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（１）分析の課題

今日のラテンアメリカ諸国は数百％を超えるインフレーションに直面している。このよ

うな．高インフレは我々日本人にとっては論理的にも感覚的にも理解しがたい．例えば、

これらの国で暮らしてみると、ちょっとした食壊代が何千万ペソとかの単位であったり、

タクシー・メーターの調整が追い付かず換算表を使って料金を計算することや、デノミの

ために紙幣に判子を押して流通させていたりするのをみて驚かされる。同時に、これ程の

インフレであっても．経済活動がたいした混乱もなく営まれていることを不思畿に感じる

であろう．

しかし、全てのラテンアメリカ諸国で高インフレであるわけではないし．高インフレ国

であってもそのインフレ・プロセスも必ずしも同一ではない．表には代表的な三ケ国がと

られているが、少なくとも１９８５年までは、アルゼンチンでは長期間にわたり三桁のイ

ンフレが持続しており．また、ブラジルでは傾向的に上昇するインフレがみられた．これ

に対し、ボリビアのインフレは、短期間のうちに五桁にも達するハイパー・インフレであ

り、戦後の世界記録であった。

インフレ抑制のための安定化政策に関しても、アルゼンチン、ブラジルでは、基本的に

はマネタリズムに蛙づくいくつかのインフレ抑制政策を実施してきたが、インフレは抑制

されず、アルゼンチンでは８５年にアウストラル計画．ブラジルでは８６年にクルザード

計画と呼ばれるショック療法がとられた。だが．今日ではアルゼンチン、ブラジルで再び

インフレが高進しており＿８９年にはいってからはハイパー・インフレに突入している。

一方、ボリビアでは８５年にオーソドックスな政策がとられて、ハイパー・インフレは急

激に終息している。

しかし、少なくともこの三ケ国で無視し得ない共通点もある。８０年代に入り、各国で

インフレ率が一応に加速していることである．この時期にこれらの国々でみられた．民主

政機への移管や、債務返済問題の深刻化がインフレ高進の基本的な要因である。

本稿では以上の点に留意しながら、ラテンアメリカのインフレに関し以下の課題を検討

する．

(1)基本的なインフレのメカニズムとは何か。

(2)８０年代に入りなぜインフレは加速したのか。

（３）なぜハイパー・インフレが発生するのか．

(4)マネタリズムの安定化政策の限界とは何か．

(5)ショック療法の安定化政策の限界とは何か。

＊本稿は.ラテン゛アメリカ政経学会第２５回全国大会の報告と．西島（1988年９月）を

拡張したものである。肘論者の八木三木男先生に感謝いたします。
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（２）インフレの基本メカニズム

ラテンアメリカのインフレに関しては．１９５０年代から．いわゆる構造学派とマネタ

リストとの間で有名な論争が続いている。両者の論点は、単にインフレに関するだけでな

く経済発展問題を含む広範なものである。しかし．インフレの原因に関し､最も単純化し

て考えれば．栂適学派は大土地所有制や生産要素の非移動性を背景とする供給側の要因を

麺視するのに対し、マネタリストは放漫な財政政策に』ﾉﾄﾞづく１７幣供給の増大などの需要側

の要因を亜祝しているといえる。

以上の論争を現代の標辮的なマクロ経済学で解釈してみよう。図の縦軸はインフレ率、

横軸は実質産出蛍（実硬所得）であり、Ｄ曲線は総禰要、Ｓ曲線は総供給．Ｔ曲線は貿易

収支均衡、Ｙは完全雇用（長期均衡）に対応する産出水撫を表わしている。総需要は実質

疫幣残高、実質為替レートに＿総供給は実質賃金、実熨為替レートもしくは期待インフ

レ率．貿易収支は実質為替レート突貫所得に依存する。当初の経済はＥ点で均衡してい

たとしよう。ここで．栂造派の主張を永続的な逆供給ショック．マネタリストの主張を同

機の需要ショックであると更に単純化して考えると．それぞれの主頚は両曲線がそれぞれ

上方へシフトすることとして表現できる.これより．いずれのショックもＡ点もしくはＢ

点で示されるインフレ率の上昇をもたらすことが示される。

しかし、経済はＡ点、Ｂ点にfＷまる訳ではない。総需要が｣11狐でシフトした場合は．労

働に対する超過需要が発生し（Ａ点)、時間とともに実質賃金が上昇するか、もしくは期待

インフレ率が現実のインフレ率と等しくなるように調整されるので供給曲線が左上方にシ

フトし、Ｆ点で更に商いインフレ率が実現する。ラテンアメリ力のように、慢性的な財政

赤字とこれに基づく貨幣供給によってパーマネントな総需要拡大が発生すれば、長期的に

はこの貨幣供給成長率に対応するインフレ率となる（貨幣数量説の世界）。

逆に．供給ショックがＩＦ.狐で生じた聯合には失業が発生し（Ｂ点>、時１Ｍとともに実質ｆＹ

金が低下するので供給曲線はもとの位冠に戻る。また、期待インフレ率も、供給曲線の下

方へのシフトに伴い、もとの均衡点Ｅの水準まで調整される。しかし、ラテンアメリカで

は賃金インデクセーションなどの制度的要因のために実質賃金調謎のスピードは遅い。ま

た、後述されるように、インフレ期待の調整が下方にはスムーズではないとすれば．供給

側の調楚には長い時間を要する。この調頻のスピードが遅ければ遅い程．失業の期１Ｍが長

引く。しかし、ラテンアメリカでは失業の社会的、政治的コストが大きいことから、供給

ショックによって失業が深刻化すれば、これを避けるために財政赤字に依存した総需要の

アコモデイテイブ(追認的)な拡大がなされるのが一般的である。したがって、総供給曲線

の左方へのシフトに対して総需要曲線が上方にシフトさせられることになり．結局はＦ点
での高いインフレ率が維持される。

ところで、Ｆ点はＴ曲線の上方に位冠するのでＨ易赤字の領域にあり、為替レートが固

定されていれば、外貨瀧備の低下とこれに伴う貨幣供給の減少によって．総需要曲線が低

下し始め、経済は長期的にはいずれもとのＥ点に戻らざるを得ない。しかし、貿易赤字補

塊のために十分な海外安金の流入が続く限り．貿易赤字を持続しながらもＦ点での均衡が

維持可能であり、Ｆ点に対応するインフレが持続する。また、貿易収支均衡のために為替

レートが十分に切り下げられればＴ曲線がＦ点まで上方にシフトし、Ｆ点が最終的に新し

－４３－



い長期均衡点となる。

以上が、ラテンアメリカの持続的なインフレの錐木的理解である。では、１９８０年代

からのインフレ加速はいかなる要因に拠るのであろうか。

（３）インフレの加速

８０年代におけるラテンアメリカのインフレの加速にはいくつかの要因を考慮しうる。

第一は．財政赤字の一周の拡大である｡一般的にラテンアメリカ諸国においては．深刻

な貧困問題のために失粟の社会的コストは大きく、政治的安定を維持するためにインフレ

よりも恵用(産出蛍)の安定化が璽視されている。このため、雇用成長を確保するために公

共投資や政府系企業を通じて慢性的に一定の財政赤字が存在しており、この財政赤字を削

減することは極めて困難である。しかも、８０年代に入り、各国ともに民主化を開始した

ため、大衆の支持を得るために社会政策面などの支出を拡大せざるを得ず、財政赤字が一

層拡大した●いうまでもなく、財政赤字はもっぱら紙幣の印刷でファイナンスされるので、

貨幣供給は増大し、長期的なインフレ率の加速となる．

第二は．実質為替レートの急激な切り下げである．海外寅金が十分に流入し叉易赤字を

補填する限りは実質為替レートの切り下げを必要としない。しかし．８０年代に入り．債
務危擬を迎え海外寅金流入が困難となると．債務返済のために大幅な貿易黒字が必要であ

り．このため加速的な切り下げが不可欠となった。アルゼンチン．チリ．ウルグワイでみ

られた過大評価レートに基づくインフレ抑制政簸は．海外安金の流入が困難な状況下では

機能しない。いうまでもなく、切り下げは輸入原材料の、内価格上昇を通じる新たな供給
ショックであり、持続的な総供給曲線の左上方シフトをもたらすと同時に、代替効果を通

じて自国財需要をたかめる。さらに政府財政により対外価務の利払いがなされる鴇合、
ドル建憤務は切り下げによって現地通貨での価務飢を贈価し財政を圧迫するという'111題も

無視しえない．

第三は．副々の供給ショックの発生である。先に述べた為替レートの大幅切り下げに加

え●第二次石油ショック・農業不擾．賃金改定、補助金カットなどである。これらの供給
ショプクに対して、失業を回避するために．アコモデイテイブ(追認的)な貨幣供給政策が

自動的にすばやくなされれば・供給ショックは産出量ではなく、もっぱらインフレの上昇
として現われる.特に、ブラジルでの８０年代のインフレ率のジャンプとその後の持続は．

連続的な供給ショックと需要側のアコモデイションで説明できる。

さらに・インフレの加速については次の内在的なインフレ加速の議論が必要である。

第一は、賃金などのインデクセーションの改定期間の短縮化である。インフレ率が商<

なればなる程、実硬賃金の目減りを防ぐために賃金調銘のスピードを速める要求が強くな

る。ブラジルでは賃金インデクセーションの改定期|Ⅲが．インフレの商進とともに一年．

半年●三ケ月､一ケ月と短縮化していった。名目賃金の調整のスピードが速まれば短期の
供給曲線の傾きが大きくなることを意味し、制要ショックや供給ショックのインフレへの

効果を墹幅すると同時に、賃金・インフレのスパイラルを強めてインフレを加速すること
となる．

第二は、インフレ期待の調整である。一般的に．インフレ率が高くなればなるほど．イ
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ンプレ期待調整の遅れは突磁資嵌や実質所得のiii失を大きくするので．インフレ期待はよ

りFORWARD-LOOKINGとなり．またその改定のインターバルは滅期化する。しかも、高イン

フレとなればなるほどインフレ率の変動がおおきくなり．正しいインフレ率の予想が困越

となるので．インフレを先取りした予想形成を行ない．実庇的１，失を小さくする行動が一

般的となる。マーク・アップに終づく企難の価格決定や労使1111での貸金決定に．先取りし

たインフレ予想が支配的となると．インフレの力Ⅱ速は避けられない。

以上は．８０年代に入ってからのインブレカⅡ辿の鵬木的な麻釈であるが、アルゼンチン、

ブラジルのケースを主として念、に尻いたものである。ボリビアのようなハイパー．イン

フレを醜IﾘIするにはllI1の鵬絢が`必璽である。すなオ】ち．u【にインフレがi｢Hまると．財政赤

字自体が加速的に拡大することが決定的にOFuMjである。

（４）ハイパー・インフレ

ボリビアが経験したハイパー・インフレを考えてみよう。財政赤字をファイナンスする

特別の資源をもたない国では、政府負債(ｉｎ輔)の実硬価値をインフレによって減価させる

「インフレ税」に頼るしかない。低いインフレ率の時には．民間は比較的多くの実硬侭幣

を保有するので僅かなインフレ税で財政赤字を袖壊しうる。しかし、突薗貨幣需要は期待

インフレ率に依存するので．インフレの商進とともに期待インフレ率が調強され．人々は

自国iY輔からドル資産へ逃避を行なうために．自国街幣を保有しなくなり（流通速度の１９

大）．インフレ税のタックス・ペースが減少する.このため、一定の財政赤字を維持する

ために政府はインフレをﾉⅡIill1させて．インフレ脱を肺促しなければならない．いま、ｊ〔!u｜

的には伐幣供給量の変化＊とインフレ率が鞭しいことを考慮すると．同のＩ曲線が示す財

政赤字とインフレ率のDII係が1Ｗらｵしる。以上のことより．低いインフレ率のもとでは大き

なタックス・ペースが存在するので．インフレ率の上昇と共にインフレ税収入が1ＷⅢして

いき、より高い財政赤字を維持しうるが、高いインフレ率の下ではタックス・ペースが急

激に低下していくので．さらにインフレ率をＦ１めても十分なインフレ税収入を得られず、

維持しうる財政赤字は減少していかざるをえない。したがって、一触的には．後屈したイ

ンフレ率と財政赤字の関係が僻られる(LAFFER効果).

ところで．財政赤字には財政支出の桐造や租税体系によって決まる自生的な部分と、税

の徴収に時間的ラグがあるために実質税収入がインフレによって目減りする部分とで撫成

される。したがって．財政赤字自体がインフレ率とともに大きくなり、この関係はBIlll線

で示さる（TANJI-OLIVEIRAEFFECT)。IlIII線とBUlI腺より、一舵的には二つの均衡点が求

まるが．図では安定的な均衡点がＡ点であるケースが描かれている（厳密には．どちらの

交点が安定的であるかは．１０１符形成の方法に依存する）。いま．八点より低いインフレ卒

のケースを考えると．インフレ税によって1Miえる川政赤字の規侠より．財政赤字の規棋が

大きいため．インフレ税を耐ぬるべく貨幣供給が拡大されインフレが加速される。しかし．

インフレの加速と共に徴税ラグによって財政赤字も拡大するので．結局財政赤字がちょう

ど補塊されるＡ点まで鯛雛が続く。逆に、八点よりiYIiぃインフレ率のケースでは．インフ

レ税の規模が財政赤字より大きいため．インフレ税を低下させるようにインフレ率の調整

がなされ、Ａ点までその調盤が続く。定常状態では．貨幣の流通速度の増加が大きい程
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（Ｉ曲線の傾きが大きい程）、財政赤字の自生的部分が大きい程（Ｂ曲線がより右方に位

置する程)ず徴税ラグの程度が大きい程（Ｂ曲線の傾きがより小さい程）、インフレ率が
高いことが理解できる。

ところで．ボリビアの鴇合、財政赤字の自生的部分としてiii変なのが．政府川政による

対外償務の利払い負担である。８０年初航に政府部門への新規対外借入れが停止したため．

ＧＮＰの１０％に運する対外利払いをもっぱら政府財政で賄うことが必要となり．この利

払いは８３年には１Ｍ政支出の５３％を占めるに憩った。したがって．このような、対外利

払い負担による突然で大規模な財政赤字の拡大は．Ｂ曲鶴をＩ曲線と接しなくなる程大き

く右側にシフトさせたと考えられる。もちろん、１s２年間に１９５回の政椒交替を経験

した国では．政沿的安定を維持しながら返済のための安源を獲得するには、経済緊縮では

なく殿も社会的抵抗の小さいインフレ税に依存せざるを↑\ない。

いうまでもなく、両曲線が接しなくなれば、財政赤字補塊のためにインフレ税を拡大す

べ<インフレ率を加速させたとしても．人々の実藏iWWF保有の一府の低下と徴税ラグに基

づく実硬税収の低下が累積的に財政赤字を拡大させ．どこ事とインフレを上昇させてもイ

ンフレ税によってこれを満たすことができなくなる。ちなみに８１年にはＧＮＰの９％で

あった租税収入は８５年には１．３％までに低下し､遂には８５年１２月に畷１１M風速で年

率１１万６０００％に運するハイパー・インフレとなった。

したがって．ボリビアのハイパー・インフレは．価務返済負担にともなう突然の財政赤

字の拡大と、インフレ税と徴税ラグのメカニズムで説明し得る。

（５）マネタリスムの安定化政策

８０年代中頃までのアルゼンチン、ブラジルでは、ＩＭＦが支持するマネタリズムに韮

づく安定化政筑が埖水であった（但し７０年代末から８０年代にかけてのアルゼンチン．

チリ、ウルグアイでなされた邪前予告制の為{ルート調擁に擁づくインフレ抑制策は若干

性格を異にする）。１１１政赤字削減と実硬為砕レート切り下げがその主たる政筑メニューで

ある。しかし．一般的な結果は．頑固なインフレと過剰なリセッションの発生であり．イ

ンフレが十分に抑制されないことより．むしろリセソションがもたらす失業などの実便コ

ストが社会的、政治的に許容されず．その都度安定化政策が放棄されるということが繰り

返されてきた。

マネタリズムの安定化政策を最も単純化して捉えれば、財政赤字縮小により総僻璽曲線

を左下方にシフトさせ、以後は主に供給側の価椚JMW1にまかせ、総供給'１１１線の右下方への

シフトによって低いインフレ率の新しい均衡点を実現しようとするものである。しかし、

この価格調轆の速慶が綴慢であれば．総需要抑１tﾘの効果は、インフレ率の低下でなくもっ

ぱら産出舐の低下として呪われ、リアル面でのコストを伴うことになる。マネタリズムの

処方愛や．ＩＭＦの安定化政策では、この価枯調雛は一般的に速いと考えられているが、
ラテンアメリカの実醗においてはその調雛スピードは遅い。

価格調號の速腹は過去のインフレの影評（イナーシア）が大きい程遅くなるが．一つの

要因として過去のインフレ率に基づいて調砿される賃金などのインデクセーションの存在
が知られている（但し・インデクセーションの改定期1mが短縮化されたり、よりFOREWARD
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-LOOKINGな調整となればイナーシアは減少する）。しかし～価格調整のイナーシアにとっ

てより並要なのはインフレ期待の調離である。一般的に、インフレが商率であれば、期待

調整の遅れば実質資産や実硬所得の斌失を大きくするので、期待の上方への調整は速くな

る。しかし．下方への調整は、必ずしも速くはない。特に、人々が経済政筑を倍耕してい

ない欝合には顕薯である（この他､不完全な埼報下のケースも亜要である。例えば、政変

直後の安定化政策に関して悩枢が不足する掛合である）。

長期IHIにわたり商インフレを経験してきた同では、たとえ政府が安定化政策の実施をア

ナウンスし､現実に財政赤字が縮小したとしても．人々は過去の縄験からそれが-11ｆ的な

ものに過ぎず．いずれ政治的．社会的に嬰求さオしる財政赤字の水Nl1に戻り、インフレが再

燃することを熟知している。人々の経済政策に対するクレディピリティが欠如する割合に

は下方へのインフレ期待の調整はスムーズではない。かかる状況では、期待の調鮭は上方

と下方とでは非対称的であり．インフレ期待は速やかには下方に改定されず．総需要抑制

がインフレ率を低下させるにはきわめて長い時間を要する。したがって、この間リセッショ

ン、失業が引き続き、社会的．政治的安定を荷かすので．インフレ抑制政策の存続を危ぐ

する。したがって．人々が政府に対してクレディピリテイをもたない限り、マネタリズム、

もしくはオーソドックスな安定化政策は十分に機能しないことを意味する。

この点．ボリビアのケースは対照的である。ボリビアのようなハイパー．インフレにな

れば．為替レートが、唯一の悩網入手コストが小さく遅れのないインフレ指標として機能

することになる。このため、インフレ期待を含む全ての価格が時々刻々と成立する為幹レー

トに同調することになり．全ての価格調強の遅れが全くない状態となり．相対価格の変動

はなくなる。全ての人々にとって、いわばドルが実IＩ的な3,,11位となり、実硬而への影

響を全く受けない状態となる。したがって．人々にインフレ期待形成が唯一為替レートに

依存しているので．安定化政策と共に為秤レートを固定化もしくは安定化すれば瞬時のイ

ンフレ抑制を可能とする。しかも．一度インフレが低下し始めると．徴税のHlrllU的ラグに

基づく財政赤字部分は急激に減少し始める。またボリビアの場合．安定化政策と同時に対

外債務返済の体ｊｔがなされたので財政赤字負担は落し<柊城し．これらのことは人々に財

政赤字の消滅を硴信させるに十分であった。両大IHEllUのドイツのハイパー．インフレなど

の過去の経験と同様に．ボリビアのハイパー・インフレも突然に姿を消すこととなった。

（６）ショック擬法

マネタリズムの安定化政策に代わり．いわゆる「ショック療按」と呼ばれるインフレ抑

制政策が登劇することとなったが、アルゼンチンでは１９８５年６月にアウストラル計画

が、ブラジルでは８６年３月にクルザード計両が実施された。両国ともに3,両が実施され

た直後は．月率２０－３０％近くから数％へと劇的なインフレ率の低下をみせた。

これらの計両は､総需要抑制と賃金．物価、為替レートの統制による所得政策を組み合

わせることによって、長期'''１にわたる商インフレで硬i両的となったインフレ期待を急2M,か

つ短期間に鉱、Ｉ化させ､実物面のコストを伴わない形でインフレ抑制を実現することを目

的としている。このためには、商インフレ下の不完全な怖報のもとで．非協力的な価格設

定のゲームを行なう経済主体に正しい価格シグナルを与えることによって、政府がインフ
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し抑制のために確固たる政策スタンスをとると人々が確信するに至ることが、その基本的

条件となる。

この所得政策をゲーム論的に解釈すれば以下のようになる。いま、政府が需要抑制に基

づくインフレ抑制政簸を実施するとアナウンスしたとしよう。しかし、人々は実際に他の

人々が低い価格設定を行なったことを見ないかぎり、自ら進んで低い価格設定は行なわず．

慎重な「待ち」の態度をとるであろう。このため．需要抑制による新しい均衡点に達する

スピードは他の人々の行動に関するliW報を↑りるスピードに依存する。この学習期Iillが災け

れば長い程．失業率は長引き．より多くの人々がこの安定化政策の失敗を確信するように

なるであろう。この意味で．人々に新しい均衡への正しい価格シグナルを与え、各人の行

動をコーディネイトするために、凍結．もしくは統制などの形で価格シグナルを与える所

得政策を実施する必要があると考えられている。この価格シグナルが妥当なものであれば、

人々のインフレ期待などの価格調雛は新しい均衡価格へスムーズに収束していくことにな

る。したがって、所１W政簸は安定化政雄を捕完する爪璽な役1V11を来たすことになる．

ところで．これらの計iMiには以下のIMI麺点があった。第一は．たとえ三桁のHIiインフレ

といえどもボリビアでみたようなハイパー・インフレではないので、mIi格調雛は瞬時には

達成されず、椎に相対価格に不均衡が存在しており、これをしいてきな時点での全面的な

価格凍結で固定化してしまったことである。物不足やヤミ市場がいたるところで出現する

ことになるが．このことは人々が所得政策が正しい価格シグナルだとは見なしていないこ

とを意味する。凍結期間が長引けば長引くほど．この相対価格の不均衡は激化する。人々

が所得政策に対する不信を持てば、インフレ期待が鎮静化されるとは期待できない。第二

は、文民政棉移JNF菰後であり.･社会政簸而への支出カットが困難であることや、公共料金

の凍結自体が政府収入を低下させ、財政赤字が十分に縮小できなかったことである。財政

赤字が縮小しないことは現在とられているインフレ抑制政簸が長期的なインフレの動向と

矛盾すると人々は認識し、現在の安定化政筑に対する信頼感が失われることを意味する。

第三は．為替レートの同定化が過大評価をもたらしたため、債務返済のための貿易黒字が

華し<低下し、切り下げを不可逃としたことである。硴かに．ショック族法がとられた時

jUlは、圃際利子率の低下や.､大lHiiな五場黒字など対外的灸Ⅱ:は良好であったが．過大ilf価

は債務返済を著しく困離とした。そして、結局は伍務支払い停止を余儀無くさせられたの

は周知の事実である。

これらの問題は．現在の安定化政策に対する．人々の偲頼を失わせ、インフレ期待の鍍

師化を困難とすると同時に．安定化政策自体を弱体化させることとなる。ショック擁法の

末期には、インフレ期待が鎮静化しないままに（利子率の高瞬をみよ）．価格調整圧力が

激化し、価格統制を解除すれば新たなインフレのジャンプをもたらすことになる。また．

一時的なインフレ低下によってもたらされたREMONETlZATIONはこれを17幣面から支えるこ

とになる。アルゼンチン、ブラジルでは、価格統制．統制解除．相対価格調熟．価格統制

というパターンを繰り返すたびに、インフレ率がジャンプしていることは興味深い。１９

８９年にはいると、アルゼンチンではスプリング計両の挫折とともに、Ｇ月には月間イン

フレ率が１１０％に速し．ハイパー・インフレに突入している。ブラジルにおいても．

サマー計画が失敗し、アルゼンチンと同じ道をたどる可能性は高い。
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（７）結語

結局、ラテンアメリカにおいては現在の民主化を確立しなければならない状況と債務返

済負担が存在する限り、インフレの基本的な要因の解決は困難である。特に、１９８９年

におけるアルゼンチンとブラジルのインフレは現在11t大な局而にあるといえる。

アルゼンチンのメネン新政楡は、ポピュリズムを代表するペロン党政権であり、これま

でラテンアメリカの雁史に一般的に観察されてきた、ポピュリズム政欄と爪1F政栫の交待

劇とそｵLに』脾づく維済サイクルを考慮すれば・ハイパー・インフレの終ｊｇと経沸迎懲のilj

趣には新しいポピュリズム政棉を確立しなければならない。

ラテンアメリ力のように所得分配が落し<不平等な社会では階級１ｍの対立が激しく、ポ

ピュリズムの政椀下では●再分配のための支出の珊大と、打補屑の租税負担墹大に対する

抵抗が財政赤字をもたらす.他方、都市労働者の服用と実硬賃金を守るために国内財産粟

保護と過大評価の為緋レートが維持され●対外不均衡が不可逃となる。しかし、対外不均

衡はいずれ調銘を必要とするので、実衝為替レートの切り下げが実施される。切り下げは．

国内財産業の収縮によって、都市労働者の実磁貸金の低下をもたらす。このため．ポピュ

リズム政椀の末期にはこの皿大の政治基盤である都市労働者の実質賃金を回復するために、

急激な賃上げを容認せざるを得ず．賃金とインフレのスパイラルを発生させる。このよう

な経済的混乱の中で抓耶勢力が台頭し●再び強制的な引き締めと実質賃金引き下げに錐づ

く経済再建がはかられる．しかし､このWrlF政楠下では縄済が成長している限りは労働;ｉｆ

は厳しい実質賃金の低下に耐え柵るが、対外価務や過度の政府介入による成長政策が破綻

すれば．労働瀞の生活は紙ﾉ区に閲窮する｡そして労働打の政袷的要求が激しくないポピュ

リズム政怖へと回州する。

この意味で、メネン政桶は古典的なポピュリズムの慈夢から脱却し、諸階級の要求をバ

ランスし●繋合的な綴添政策が実現できる近代的なポピュリズムヘ転換することが璽求さ

オしている。メネン政怖は伝統的なポプリズムからの転換がjしられるものの、あくまで政治

的支持基駐である都市労働者の要求と均衡を保たざるを↑\ず．厳格な財政の均衡化は困難

であるかもしれない。現在アルゼンチンでは．諸階１W１１０の要求の均衡を回るために、コン

セルタシオンと坪ばｵしる社会協約の確立がⅡ１１ばれているが、オーソドックスな安定化政雄

に基づく財政赤字の均衡化が籍し<生活水iV1の悪化をもたらすのであれば．これの実現は

望めないであろう｡ただし●ハイパー・インフレが引き続き．これによる経済的疲郷が労

働者の生活を圧迫する程腿が、オーソドックスな安定化政策がもたらす生活木地の低下を

上回れば・労働者がオーソドックスな安定化政餓を受け入れる．レジーム．チェンジの条

件が盤うのかもしれない.しかし、このようなケースは．態しい政治的不安定をともなう

であろう。

一方●ブラジルにおいても､､鰻は深刻である．ｈｌ近ブラジルでは「アルゼンチナゼーショ

ン（ARGENTINAZACAO)」という言葉が流布している．ブラジルのヘテロドックス．タイプ

の安定化政策がアルゼンチンと数ケ月のおくオレをもって実施され．まったく同じ失敗のパ

ターンを繰り返しているからである。もはやブラジルではヘテロドックス．タイプの安定

化政簸はまったく佃緬されておらず．サマー．プランの挫折以後は'111ドル．レートが高脱

し、公定レートとの乖離（プレミアム）は２００％にも速し、新記録更新中である。他方、

国債からのシフトも心配されている。現に国価の利回りも忽臘してきており、６月末時点
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でオープンの利率は月４４．３７％に還しており．Ni、､利回りを提供しないと市中消化が

困建となってきていることを示している。これは、内債の残商がすでに７００値ドル近く
に達し、また内偵の利払いがあらたに財政赤字を圧迫することから、国債での財政赤字ファ
イナンスが限界に近付きつつあるとの盟諏と．遜挙前の諸々の思惑から内価のモラトリア
ム説がとりざたされていることを背最としている。

少なくとも、大統領通学までは第Pqのヘテロドックス・ショックなどでどうにか切り抜

けるであろうが．インフレの根本的'梛決を引きIVIばすだけで．インフレ期待を払拭するこ

とはできない。今後なんらかのきっかけ（流訂など）で阿価からの急激なドル逃避が生ず
れば、財政赤字はインフレ税のみでファイナンスせざるを１９なくなり．ハイパー・インフ

レは不可逃となるであろう。したがって．今後のブラジルの進展は、今年１１月の大統俶
選挙までの諸々の思惑と．大統領選挙でいかなる政MHが誕生するかに依存している。
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