業部門の労働者の実質賃金｡,（＝ｗＩ／p）の

定義式を表す。農産物交易条件ｄの上昇は，実質賃金率｡jを低下させる。

(8)式は，工業部門の投資決定態度を表し，資本蓄積率ｇｉは，稼働率dの増加関数，実質利子率

i-peの減少関数とする。６．は資本家の要求稼働率，ｉは国内利子率，を表す。ｇｏは長期期待資本

蓄積率，９１，９２は反応係数（所与）を表す。

(9)式は，貿易収支赤字B･の決定を表し，政府部門と民間部門の資本財，中間財の輸入，工業

製品，農産物の輸出によって決定される。Ｋ１は工業部門の資本ストックを表す。
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ｑＯ式は，経済成長過程における国際収支の均衡条件を表す。ｆは工業部門の資本ストックに対

する対外債務残高比率，ｉ･は外国利子率を表す。

モデルは，以上の10本の方程式によって，６，ｐ､，。，ｐ１，ｐ，ｗＩ／p,，｡!，ｇｍＢｏ，ｆの10個

の変数が決定される。前節で指摘されたIMFの経済調整プログラムの問題点とこのモデルとの

関係を明確にしておこう。第１の為替レート切下げの景気反転効果の分析には，(1)式が関係す

る。第２の為替レート切下げのインフレ効果の考察には，(2)－(5)式が，第３の調整コストの負

担の考察には，(6)－(7)式が，それぞれ関係する。経済成長と長期的な債務返済の分析には，（８）

式とqoI式が重要な役割を果たす。

Ⅲ－２国際収支とインフレーション

既述のように，ＩＭＦの経済調整プログラムでは，財政赤字の削減を中心にした総需要抑制政

策と為替レートの切下げによって，国際収支の均衡の回復とインフレーションを抑制しようと

する。ここでは，政府支出xの削減による財政赤字の削減と実質為替レート汀の切下げを想定し

よう。

政府支出xの削減は，政府部門における直接的な資本財，中間財の輸入を減少させると共に，

エ業製品の有効需要を削減し，稼働率6を低下させる。この稼働率Jの低下は民間部門における

資本財，中間財の輸入を減少させる。したがって，政府支出xの削減は，輸入を抑制し貿易収支

の赤字を減少させ，国際収支の均衡を回復させる効果をもつであろう。

他方，稼働率6の低下による失業の増大は労働者の交渉力を低下させ，また，稼働率dの低下

による農産物交易条件ｄの悪化は実質賃金率｡,を高める方向に作用するので,貨幣賃金率ｗ,,工

業製品価格ｐＩの上昇率は低下する。したがって，政府支出xの削減はインフレーションの抑制に

ついても有効に作用するであろう。

このように,政府支出xの削減は,国際収支の均衡の回復とインフレーションの抑制には有効

に作用するが,他方，経済は，稼働率dの低下によって，実質所得の減少と失業の増大を伴う景

気後退の局面に向かう。膨大な失業人口を抱える発展途上国にとって，これは，過大な調整コ

ストとなる。そこで，海外需要を喚起し，このような景気後退を回避するために，為替レート

の切下げが要請される。

しかし，実質為替レート元の切下げは，たとえ工業製品輸出の拡大に成功したとしても，必ず

しも稼働率dを上昇させ，雇用の拡大と実質所得の増大をもたらすとはかぎらない。すなわち，

為替レート切下げの景気反転効果は必ずしも期待できない。なぜなら，実質為替レート元の切下

げは，工業部門の生産物賃金ｗ,／p,の低下，すなわち工業部門の労働者の所得分配率を悪化ざ
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せ，かれらの消費需要を減少させるからである。これは，稼働率6を低下させる効果をもつ。

また,かりに実質為替レート元の切下げの輸出拡大効果がこの分配効果を上回り，さらに財政

支出削減の効果をも上回り，稼働率6を上昇させたとしても，インフレ率pを上昇させる可能性

がある。なぜなら，まず第一に，実質為替レート汀の切下げは輸入中間財コストを上昇させ，工

業製品価格ｐＩを上昇させるからである。次に，実質為替レート汀の切下げは，実質賃金率｡Ｉを低

下させ,インデクセーションによって,貨幣賃金率w,および工業製品価格Plを上昇させるであろ

う。さらに,実質為替レート汀の切下げが稼働率dを上昇させるとすれば,稼働率dの上昇は労働

者の交渉力を回復し,また稼働率dの上昇による農産物交易条件ｄの政善は実質賃金率｡Iを低下

させるので,貨幣賃金率ｗｌおよび工業製品価格PIを上昇させるであろう。このような為替レート

切下げのインフレ効果について，ＩＭＦは十分に考慮していない。

さらに，実質為替ヘート汀の切下げが稼働率6を上昇させるとすれば，この稼働率Jの上昇は，

資本財，中間財の輸入需要を高め，輸出増大効果を相殺し，国際収支の均衡回復を緩慢にする

であろう。

以上のように，ＩＭＦ主導型の経済調整プログラムは，貿易収支赤字を削減し，国際収支の均

衡回復のみを目標とするのであれば，有効な手段となるであろう。しかし，総需要抑制政策は

景気後退による失業の増大と実質所得の減少という過大な調整コストをもたらし，それを回避

するための為替レートの切下げは，必ずしもIMFが期待するような有効な政策手段とはならな

いであろう。また，ＩＭＦの経済調整プログラムでは，為替レート切下げのインフレ効果につい

ては十分に分析されていないが，為替レートの切下げは，インフレーションを上昇させる可能

性がある。さらに，為替レートの切下げは，労働分配率を悪化させ，これは貨幣賃金率の抑制

政策によっていっそう促進されるであろう。結局，このような経済調整プログラムのコストは，

労働者によって負担させられることになる。したがって，ＩＭＦ主導型の経済調整プログラムの

展開は，権威主義的政治体制を前提とし，民主的政府のもとでは不可能となるであろう。

、－３経済成長と債務累積

ＩＭＦの経済調整プログラムでは，国内利子率iを引き上げることによって国内の貯蓄･投資を

増大し，経済成長を促進することが期待される。そこでは投資は，暗黙のうちに貯蓄に等しい

とされる。(8)式のような投資関数を想定すれば，かなり違った結論がもたらされる。

政府支出xの削減は，公共部門における投資を削減し，経済成長を抑制するだけではない。稼

働率６を低下させ，景気後退を引き起こすことによって，民間部門における投資活動を抑制し，

経済成長にマイナスの影響を及ぼす。また，実質為替レート汀の切下げは，輸出効果と分配効果
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に依存し稼働率6に与える効果は不確定であり,必ずしも投資および経済成長の促進は期待でき

ない。さらに，国内利子率iの上昇は，たとえ国内貯蓄の増大をもたらしたとしても，実質利子

率i-peが上昇すれば，民間部門の投資活動を抑制するであろう。したがって，ＩＭＦの経済調整

プログラムは，短期的に景気後退を引き起すだけではなく，長期的にも経済成長を阻害する可

能性が高い。

ところで，ＩＭＦの経済調整プログラムでは，長期的な債務返済の問題については考察されて

いない。ｑＯＩ式に示されているように，工業部門の資本ストックで表した債務残高比率fは，国際

金融市場における利子率i鱗が資本蓄積率9,を上回れば,無限に発散する。したがって，外国利子

率i蓮が資本薔薇率９１を下回る，ということが,発展途上国が長期的に憤務返済を可能にするため

の前提条件である。このような条件が満たされるとすれば，債務残高比率fは，定常状態に収束

する。しかし，ＩＭＦの経済調整プログラムは，この長期的な債務残高比率fを上昇させる可能性

がある。

財政支出xの削減は，貿易収支赤字の減少によって債務残高比率fを低下させる効果をもつ

が，それ以上に投資活動を抑制すれば，債務残高比率fを上昇させるであろう。また，実質為替

レート元の切下げは，例えば輸出効果によって稼働率dを上昇させる場合，資本蓄積効果を上回

って輸入を十分に増大させるとすれば，債務残高比率fを上昇させるであろう。反対に，分配効

果によって稼働率がが低下し,輸入削減効果を投資停滞効果が上回る場合にも，同様に債務残高

比率を上昇させるであろう。さらに，国内利子率の引き上げによって実質利子率i-poが上昇

し，投資活動を抑制すれば，債務残高比率fは上昇するであろう。したがって，たとえ国際金融

市場において有利な条件が存在したとしても，ＩＭＦ主導型の経済調整プログラムは，長期的

に。債務残高比率fを上昇させる可能性がある。この点は，これまでのIMFの経済調整プログラ

ムをめぐる論争において，必ずしも十分に明確にされているわけではない。

〔Ⅳ〕むすび

本稿では，ＩＭＦの経済調整プログラムの経済目標と政策手段について考察し，そのような経

済調整プログラムが，ラテン・アメリカのような経済機造をもつ発展途上国に適用された場合

にもたらされる諸効果について理論的に検討した。簡単に，結論を要約しよう。

(1)ＩＭＦの経済調整プログラムは，国際収支の均衡回復とインフレーションの抑制のために，

財政赤字の削減を中心にした総需要抑制政策と為替レートの切下げを要請し，また，需要政策

を補完し，効率的な資源配分と経済成長を達成するために，サプライ・サイド政策の実施を要

請する。
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（２）しかし,政府支出の削減を中心にした総需要抑制政策は，国際収支の均衡回復のみを目的

とするのであれば有効的な政策手段となるが，景気後退によって過大な調整コストもたらす。

為替レートの切下げは，たとえ海外需要を拡大したとしても，ＩＭＦが期待するような景気回復

の手段としては必ずしも有効ではないであろう(為替レート切下げの景気反転効果)。また，か

りに景気回復を実現したとしても，インフレーションを加速する可能性がある（為替レート切

下げのインフレ効果)。さらに，為替レートの切下げは，労働分配率を悪化させ，調整コストを

労働者に負担させることになるであろう（調整コストの負担)。

(3)ＩＭＦの経済調整プログラムは,短期的に景気後退を引き起こすだけではなく，長期的に経

済成長を阻害する可能性が高い。債務残高比率の運動は，国際金融市場の利子率に依存し，ま

た，たとえ国際金融市場に有利な条件が存在するとしても，ＩＭＦの経済調整プログラムの実施

は，長期的に債務残高比率を上昇させる可能性がある（調整政策の長期効果)。

注

(1)経済調整プログラムを含め,ＩＭＦのコンデイショナリテイーをめぐる論争については,例え

ば，毛利［20]，Pastor［22］などを参照のこと。

(2)ＩＭＦスタッフによる経済調整プログラムに関する研究については,例えば,Beveridge＆Kelly

［２]，Buira［３]，Crockett［４]，Donovan［７]，ＩＭＦ［11]，Johnson＆Salop［14]，

Khan＆Knigbt［15]，［16]，Reichmanne＆StiUson［23］などを参照のこと。

(3)批判的立場からのＩＭＦの経済調整プログラムに関する研究については，例えば，Bachａ

［１]，Dell［５]，Demery＆Addison［６]，Killick[１７]，Kirkpatrik＆Oniz[18]，Pastor

［21]，［22]，Spraos［24]，Williamsｏｎ［25］などを参照のこと。

(4)特にIMFの経済調整プログラムの所得分配効果を強調するものに,例えば,Ｄｅｍｅｒｙ＆Addison

［６]，Pastor［21]，［22］などがある。

(5)ＩＭＦと世界銀行の成長志向的調整政策の議論については,例えば,Finance＆Development，

Junel987に掲戟されている諸論稿を参照のこと。

(6)債務累積問題全般に関わる諸問題については，例えば，Eatｏｎ＆TayIor［９]，池本

［12]，西島［19]，毛利［20］などを参照のこと。

(7)以下の内容は，主にCrockett［４]，ＩＭＦ［11]，Ｋｈａｎ＆Knight［15]，［16］による。

(8)モデルの基本的櫛造は，拙稿［13］による。

(9)XIdを工業製品の有効需要,XIsをその生産鼠とすれば,稼働率6の調整は,d＝§[(Xld-X1s)／

p1K,］のように想定される。ここで，有効需要（名目）は，資本家の消費需要（１－α）ＣＯ［γ
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（ｗＩｂ１＋ep｡.b､）Ｘｌ圏十（pa-唾p､b・）Ｘ､j，工業部門の労働者の消費需要（１－α）ｗｊｂ１Ｘ１ｓ，

政府支出p1vG，海外需要epI､EXiから構成され，これらを先の稼働率の調整関数に代入すれば，

(1)式を得る。ただし，Ｋｌは工業部門の資本ストック，Ｘ邸は農産物の生産量を表す。

q0Edaを農産物の超過需要とすれば,農産物価格p･の調整は灸＝秒(Eda/ｐＩＫｌ)のように想定

される。農産物の超過需要Edaは，資本家の消費需要αＣＯ［γ（oibd＋ep･率b･）Ｘ胸十（po-蝿po

b｡)X`s]，労働者の消費需要αwlb1XIs＋唖p圏b､X…海外需要epo､EXa,農産物の生産paXasから

構成され，これらを先の農産物価格P・の調整関数に代入すれば，(2)式を得る。
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EconomicAdjustmentunderDebtCrisisinLatinAmerica

CriticalAnalysisofFund-SupportedEconomicAdjustment

Programs

●
●

Kaorulshiguro

Abstract

（１）InthispaperweexaminetheoreticallytheeconomiceffectsofFund-supported

economicadjustmentprogramsindevelopingcountriesunderdebtcrisis・Wewillconsider，

first,theeconomicobjectivesandpolicyinstrumentsofFundsupportedprograms・Next，

the

economicimpactsofFu､d､supportedprogramsondevelopingcountrieslikethoseofLatin

Americawillbeanalyzedfromfourcriticalviewpoints：abusinesseffectofdevaluation，

aninflationeffectofdevaluation，aburdenofadjustmentcosts，alongruneffectof

Fund-supportedprograms．

(2)TheeconomicobjectivesofFundsupportedprogramsconsistｏｆ,first,animprovement

inthebalanceofpaymentsand,second,arestraintofinflationandanachievingoffurther

econmicgTowthFund-supportedprogramsrequirethataggregatedemandmanagement

andexpenditure-switching(｡evaluation)policiesshouldbeadoptedinordertoimprovethe

balanceofpaymentsandtorestraininnationFurther，supplysidepoliciesshouldbe

adopｔｅｄｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔｄｅｍａｎｄｐｏliciesandtoattainfurthereconomicgrowth．

(3)TheaggregatedemandmanagementpoIicywillbeeffectiveinimprovingthebalance

ofpayments,ｂutwincausearecessionwithlargeadjustmentcosts・Anexchangerate

devaluation-expenditure-switchingpolicy-wiunotnecessarilybeeffectiveinrestoring

businessconditions,evenifitcanexpandforeigndemand(abusinesseffectofdeva]uationl

And,devaluationwillaccelerateinflatio､,evenifitcanrestorebusinessconditions(an

inflationeffectofdevaluatiom).Further,devaluationwiUaggravatelabourdistributionof

income,soadjustmentcostswillhavetobebornbythelabourclass(aburdenofadjust‐

mentcosts)．

(4)Fundsupportedpogramsnotonlybringaboutarecessionintheshortrun,butwillalso

probablyimpedeeconomicgrowthinthelongrun・Changesintherateofthedebtbalance
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percapitalstockintheindustrialsectorwiUdepemdoninterestratesontheintemational

fimancialmarket・Fund､supportedprogramsmayincrcasethatindicaterinthelongrun，

eveniftherearegoodconditionsontheintemationalfinamcicalmarkt(alongruneffbct

ofFundsupportedpro画ams)．
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