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産業政策としての地域経済統合
一ラテンアメリカにおける経済統合の役割一

獅協大学米山昌幸

１－はじめに

ラテンアメリカでは、ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）の合意を受けて、地域

経済統合への機運が高まっている。これは、アメリカの打ち出した「米川自由貿

易圏構想」への参加をにらんだ動きと考えることができる。ラテンアメリカには

以前から数多くの自由貿易協定、共同市場への動きが見られたが、現在再び活発

化している経済統合への動きは、経済安定化・構造調整の進展と関連してラテン
（１）

アメリカ諸国の産業政策の重要な柱として、位置付けられなけれI茜ならない。ラ

テンアメリカ諸国の産業政策の現代的課題は輸出産業の育成であるが、これは経

済発展段階に応じた一連の工業化戦略の流れの中で次のように捉えることができ
（２）

よう。

開発経済学のトピックスの１つとして、ラテンアメリカ諸国と東アジア諸国の

工業化戦略の相違がしばしば対照的に論じられてきた。東アジア諸国における工

業化戦略の成功とラテンアメリカ諸国の工業化の失敗である。すなわち、アジア

ＮＩＥＳでは一次産品の国内市場向け生産から始まり、その輸出経済へ（第一段

階）、そして軽工業品の輸入代替→輸出指向（第二段階）を経て、重化学工業品

の輸入代替→輸出指向（第三段階）へと輸入代替的工業化から輸出指向的工業化

への移行が段階的にスムーズに行われた。これに対し、ラテンアメリカ諸国では

第一段階から第二段階の輸入代替に移行した後、第二段階の輸出指向に向かわず、

第三段階の輸入代替の工業化に移行してしまった。この輸入代替的工業化の行き

詰まりがラテンアメリカの経済発展に大きな影を落とすことになった。例えば、

ラテンアメリカでは産業のアップストリーム（川上）に位置付けられる中間財．
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資本財の生産が十分に確立されていなかったために、それらを輸入に頼らざるを

得なかった。また、重化学工業などの資本集約的な産業には大規模な設備資本投

資が必要となるが、ラテンアメリカではそれらを外国資本に依存するという戦略

が採られた。積極的な直接投資の受け入れにより入ってきた外国企業は、国内事

情にそぐわない技術で国内事情にそぐわない財を供給し、また積極的な外国資金

の借入れは、国際経済環境の悪化を受けて累積債務問題につながることになった。

もちろん、ラテンアメリカ地域は多様な国家から構成されており、地域別類型的

に扱うことには問題があることは十分認識しているが、本稿ではラテンアメリカ

諸国の工業化の特徴を一般的にこのように捉えて議論を進めることにする。

今や、ラテンアメリカではこのような輸入代替的工業化の失敗を踏まえて、輸

出産業の育成が重要な課題となっている。そこで、本稿の目的は、パーパルなモ

デル分析によって輸出産業の育成に対して地域統合の果たす役割を検討すること

にある。これまでの地域統合の研究では静態的効果の分析が中心とされており、

規模の経済性を取り込んだものも少ない。本稿では、産業政策として地域統合を

捉える際には、規模の経済のあるモデルで動態的な効果がもっと強調されるべき

であることを指摘したい。

構成は以下のとおりである。まず、第２節では規模の経済性を持つ産業は私的

インセンティプだけでは確立されないことがあり、政府による産業保護政策の余

地が存在することを述べる。次に第３節では、内部的な規模の経済性のあるモデ

ルを用いてラテンアメリカにおける輸入代替政策の帰結を分析する。そして第４

節において、内部的な規模の経済性のあるモデルを使って地域経済統合の静態的

効果を述べ、第５節では、産業政策の観点から経済統合はどのように評価できる

か検討する。第６節では若干の結論をまとめて結びとする。

２．幼稚産業の確立とセットアップ・コスト

一般に企業が生産を開始する際に、生産規模とは独立に固定費用が必要となる。

固定費用には工場設備の建設費用のみならず、市場調査・生産技術の習得などソ

フト面のコストも含まれる。また、一般に軽工業から重化学工業へと産業構造が

高度化するにしたがって、また最終財から中間財・資本財へと工業化が深化する

にしたがって、生産開始に必要な固定費用は大きくなると考えられる。固定費用

が存在する産業は規模の経済性（規模に関して収穫逓増、費用逓減）を示すこと
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になるが、固定費用が大きくなると、より大規模の生産を行わなければその固定

費用を回収することができない。しかし、市場規模の制約が存在すると採算が取

れるまで生産を拡大することができないので、その企業は生産開始に踏み切ろう

とはしない。このように私的インセンティプだけでは産業が確立されないことが

ある。

産業が確立されないことによる社会的機会費用が大きく、将来の社会的厚生が

大きく損なわれるような場合には、政府による産業保護政策が必要となってくる。

すなわち、企業の参入障壁となっている固定費用をその社会が肩代わりする必要

性がでてくる。戦前・戦後を通ずろ日本の手厚い産業政策による官民一体となっ

た産業の育成および産業構造の高度化を見るならば、国内産業保護政策の担った

役割は明らかであろう。このとき、生産補助金による産業保護はその財源として

増税を伴うであろうし、輸入制限による保護は消費者に高い国内製品を買わせる

ことになる。このように、産業を確立させるために社会が負うコストが、「産業
（３）

確立のセットアップ・コスト（set-upcost）である。また、産業構造の高度ｲﾋ、

産業の深化に伴い固定費用が大きくなるにつれて産業確立の困難度は高まるので、

当然産業確立のセットアップ・コストも高くなるであろう。

さらに、産業には様々な要因に基づく規模の経済が存在すると考えられる。上

に述べたような企業レベルの固定費用に基づく「企業にとって内部的な規模の経

済性」の他に、家電、自動車産業のような組立加工型産業に見られる、部品・下

請けメーカーのネットワーク効果に基づく「外部的な規模の経済性」がある。ネ

ットワーク効果とは、産業全体の生産規模が拡大することにより、多くの部品や

生産工程の分業が進み、専業化した企業のネットワークを作ることが可能となり、

この社会的分業による生産効率の上昇によって平均費用を引き下げることができ

るというものである。これはマーシャル的外部経済と呼ばれるものである。また、

このような静学的な「規模の経済性」に対して、「時間の経済性（economiesof
（４＞

time）」ないし「動学的経済性（dynamiceconomies）」も存在する。時間の経

済性、動学的経済性とは、生産活動を行うことにより、「実行を通じた学習効果

（learningbydoing）」やＲ＆Ｄ（研究開発）活動を通じて生産技術、経営管

理に関する知識と経験が集積され、時間を通じて費用条件が改善されるというも

のであり、動学的な意味での「規模の経済性」と考えることができよう。このよ

うな様々な規模の経済によって産業のセットアップ・コストが生じることになる。

いずれにせよ、規模の経済性は産業保護政策に対して1つの根拠を与えるもの
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である゜私的インセンティプだけに任せておいたのでは確立されるのが困難な産

業を、政府が保護・育成すべきか（すなわち、社会がセットアップ・コストを負
（５）

担すべきか）否かの基準は、幼稚産業保護:倫に求めることができる。それによれ

ば、政府による幼稚産業保護政策が自国の経済厚生上正当化されるためには、保

護・育成による将来の社会的利益の現在割引価値がセットアップ・コストを上回

っていなければならないという「ミルーパステープルの基準」に加えて、現在の

生産が将来に及ぼす外部経済、すなわち動学的外部経済により、習得成果が他の

企業や産業に漏出して社会的評価と私的評価が乖離し、社会的純利益はプラスで

あるが各企業にとっての純利益がマイナスになってしまうという「ケンプの基準」

が満たされなければならない。このように自国が小国のケースにおいて政府によ

る幼稚産業の保護が正当化されるには、勤学的外部経済の存在が重要となる。ま

た、自国が大国のケースでは幼稚産業の確立が国際価格を低下させることにより、

自国の消費者余剰の増加として社会的利益に影響して、社会的純利益の現在割引

価値がプラスであるが各企業の私的純利益がマイナスになってしまうという「根

岸の基準」が満たされるとき、そしてそのときのみ政府による幼稚産業の保護が

正当化される。この基準は勤学的内部経済であっても満たされる。

３．規模の経済性と輸入代替政策

では、私的インセンティブだけでは確立されない産業（工業部門）をどのよう

に保護し、育成することができるであろうか。保護により産業を確立し、自立的

産業に育成する過程は、先に見た工業化の経済発展段階モデルにおける輸入→国

産化→輸出というサイクルと重ね併せて考えることができよう。このような産業

（工業部門）確立・育成のためにラテンアメリカで採用された輸入代替政策を、

内部的な規模の経済性のあるモデルを用いて見てみよう。先にも述べたが、企業

にとって内部的な規模の経済性の他にも、ネットワーク効果のようなマーシャル

の外部経済効果によって発生する企業にとって外部的な規模の経済性が存在する。

しかし、静学的な規模の経済性は幼稚産業の保護を正当化する議論にとってクル

ーシャルではないので、幼稚産業保護論に照らして産業政策を分析する上で、静

学的な規模の経済性が内部的であっても外部的であっても本質的に変わりはない。

そこで、ここでは内部的な規模の経済性のあるモデルを用いて、産業政策の役割

の帰結を分析することにする。
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図１のＡ１Ａ１’は１つの実際の、あ

るいは潜在的な国内企業の正常利潤を価格
含む私的及び社会的平均費用曲線であ

る。規模の経済性とは、先に述べたよ
Ｔ

うな様々な要因によって産業、企業あ

るいは事業所の生産量が増大するにつｓ

れて、その財を生産するための平均費

用が逓減していく現象である。したがｏ

【図１】
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I干I刀ﾕ麺鰄し~Ｌいく弓迅家~Ｃの⑨◎したか 費血量

って、規模の経済性を持つ輸入競争企

業の平均費用曲線は、このように右下がりで表わされる。ＳＳ’はその財の外国

（世界）からの輸入供給曲線であり、小国の仮定より輸入価格ＯＳで水平に描か

れている。Ｄ、’は国内需要曲線である。この工業製品に対する需要曲線の位置

を決定するのは、その国の国民所得であり、二重経済モデルによればそれは農業

部門の所得ということになる。

ラテンアメリカの農業部門は、大土地所有制度による土地の集中、低生産性に

よって特徴付けられ、人口の圧倒的大部分を占める零細農、小作、農業賃金労働

者の所得が低く、工業製品にとって十分な規模を持つ市場を提供することができ

なかった。さらに、農業部門の機械化は地主・小作関係の崩壊、零細農の分解を

もたらし、土地無し層を排出することになり、､大土地を所有する豊かな地主層と

土地を持たない貧困な労働者層の二極分解の深化が所得分配の不平等と貧困問題
（６）

を一層深亥Ｉにしている。人口成長や’人当たりの実質所得の増大により、需要曲

線は右へシフトするが、ラテンアメリカでは以上の理由で需要曲線が、１，１，の

位置に留まった。

いま、需要曲線がＤ１Ｄ１,の位置にあるならば、輸入競争企業は（輸出の可能

性はないものとすると）採算が合うまで十分に生産費用を低下させるほど生産を

増加させることが不可能であることを知っているので、生産を開始するインセン

ティプを持たない。したがって、もし政府介入がなければ、この財の国内生産量

はゼロであり、すべて外国からの輸入によって供給されることになる｡これが国

内市場の狭溢性からくる工業化の制約である。

ラテンアメリカではこの産業を確立するために、輸入関税の賦課、生産補助金

の供与、輸入制限、あるいは為替レートの過大評価などによって国内産業を保護

する政策が採られたが、これが輸入代替政策である。例えばＳＴが輸入関税であ
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ろ。これらの政策によって保護されている間に、生産性が改善されて平均費用曲

線がＡ２Ａ２’へと下方にシフトするか、あるいは需要曲線がＤ２Ｄｚ’へと右方シ

フトして市場の制約が緩和されるならば、やがてこの産業は輸出産業になること

ができたであろう。しかし、過度の保護による輸入代替的工業化は非効率であり、

また一旦保護が与えられると既得権益を得た企業はなかなか保護を撤廃させよう

としないので、いつまで経っても平均費用曲線を下方にシフトさせることができ

なかった。

また、最終財の組立産業の輸入代替には、そのための中間財・資本財の役人が

必要となるが、それを輸入に依存すると貿易収支の悪化を招き、中間財・資本財

の輸入代替を政府系企業・公営企業によって行うと非効率な産業となり、ひいて

は最終財の費用条件も悪化させることになった。さらに、輸入代替工業化を外国

企業に依存したために、所得水準や生産要素賦存比率と合致しない財を生産させ
（７）

られることになり、資源分配力s歪められることとなった。

４．規模の経済性と地域統合理論

ここまで見てきたように、規模の経済性を持つ重化学工業部門を確立すること

は発展途上国の産業政策、経済開発戦略の重要な柱とされてきた。したがって、

重化学工業化戦略を指向する後発地域における経済統合は、伝統的なパイナー

（j・Viner）タイプの地域統合理論よりも、むしろ規模の経済性をモデルに組み

込んだコーデン（W・MCorden）タイプの地域統合理論によって、より積極的に評

価されると考える。そこで、ここでは企業にとって内部的な規模の経済性を取り

込んだCorden（1992）のモデルを使って、経済統合の効果を検討することにしよ
（い

う。

Corden（1992）は、企業にとって内部的な規模の経済性を関税同盟の理論に組

み込むことを試みた。バーバルな部分均衡分析により、パイナーのよく知られた

経済統合の「貿易創出（tradecreation）」と「貿易転換（tradediversion）」

効果に加えて、「費用削減効果（cost-reductioneffect）」と「貿易抑止効果

（tTade-suppressioneffect）」が重要となってくることを明らかにした｡そこ

では同盟結成前にＡ、Ｂ両国で国内生産があるケース、Ａ国のみで国内生産があ

るケース、およびＡ、Ｂ両国で国内生産がないケースの３つのケースに分けて考

察されているが、ここではそのうちの１つ、当初Ａ国のみで国内生産があるケー
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スを取り上げることにする。

４．１．モデル設定

Ａ、Ｂ、Ｃの３国を考える。Ａ国とＢ国が関税同盟を結成し、それ以外の世界

はＣ国で表わされる。また、同質的なｌ財モデルであり、Ａ、Ｂ国はＣ国からの

輸入競争にさらされている。各国においてそれぞれ１つずつ実際の、また潜在的

な企業が存在し、その企業は逓減的な平均費用曲線を持つ。それは、私的及び社

会的平均費用を示し、正常利潤を含む。単純化のため、２つの同盟国はＣ国によ

って設定される所与の同じc､ｉ、ｆ・輸入価格とｆｏ.ｂ・輸出価格に直面しているとす

る。輸送費とＣ国の関税により篭輸入価格は輸出価格を上回る。同盟国が所与の

世界価格に直面しているのは、Ａ、Ｂ、２国はＣ国に比べて小国であると考えら

れる。Ａ、Ｂ、両国の平均費用曲線がこの輸出価格よりも上の水準で最小となる

と仮定することにより、Ａ、Ｂ両国からＣ国への輸出の可能性は排除される。ま

た、関税と相対的に高いコストのために、当初Ａ、Ｂ国はお互いに相手国へ輸出

はしていない。このモデル設定は、図２で表わされる。

ＤＤ’はその財に対するＡ【図２】

国の需要曲線であり、ＬＬ,
価格

はＡ国とＢ国の需要曲線を水

平方向に合計したものである。Ｅ
ｏＰＭはｃ国から輸入するとｖ

Ｗ
ＰＭ

きのc､ｉｆ・輸入価格であり、

ＯＰｘはＣ国へのｆｏ.ｂ・輸出ＰＸ

価格である。これらの価格は

Ａ、Ｂ国で同じであるとする。０

ＤＬ

乞篝ニニミ ＰＭＤ

Ｄ

Ｐｘ

Ａ、Ｎ１ＨＮＨ１Ｉ

け｜へ．
あまり現実的ではないが、多 数量

〈のオーソドックスな関税同盟理論において暗黙に仮定されているように、ここ

では同盟が結成される前には、Ａ、Ｂ、２国はその財の輸入に対して同率の関税

を課すものとする。この仮定により、共通域外関税の設定の問題に関わる必要が

なくなり、同盟内での貿易自由化の効果に分析の焦点を当てることができる。し

たがって、自由貿易地域結成の産業育成に果たす役割を分析する上で便利な仮定

であると言えよう。この所与の関税がＰＭＥである。同盟結成前には、ＢはＣか
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らの輸入と同様にＡからの輸入に対してもこの関税を賦課する。したがって、Ａ

の生産者が直面する同盟結成前の結合需要曲線はＥＦＨＩＫＰｘ’であり、同盟

結成後には域内関税の撤廃によりそれはＥＧＫＰｘ’となる。

Ａの平均費用曲線はＡＡ,で表わされる。もし、図のようにＡＡ，がＰ点より

も下で、Ｄ，を横切っているならば、同盟結成前にＡ国では関税保護により国内

生産が行われている。また、もし図のようにＡＡ，がＩ点よりも上でＬＬ，を横

切っているならば、ＢはＣからの輸入の方が安いので同盟がないときにはＡから

Ｂへの輸出は行われない。同盟結成後のＡの生産は、共通域外関税によって保護

されている。また、もし図のようにＡＡ，についての費用最小点がＣの供給曲線

ＰｘＰｘ’よりも上にあるならば、Ｃへの輸出は行われない。

以上のようなＡの平均費用曲線ＡＡ，の位置を仮定することにより、次のよう

な状況を想定している。すなわち、同盟結成前にはＡ国で国内生産が行われてい

るが輸出は行われていない。これが、同盟を結成することによってＡ国からＢ国

へ輸出が行われることになる。ただし、ここではＢ国は当初国内生産を行ってい

ない、またＡ、Ｂ国間では輸送費はかからないと仮定されている。

４．２．同盟結成の静態的効果

さて、同盟結成前にはＡ国では国内生産が行われており、Ｂ国ではＣ国からそ

の財を輸入しているが、同盟結成によりＡの生産者が同盟市場全体を獲得するこ

とになるケースが図２によって表わされた。このケースにおいて同盟結成の効果

を見てみよう。なお、Ａの生産者はちょうど輸入支配的価格（輸入コスト＋所与

の輸入関税）ＯＥに価格設定すると仮定することにより、同盟結成後の（もとも

と存在していた共通の）対域外関税も同じままであるとすると、その価格設定は

同盟結成後も変わらないことになる。

（１）貿易転換効果

同盟結成後、ＢはＣからの輸入をＡからの輸入に置き換える。仮定より、Ａは

Ｃからの輸入価格ＯＥの水準にＢへの輸出価格を設定するので、それはＣからの

輸入コストＯＰＭよりも高いことになる。したがって、Ｂはより高い輸入源がよ

り安い輸入源に取って替わる「貿易転換」から損失を被ることになる。Ｂに対す

る貿易転換効果はＣからの輸入についての関税収人の損失ＮＲＧＦに等しい。こ

の関税収入の損失が同盟結成によってＢの被る総損失である。Ａの生産者がＢへ
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の輸出において超過利潤ＴＳＧＦを得るので、同盟全体としての貿易転換の損失

は小さくなる。すなわち、ＴＳＧＦはＡの生産者へ再分配されるので、同盟全体

についての貿易転換効果はＮＲＳＴとなり、これが同盟国全体の純損失となる。
（２）費用削減効果

同盟結成によりＡの直面する需要が増大するので、Ａは規模の経済を享受し、

より低い費用で生産することができるようになる。これにより、Ａ国はより低い

コストでその国内供給を得る。すなわち、国内販売から得られる超過利潤ＷＴＵ

Ｖに等しい費用削減効果が発生する。この効果はＢとの貿易創出の結果であるが、

より低廉な供給源への移行の結果ではなく、むしろ既存の供給源が安くなった結

果であるので、オーソドックスな貿易創出効果ではない。ただし、Ａの価格設定

は不変であるので、Ａ国の消費者余剰は変化せず、同盟結成から消費者は何ら利
益を得ていないことになる。

したがって、Ａの生産者はＢへの輸出から得られた超過利潤ＴＳＧＦプラス費

用削減効果ＷＴＵＶを得るので、同盟結成によるＡ国の利得はＴＳＧＦ＋ＷＴＵ

Ｖで表わされる。これに対して、Ｂ国に対する同盟結成の効果は関税収入の損失

ＮＲＧＦで表わされる。よって、同盟全体の経済厚生に対する同盟結成の効果は、

純利得ＷＴＵＶマイナス純損失ＮＲＳＴとなる。すなわち、純利得ＷＴＵＶが純

損失ＮＲＳＴを上回るならば、同盟全体として経済厚生が高まったことになる。

以上がCorden（1992）のモデル分析であるが、これらは同盟結成の静態的効果

である。次節では地域統合の産業政策としての動態的効果について考察してみよ

う。

５．輸出指向政策としての地域経済統合

Corden（1992）の分析をＡ国の産業政策の観点から検討すると、どのようなイ

ンプリケーションが得られるであろうか。

ここでは、当初Ａ国のみで国内生産があるケースを取り上げているが、この国

内生産は関税によって保護されている。発展途上国の工業化戦略に即して考える

ならば、Ａ国ではこの財の輸入代替期にあると見なすことができる。輸入代替政

策の帰結は第３節で詳しく述べたとおりである。すなわち、輸入制限により国内

企業のために確保されたＡ国の国内市場（レディマーケット）が狭陰であるので、

いつまで経ってもこの産業は輸出を行うことができない。もちろん、保護されて0
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いる期間にこの産業で生産効率の改善が達成され、図２において平均費用曲線Ａ

Ａ，をＨ点よりも下でＤ、，を横切るまで下方にシフトさせることができたなら

ば、そのときにはＡ国はこの関税を撤廃しても国内生産を行う競争力を持ったこ

とになる。しかし、輸入代替期の過度の保護はこの非効率な産業に既得権益を生

み出し、生産性の改善を怠らせてしまうことになった。また、一旦このような保

護がなされると、既得権益を得た国内企業はなかなか保護を撤廃させないように

するので、永続的な輸入制限となりやすい。たしかに発展途上国の場合、関税を

賦課することにより国内産業を保護することはある程度許容されているが、過度

の保護により効率性の改善が阻害されるのであれば明らかに産業の育成に対して

マイナスである。

このように、ラテンアメリカにおける輸入代替的工業化の行き詰まりの原因が

説明されるとすると、地域同盟の結成は次のような意味を持つ。すなわち、地域

同盟の結成によりＡ国はＢ国への輸出が可能となるので、規模の経済を享受し、

平均費用曲線が下方にシフトしなくとも生産コストを引き下げることができる。

Ａ国は同盟結成により国内市場の狭陰性を打破し、この産業は輸出を行うことが

できるようになる。ラテンアメリカでは国内市場の狭陰性による需要面での制約

がその産業発展の頭を抑えてしまったのであり、このような需要面からの制約の

存在する地域では､地域経聯合の進展により需要の制約を緩和することが産業
政策として重要になってくる。つまり、地域同盟の結成は発展途上国の産業政策

において輸出指向的工業化政策として位置付けることができるのである。

しかし、この輸出指向的工業化もあくまでも共通域外関税によって保護された

ものであるので、永続的な保護による弊害の危険性は輸入代替的工業化と同様に

存在する。つまり、永続的な保護を必要とするという点で何ら輸入代替的工業化

の問題の解決となりえないようにも思われる。

だが、ここでもう１つの規模の経済の可能性に注意しなければならない。それ

は幼稚産業保護論の論拠ともなっている勤学的経済性または時間の経済性である。

すなわち、実行を通じた学習効果により、生産活動を行えば時間を通じて費用条

件が改善される可能性がある。学習効果と生産規模の間には様々な関係が考えら

れるが、ここでは学習効果を通じて動学的規模の経済が発生し将来の費用条件が

改善されるために､将来の生産襟とは独立に現在最低限必要な所与の生産水準
が存在していると考えることにする。このような想定は、地域統合のもうひとつ

の重要な役割を明らかにする。すなわち、勤学的外部経済が発生するために必要
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な最小産出水準が図２のＦ点とＧ点との間に存在しているならば、輸入代替的工

業化の段階では国内市場の狭陰性から、この動学的規模の経済が働く最小産出水

準を達成することができなかったので永続的な保護が必要とされたが、地域統合

による輸出指向的工業化では、輸出需要の創出によってＡ国の生産量が増加し、

この最小産出水準を達成することができるので、輸出指向的工業化の保護は一時

的なものになりうる。すなわち、Ｂ国への輸出により勤学的規模の経済の発生に

必要な最小産出量が達成され、時間の経過とともに限界費用が低下するならば、

やがてＡ国の平均費用曲線は下方にシフトし始める。もし、ＡＡ，がＩ点よりも

下でＬＬ,を横切るまでシフトすることができたならば、そのときには自由貿易

地域が存在しさえすれば共通域外関税に依存しなくとも（関税が撤廃されても）

生産が可能となるであろう。これが実現すれば、Ａ国の輸出産業はＣからの輸入

に打ち勝つ十分な国際競争力を持つことになるので、より開かれた地域統合を目

指して対域外関税を撤廃することが可能になる。すなわち、地域統合はＡ国に、

保護を撤廃しても存続できるという意味で「自立的な産業」を確立する可能性を

与える役割を持つといえよう。これが地域統合による輸出指向的工業化によって

発生する、より重要な可能性である。

Corden（1992）の分析は、静学的な分析に焦点が当てられており、この動学的

な経済性については触れられていない。また、Corden（1974）では詳しく幼稚産

業保護論が展開されており、その中で勤学的経済性が決定的に重要であることが

指摘されているが、地域経済統合については触れられていない。そこで、我々は

地域経済統合の分析に動学的経済性を加えることによって、地域同盟結成にはこ

の産業に永続的でなく一時的保護を与えることにより自立的な産業を確立させる

という、幼稚産業の保護・育成に対して重要な効果があることを強調したい。こ

のような地域統合の持つ、後発国の産業政策としての役割を強調するならば、発

展途上地域の経済統合には、ＥＣ（欧州共同体）のような先進国地域の経済統合

とは異なった地域統合の目的が存在しており、地域統合への動きを単に世界経済

のブロック化への動きとみなして非難することはできないであろう。このように

地域統合の役割を、保護貿易を擁護する幼稚産業保護論の論拠に照らして考察す

るならば、発展途上国地域の自由貿易地域は幼稚産業の保護政策として支持され

るものとなりえるし、またそのようなものでなければならないのである。

さて、Ａの平均費用曲線ＡＡ,の位置を変えることによって図２とは別のケー

スも想定できよう。最後に、そのときの同盟結成の産業育成としてのインプリケ

－２７－



一ションを簡単に見ておくことにしよう。

もし、ＡＡ，がＦ点よりも上でＤ、，を横切っており、Ｉ点よりも上でＬＬ，

を横切っているならば、同盟結成前には国内生産は行われておらず、国内消費Ｅ

Ｆはすべて輸入によって供給されている。同盟結成後はＡはパートナーＢへの輸

出により同盟域内に十分な需要が創出されるので、国内生産が開始される。これ

は輸入を国内生産に切り替える輸入代替過程を飛ばし、輸出市場向け生産により

産業を確立しようとする輸出指向工業化を進めたと見なすことができよう。

もし、ＡＡ,が１点よりも下でＬＬ,を横切っているならば、Ａでは国内生産

が行われており、同盟がなくてさえＡからＢへの輸出は存在する。これはすでに

輸出指向工業化が進展していると見なすことができよう｡すでにＡはＢの市場へ

参入しているので、同盟結成はＡに対して輸出市場を提供するという効果として

は何ら意味を持たず、Ａの生産は対域外関税によって保護されているわけではな

い。またこのケースではＡＡ,がＦ点よりも上で、Ｄ,を横切っていても、同盟

結成前にＡでは国内生産がある。

もし、ＡＡ，がＧ点よりも上でＬＬ，を横切っているならば、同盟結成前にＡ

は生産を行ってはおらず、Ａ、Ｂ国間の同盟結成後でさえも生産は開始されない。

このことは、Ａの生産者の平均費用が十分に低下するだけの大きな需要が同盟国

市場に創出されなければ、自由貿易地域はＡの産業確立に何ら効果を持たないこ

とを意味する。

６．結語

本稿では、ラテンアメリカにおいて再び活性化している地域統合への動きに注

目し、ラテンアメリカの現代的な課題、すなわち輸出産業の育成に対して地域経

済統合の果たすべき役割を、パーパルなモデルを用いて明らかにした。今まで、

地域統合のモデル分析は多くなされてきたが、強調されるべき地域統合のより重

要な産業政策としての効果は、輸出指向政策としての地域統合が「動学的経済性」

の発生の可能性を高めるということである。

規模の経済性（規模に関して収穫逓増、費用逓減）を持つ産業を確立する際に

は、社会的に負わなければならないセットアップ・コストが存在するかもしれな

い。このように、私的インセンティプだけでは確立されない産業を政府介入によ

って保護・育成すべきか否かの議論は、幼稚産業保護論にその根拠を求めること
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ができよう。この産業政策に正当化を与えている幼稚産業保護論は、地域経済統

合を産業政策として捉える際にも、やはり重要となってくる。本稿では、幼稚産

業保護論に関しては先行研究があるので詳しくは扱わなかったが、地域経済統合

における「動学的外部経済」の重要性を強調するならば、後発地域における経済

統合はより積極的に評価されなければならない。

しかし、本稿では勤学的経済性の発生にはある産出水準以上の生産規模が必要

であると仮定しているが、なぜそのような「最小産出水準」が存在すると考えら

れるかは説明されていない。あくまでも理論上で、国内市場だけでは達成されな

いような生産規模にその最小産出水準が存在していると想定したならば、地域経

済統合はその産出水準を達成する可能性を高めることができることを述べたもの

である。今後、実行を通じた学習効果やＲ＆Ｄ活動により時間を通じて費用条件

が改善されるという動学的経済性が発生する具体的なメカニズムが明らかにされ

なければならない。

【注】

本稿を発表する機会を与えて下さいました西島章次先生（神戸大学）及び

ラテン・アメリカ政経学会に感謝致します。もちろん、ありうべき誤謬の

責任はすべて筆者自身にあります。

西島（1993ａ）、ｐ､４１。「かかる地域統合の進展は、過去の市場統合が輸

入代替的工業化の延長であったのに対し、現在の試みは輸出拡大を目指す

債務危機以後の経済改革の流れにあるものと理解すべきであり、市場経済

化の進展を決定する最も重要な要素であることに着目しなければならない。」

この経済発展段階モデルについては村上（1985）を参照･

伊藤・清野・奥野・鈴村（1988）、第３章（ｐｐ３４－４２）参照･

Corden（1974）、ｃｈ､９（pp248-279）参照。本質的に静学的な概念の「規

模の経済性（economiesofscale）」と「時間の経済性（economiesof

time）」の区別と、企業にとって「内部的な経済性」と「外部的な経済性」

の区別の２つ区別を強調し（ｐ249）、幼稚産業保護論にとっては静学的な

規模の経済性よりも勤学的な経済性の方がより重要となるとしている。ま

た、（静学的な）規模の経済性は幼稚産業保護論の主要な枠組みにとって

(＊）
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（２）

（３）

(４）

－２９－



クルーシャルではないが、動学的経済性が存在するときに必要とされる正

確な保護の大きさと時間は静学的な規模の効果に依存することも確かだと

している（p､274）。

（５）幼稚産業保護論については、伊藤・清野・奥野・鈴村（1988）、第４章

（pp､４３－５４）、伊藤・大山（1985）、第８章８．３（ｐｐ２８３－２９１）、

Corden（1974）、ｃｈ９（pp248-279）及び注（４）参照。

（６）ラテンアメリカの農業問題及び所得分配の不平等・貧困問題については、

西島（1993b）、ｐｐ２１１－２１５、ｐｐ､219-222参照。

（７）ラテンアメリカの工業化問題については、西島（1993b）、ｐｐ２１５－２１９参

照。

（８）Corden（1972,1992）のモデルは基本的には関税同盟の理論であるが、我

々は特に共通域外関税の設定について関心があるのではなく、一般的な域

内貿易の自由化を指す自由貿易地域の結成に興味があるので、以下で関税

同盟（または単に同盟）と言っているが厳密な意味での関税同盟を分析し

ているのではなく、一般的な域内貿易の自由化を分析していることに注意

されたい。なお、自由貿易地域と関税同盟の比較検討は、他聞（1992）に

詳しい。

（９）小田（1992）では、新しい地域統合理論の１つとして「国内市場効果」を

挙げ、地域経済圏は外国からの輸入を防ぎながらパートナー間でお互いに

市場を与えあうことにより「国内市場効果」を提供し、これにより産業の

拡大と輸出化を可能にしてくれるとしている（ｐｐ５３－５４）。

(10）Corden（1974）では、次のような学習と産出規模の関係が考えられるとし

ている。すなわち、①単位産出当たりの学習は現在の産出規模とともに変

化するかもしれない。学習は規模と時間の両方とともに増加し、したがっ

て集積的な産出とともに増加するかもしれない。②学習の生産性は将来の

産出規模に依存するかもしれない。③学習効果は、規模とともに変化する

生産技術に特定のものかもしれない（pp274-275）。
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