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◆はしがき

ラテン・アメリカの経済統合を考えるとき、最初に経済統合が企画され、実施

に移された1960年代と、停滞期を経て、再び取り上げられるようになった1990年

代とでは、内容において質的に異なってきたが、それについての研究も当然のこ

とながらその観点に著しい相違をみせている。

1960年代にラテン・アメリカの経済統合が論じられた時は、その対象はラテン

・アメリカ自由貿易連合（ＬＡＦＴＡ）あるいは中米共同市場であった。これら

ラテン・アメリカの経済統合は、ラテン・アメリカの国々が中核となって設立し

たものであり、その原動力となったものあるいはその提唱者は、国連ラテン・ア

メリカ経済委員会（ＥＣＬＡ）あるいはその事務局長であったラウル・ピレピヅ

シュ（RaulPrebisch）であった。

プレピヅシュは、ラテン・アメリカには独特な経済社会構造があるとし、その

構造の分析に重点をおいた経済理論を考え、その経済を成長させるための経済政

策を提唱した。それが輸入代替工業の育成であり、そのためには市場規模の拡大

が不可欠であるとして、ラテン・アメリカにおける経済統合の必要を訴えた。

したがってラテン・アメリカにおける経済統合はラテン・アメリカの工業化を

軸とした経済発展に不可欠のものとして論じられた。外国の経済力はそれ自体が

直接の関連を持つものではなかった。外国がラテン・アメリカへの投資を行うに

当たって経済統合が進められていることは有利であり、かつ望ましいと考えてい

たにしても、それ自体がラテン・アメリカにおける経済統合の目的ではなかった。

ＬＡＦＴＡに相互補完協定が締結された時、例えばＩＢＭの子会社相互間の協定

であるかのどとき観を呈したことが嘆かわしいとされたにしても、それは結果と

してそうなったのであって、初めからそれを狙ってラテン・アメリカの経済統合

を進めたわけではなかった。
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このようにラテン・アメリカ自身の発意によって工業化を志向した経済発展を

推進することを狙いとして経済統合を進めた。その企画はまことに壮大であった

が、設立後数年にしてＬＡＦＴＡの関税譲許交渉は停滞し、統合体結成の勢いを

失ってしまった。統合への動きが停滞した時に、ＬＡＦＴＡ内にサブ・リージョ

ナルな経済統合としてアンデス共同市場が設立された。しかし1973年にチリに軍

事革命が起き、自由主義経済政策がとられた結果、アンデス共同市場の結束にも

緩みを生じた。

中米共同市場では当初関税引下げが順調に進み、域内貿易は大幅な増加をみた

にもかかわらず、加盟国間の政治面での紛争が経済統合に悪影響をもたらし、統

合への推進力を失ってしまった。

これは基本的には加盟国間の経済発展水準の格差があまりにも大きかったため

である。1980年にＬＡＦＴＡは経済統合への歩みを緩めてラテン・アメリカ統合

連合（ＡＬＡＤＩ）に形を変えた。1960年代に始まったラテン・アメリカ経済統

合の動きは1980年代に完全に停滞してしまった。

それが、1990年代に急に息を吹き返したのである。６０，７０年代に努力したにも

かかわらず成功しなかったものが、９０年代に突如として再生したとするなら、経

済構造におけるどのような変化に対応したものであろうか。1980年代が「失われ

た80年代」といわれるほどに経済活動が停滞していたラテン・アメリカに、かつ

て成功することのなかった経済統合が、再び活性化するような新たな条件が発生

したとは考えにくい。1960年代の経済統合を研究したものにとっては、最近の新

たな経済統合の動きを、古い経済統合の延長と考えるわけにはいかないものがあ

る。

最近の経済統合の動きには、かつての経済統合の延長とはみられない重大な基

本的条件の変化がある。それは、北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）にみられるよ

うな米国、カナダにメキシコが加わった北米の経済統合であって、先進国と発展

途上国が混在する統合である。それが、パスに乗り遅れまいとする中南米諸国の

経済統合への動きを活気づけた。それは、もはやＬＡＦＴＡや中米共同市場にみ

られた発展途卜国による経済統合ではなく、先進国をも含めて特定地域の経済力

の強化を図ろうとする動きである．ここから、ＮＡＦＴＡは世界経済のブロック

化ではないか、との懸念が生まれることになる。ここに、発展途上国の経済統合

の理論を模索したＬＡＦＴＡ、中米共同市場の研究とはまったく異なった原理、

原則に基づいて、1990年代の経済統合研究が進められなければならない理由があ

る。
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【・低開発地域経済統合理論の研究

１．アジア経済研究所によるラテン・アメリカ経済統合の研究

1960年代におけるラテン・アメリカ経済統合の研究では、発展途上国による経

済統合はどのような目的と理論を持つかということが重要な課題であった。１９６４

～67年にわたりアジア経済研究所で行われた「ラテン・アメリカ経済統合研究会

（主査大原美範）」は発展途上地域における経済統合理論の構築を目指したも

のであり、その成果は、

①大原美範編、『ラテン・アメリカ自由貿易連合』アジア経済調査研究双書第

123集、1966年１月３１日発行。

②同上編、『中米共同市場』同上第134巣、1967年３月３１日発行。

③同上編、『ラテン・アメリカ経済統合と経済開発』同上第151集、1968年２

月２９日発行。

④同上編、『ラテン・アメリカ経済統合の条件』同上第169巣、1969年３月３１

日発行。

として刊行された。

発展途上地域における経済統合の理論は、①第４章（松浦保）で述べられた。

「低開発地域における経済統合は多分に政治的要素を考慮にいれなければならな

いため、純粋に経済学的な理論分析は妨げられている（P､９２）。しかし低開発地

域においても、先進工業国の経済統合と同じく、３点で経済的利益を生じうるこ

とは明らかである。第１に経済的活動を統合して最適な規模をつくりだす。第２

に統合体による購買によって交渉力を強化し、交易条件を改善する。第３に地域

の非効率な生産者を排除して資源配分を改良する（P､９３）｡」

経済統合は低開発地域においても以上の利益を達成することによって経済の発

展に寄与しうると考えられるが、特にその利益は規模の経済の実現にある。この

ため、③「ラテン・アメリカの経済統合と経済開発」においては第２章で規模の

経済についてより詳細な分析を行っている。本書の最も重要な部分がこの第２章

であり、低開発地域の経済統合に期待される効果として最も顕著である規模の経

済について大原が担当、執筆した。

本章では第１に規模の経済の作用を論じ、規模の経済と経済統合との関係、低

開発地域における規模の経済の役割を論ずる゜次いで経済圏の規模について国内

総生産との関係、距離に対応する輸送費用の効果を考える。第３にラテン・アメ

リカにおける諸産業の工場規模について、特に鉄鋼、アルミニウム、パルプおよ

び紙、石油化学工業の最適規模について考える。
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本書第３章においては「域内分業の原理」を村上敦氏が論じている。これは次

に取り上げる西向嘉昭氏の著書「ラテン・アメリカ経済統合論」に通ずるもので

あり、第３章第５節「比較生産費と合意的国際分業」の項は西向氏が執筆してい

る。

地域共同市場構想が出されてから久しいにもかかわらずその歩みが緩慢な原因

は、基本的には共同市場内の分業原理が明確でなかった点にあるとする。ラテン

・アメリカにおいて消費財工業はかなり発展しているが、資本財工業、中間財工

業はまだ発達しておらず、域内諸国の発展段階にはかなりの格差があるため、そ

のような結果になったものである（③P､101）。

その場合鶏域内分業の原理は基本的には比較優位原理でなければならない。し

かし、発展段階に格差があるところにその原理を全面的に適用すると、共同市場

の成立そのものを危うくする結果になる。競争原理のみに立脚すれば、主として

消費財産業からなる既存産業の再編成は進むが、他方、ラテン・アメリカが必要

としている資本財産業や中間財産業の設立や発展が遅れる危険を伴う。これらの

危険を避けるためには部門別協定を通じての合意的分業が必要である。しかし、

この合意的分業は、あくまで基本的原理としての比較優位原理に基づく域内分業

の負の局面を是正するための修正要素であり、後者に取って代わることはできな

い、と考える（③P､110）。

④「ラテン・アメリカ経済統合の条件」ではラテン・アメリカの経済統合に期

待される効果を明らかにするとともに効果をあげるための条件を分析する。

低開発地域の経済統合に最も期待される効果は、第１に域内貿易の拡大、第２

に集団交渉による交易条件の改訂、第３に自由化により十分に実現しえない資源

の最適配分を地域的分業の組織化を計画的に行うことによって実現する。第４に

貿易障壁の撤廃が新投資を誘発し、外国資本の流人を促進する。第５に社会間接

資本を整備し、充実する点にある、とする（④大原、ＰＲ２８～29）。

以上の効果が達成されたときに、低開発地域の経済統合の基本的目的である規

模の経済を作用させるとともに地域特化を実現し、工業生産の拡大と生産性の向

上を図り、もって加盟国の経済成長を促進することができる（④P､３１）。

域内貿易の拡大は第１に期待される効果であるが（④P､３１）、それを通じて経

済統合の目的を達成するためには次の条件が必要であるとする。

（１）著しい規模の経済を実現させうる諸条件、すなわち市場規模が大きいこと、

嗜好の相違が小さいこと、輸送費が甚だし〈高くならないこと、が必要

である。

（２）加盟国の経済発展段階がほぼ等しく、水平分業を実施しうる体制にある。
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（３）域内分業計画を立て、工業化を合理的な域内分業計画のもとに実施する

（④P､３９）。

次いで「規模の経済を作用させる条件」（④ＰＲ３９～42）、「経済発展段階の

相違（④PP､５９～68）について解明し、さらに「輸送と経済統合について分析して

いる（④PP､５９～68）･

第３章では経済統合に作用する２要因として地域連帯の思想と経済的ナショナ

リズムをあげる（④大原、中川和彦）。これには域内における法の統一の可能性

について明らかにする必要があり、第４章で中川和彦氏が執筆している。

第５章では外国資本と経済統合との関係を神尾昭男氏が、第６章ではアジア地

域での地域協力の条件を栗本弘氏が論じている。

２．西向嘉昭氏の経済統合論

前述③の村上敦氏による第３章「域内分業の原理」は西向氏による第５節「比

較生産費と合意的国際分業」を含めている。西向氏のラテン・アメリカ経済統合

に関する研究は⑤に代表される。

⑤西向嘉昭、『ラテン・アメリカ経済統合論』、有斐閣、1981年。

本書はラテン・アメリカ経済統合の特徴を経済発展段階の格差が著しく大きい

発展途上国の経済統合として捉え、その認識のもとでく１＞ラテン・アメリカの

経済開発戦略の一環として経済統合を位置づけ、＜２＞経済統合を実施に移す場

合に直面する基本的課題を解明し、＜３＞その上で一つの経済統合政策論を展開

しようとするものである（⑤西向、Ｐ、１）。ここで問題になることは発展溌卜国

が経済統合を進める場合に生ずる特異な現象であって、この種の条件のもとでの

ラテン・アメリカ経済統合の理論を構築しようとしている。

本書は1980年に出版され、６０，７０年代の経済統合の停滞を目前にして、その停

滞の原因を理論的に究明しようとする。ＬＡＦＴＡ、中米共同市場の経験からみ

て、ラテン・アメリカの経済統合において域内分業の原理が明確でないことを指

摘し、これが経済統合を成功に導きえなかった原因であるとする。

ラテン・アメリカの経済統合理論の構築に取り組んだＥＣＬＡは、大市場の域

内分業原理として新設産業についてのみ「経済適性原理」を主張したが、既存産

業を含む域内分業原理を明らかにしていない（⑤P､７１）。このため中米共同市場

による統合産業計画においても、アンデス共同市場の部門別工業開発計画におい

ても、分業の原則が明確でない。統合参加国が、将来どのような域内輸出産業を

持ちうるかについての展望がないと、従来の一国規模での輸入代替工業化の成果

を維持しようとし、工業製品の域内輸入について消極的になり、統合の推進を困
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難にする、というのである。したがって低開発国において経済統合を形成し、促

進するためには、計画的分業の促進が最も重要であり、それを実現するには域内

分業の原理を明らかにしなければならないとし、域内分業原理として「商品グル

ープ別域内分業」を提唱する（⑤PP165～166）。

商品グループ別域内分業とは、商品を幾つかのグループに分かち、そのなかで

の比較優位に従って域内分業関係を促進するよう加盟国間で合意に達しようとい

うものである。それは各加盟国が少なくともひとつ以上の資本財産業を持ち、さ

らに消費財を含むいくつかのグループのなかから比較優位に従って、各加盟国が

各商品グループにつき少なくともひとつの産業を分担するよう合意されることを

意味する（④P､１７２）。この場合、能率原則を貫きながら、同時に経済統合の利

益を衡平に分配するという衡平原則を実現する必要がある。そのためには比較優

位原理に基づく域内分業パターンに直接介入し、そこに衡平原則を一体化させな

ければならないと考える。

しかし問題は実行面での困難である。西向氏もその困難を予想しており、「広

範囲にわたる商品グループについて、全加盟国が合意に到達する可能性の問題」

（⑤P､１７５）をあげている。発展段階の格差が大きい国の統合体でこの種の合意

に達するには、将来の衡平水準をどのように想定するかについてまず合意する必

要がある。しかしながら「経済統合の利益とコストに関して一義的な判断を下す

ことは困難であり」（⑤P,１９３）、長期的展望をもって具体的な分業原理を現実

に構築することはきわめて難しい。中米共同市場において統合産業計画が効果的

発展をみせなかったところにも同じ原因をみることができる。西同氏は域内分業

原理の不明確が経済統合過程の停滞の最も基本的な原因となっている（⑤P､166）

というのであるが、原則の設定を困難にする条件の存在がＬＡＦＴＡを停滞に陥

らせ、中米共同市場の統合産業の運営を困難に陥らせた決定的な原因であったよ

うにみえる。

特に「衡平とは何か」という問題が常に付きまとっており、本書第11章におい

て詳細に検討される。しかし統合に参加した結果、統合の利益配分が衡平でない

と考える国があらわれ、ＬＡＦＴＡ内にアンデス共同市場が結成され、中米共同

市場には脱退する国があらわれた。衡平基準やバランス基準を考えることはでき

ようが、その基準を考える前に早くも統合に参加したくない国があったことを認

めざるをえない。ラテン・アメリカ経済には衡平配慰を困難にする櫛造的条件が

あるというところに根本的な問題があった。中米共同市場、アンデス共同市場も

また停滞をみせているが、それは単に政治的あるいは制度的条件の結果ではなく、

経済構造の基本にかかわる問題である。
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以上のように低開発地域の経済統合を成功に導くための原則を明らかにしよう

としたのが西向氏の経済統合理論であって、アジア経済研究所での研究と並んで

低開発国による経済統合の理論を探求しようとするものであった。ここに1960年

代およびそれに続く初期の経済統合研究の狙いがあったといえるのである。

Ⅱ、停滞期における研究

1960年代後半から80年代にかけてラテン・アメリカにおける経済統合活動は停

滞を続けた。６０年代末に中米共同市場には脱退する国があらわれ、ＬＡＦＴＡ内

にアンデス共同市場が設けられ、さらに'980年にはＬＡＦＴＡ自体「ラテン・ア

メリカ統合連合（ＡＬＡＤＩ）」に再編成され、関税譲許のテンポを緩めた。こ

のためこの時代にラテン・アメリカ経済統合についての研究はＬＡＦＴＡからサ

ブ・リージョナルな経済統合としてのアンデス共同市場の発生、カリプ共同市場

の設立など新しい形での統合体の形成についての解説にとどまった。

この期の研究書としてあげられるのは、

⑥世界経済情報サービス編（執筆細野昭雄）、『中南米の経済統合の現状と

展望』世界経済情報サービス、1976年。

⑦細野昭雄編、『ラテン・アメリカの地域協力と工業化』アジア経済研究所、

1980年･

である。

前者はＬＡＦＴＡ、中米共同市場結成後、1960年代末に相次いで設立されたカ

リプ共同市場、アンデス共同市場について、その設立の経緯、機構、結成以降の

変化を解説したものである。ＬＡＦＴＡが停滞した後の動きについては一般に報

道されることも少ないので、当時のラテン・アメリカ経済統合の動きをみる上に

貴重な資料となった。特にアンデス共同市場について総合的に取りまとめた資料

は見当たらず、統合についての資料が乏しい時期の研究書としての価値は高い。

後者はラテン・アメリカにおける工業化の推進を目的とする地域協力制度の解

説を行っており、1970年代の工業化の動きをみるに役立つ。内容は工業化の方法

と問題点、ＬＡＦＴＡおよび中米共同市場の工業化方式、アンデス地域統合によ

る部門別工業開発計画、ラテン・アメリカ経済機構（ＳＥＬＡ）の形成と発展、

ラテン・アメリカ地域協力と地域開発金融機関についての分析であって、1970年

代における情報がよくまとめられている。

以上に述べた停滞期の研究書は、統合結成後ほぼ20年を経過した時点で工業化

を目指した制度について解説したものであって、それなりの意味をもっているが、
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ラテン・アメリカの経済統合を理論的に分析し、その発展が困難に直面した原因

を明らかにしようとする意欲をもった研究ではなかったことが惜しまれる。

Ⅲ、1990年代におけるラテン・アメリカ経済統合の研究

１．ＮＡＦＴＡの研究

1960年代後半から７０，８０年代にかけてラテン・アメリカの経済統合は停滞を続

けていたが、1990年代に入って突如として復活し、広くラテン・アメリカ諸国に

統合への動きを活発化させたものは北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）の締結であ

る。1991年６月１２日、メキシコ、米国、カナダの３カ国間で北米自由貿易協定締

結に向けての交渉が開始されることになったが、ＮＡＦＴＡは本質的に米国、カ

ナダに対するメキシコという先進国と発展途上国との経済統合である。しかし同

水準の経済発展段階にある国の経済統合ではないことから種々の難しい問題を生

ずることは明らかである。ＮＡＦＴＡについての研究論文としては次の３つがあ

げられる。

⑧野原昂、「ユーコンからユカタンヘ北米自由貿易地域実現に」『ラテンアメ

リカ・レポート』第８巻第３号、1991年。

⑨加賀美充洋、「北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）－ブロック化か自由貿易

への次善策か」『ラテンアメリカ・レポート』第９巻第４号、1992年．

⑩武部昇、「北米自由貿易圏構想をめぐる諸問題一メキシコへの影響を中心

として」『ラテンアメリカ・レポート』第９巻第１号、1992年。

ＮＡＦＴＡが加盟３カ国に及ぼす影響についてはまだ十分な研究が行われてい

ないが、現在のところ楽観論、悲観論が相半ばしている（⑨P・１０）。加盟国の経

済発展の格差に対する各国政府の立場は、メキシコの発展に協力することで解決

をはかろうとするものであるが（⑧P､２２）、現実には種々の問題を生ずることに

なろう。

これに加えて、従来経済統合について考えられていた通念がここでは通用しな

い。経済統合が貿易転換効果をもたらすことは好ましくないというのが経済統合

理論の基本であるが、ここでは転換効果の発生を当然と考えているようである。

ＮＡＦＴＡにおいて基本的認識になっていることは、関税同盟ではなく、域外国

がメキシコを輸出基地として使うことを防ぐなんらかの規制の必要である。これ

が原産地規制となってあらわれ、一部の産業では排他的な規制が設けられている。

この種の排他性は貿易ブロックとなる危険性をはらんでいるといえよう（⑨P､１１）。

⑧においても、ＥＣ、東アジアのブロック化に対抗した「西半球のブロック化」
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による米国の国際競争力強化という議論がなされていることを認め、米国を中心

とする西半球のブロック化、地域としての保護主義に行き着く危険性をはらんで

いることを懸念している（⑧P２５）。

このためＮＡＦＴＡへの加盟を他のラテン・アメリカ諸国へも広げようとして

はいるが、西半球自由貿易地域の設立が可能であるかどうかは予測すること自体

難しい。先進国と発展途上国との統合は容易なものではなく、現状での判断では

貿易ブロック化への懸念が強く示されている、ということである（⑨PP､１１～13）。

マクロ経済面でメキシコの対外依存度は高いので、メキシコの成長は米国経済に

好影響を与えよう（⑧P､２２）。他方米国ではメキシコへの工場移転により労働者

が職を奪われるという懸念がある（⑨P・１０）。しかし⑧ではモデルによるシュミ

レーションによって米国の雇用が増加するという予測を紹介している(P､２３）。

他方、メキシコにおいて環境保護基準が低いために生ずる問題がある（⑧P､２３，

⑨P､１０）。さらに米国からメキシコへの輸出増が大きくなるのではないか、米国

の労働者が賃金などで不利な影響を受けるのではないか、不法移民が増加するの

ではないか、など多くの懸念が示されている（⑨P､１１）。

⑩（武部昇）はメキシコ経済に及ぼすＮＡＦＴＡの影響を論じている。加盟に

よるメキシコの雇用機会の増加、近代技術へのアクセス、国際的髄争力の強化な

どメキシコ政府の楽観的見解を述べている。他方、メキシコ国民には歴史的に米

国は警戒すべき隣人であり、それに対しメキシコが経済開放政策をとることには

根強い反対があることを指摘する。それにもかかわらずサリーナス大統領がＮＡ

ＦＴＡ加盟を決意したのは対内的には同政権の経済安定化政策、対外的には直接

投資の誘致であるとする。

武部氏はプラスの要因としてメキシコの経済再建を加速させる可能性を、マイ

ナス要因として農業問題、中小企業の育成、教育問題、特に米国が関心を持つ石

油問題、外資法、労働法の改正などをあげている。農業については米国の生産性

が高いことによるメキシコ農業の壊滅の可能性を示唆する説を紹介している。結

論として北米自由貿易圏の設立によりメキシコはより一層の経済発展を遂げるで

あろうと予測している。

ラテン・アメリカの一員としてのメキシコの立場については、ＬＡＦＴＡでの

メキシコ貿易の比重は小さなものであり、むしろ北米自由貿易圏が絶対に必要で

あるとの意見を紹介し、チリ、コロンビア、中米などとの二国間貿易協定の交渉

が進んでいる現状を説明している。

⑩の関心はもっぱらメキシコ経済への影響に架中しており、ＮＡＦＴＡの世界

経済における意義については、サリーナス大統領が日本訪問にあたり、「閉鎖的、
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排他的なものではなく、開かれた市場となる」と述べたことを紹介するにとどま

った。しかしＬＡＦＴＡのような発展途上国の経済統合ではない自由貿易圏が世

界経済のなかでどのような意義を持つかは解明すべき最も重要な課題である。

２．ラテン・アメリカ諸地域に噴出した経済統合への動き

ＮＡＦＴＡは1992年８月最終合意に達し、１２月米国、カナダ、メキシコの３国

が調印した。しかもこれが世界貿易のブロック化傾向を強めると予想されること

から、特にラテン・アメリカ諸国には強い衝撃を与え、パスに乗り遅れまいとす

る動きが活発になった。

ＮＡＦＴＡ結成に先立ってブラジル、アルゼンチン、ウルグァイ、パラグァイ

の４ヵ国は1991年３月共同市場設立をはかる協定に調印した。６月には米国がこ

の南米４カ国との間で貿易と投資を促進するための基本協定を締結した。

同年５月にはアンデス・グループの５カ国（ベネズエラ、コロンビア、ペルー、

エクアドル、ボリビア）が1992年１月から自由貿易協定を締結することで合意し

た。

これらの動きは1990年６月のブッシュ米国大統領による中南米支援構想のもと

でラテン・アメリカ統合連合（ＡＬＡＤＩ）、アンデス共同市場、および中米共

同市場の再活性化が企画されたことに始まる。

これらラテン・アメリカにおける経済統合の再活性化については、

⑪細野昭雄、「米川関係の再編とラテン・アメリカの経済統合」『ラテンアメ

リカ・レポート』第９巻第１号、1992年。

に述べられた。

プッシュ構想は西半球全体の自由貿易地域を作ろうとする試みであり、同時に

ラテン・アメリカへの外国直接投資と債務問題の解決によって経済発展を支援し

ようとするものである。自由貿易地域の設立は、米国、カナダ、メキシコの３カ

国による形成が西半球自由貿易地域の最初の一歩とされたが、さらに他のラテン

・アメリカ諸国との交渉が進められるにはかなりの時間を要するとみられている。

中米についてもベーカー国務長官による中米支援構想が発表されている。これら

の構想はいずれも米国の参加を前提とし、米国の強いイニシアティヴのもとで進

められている。

プッシュ構想はラテン・アメリカ諸国間の地域統合が進むことを歓迎し、統合

したグループと米国とで交渉を行うという考え方を示しているが、問題はラテン

・アメリカ自体の経済統合を効果的に進められるかどうかである。ここにラテン

・アメリカの経済統合自体の原則を取り上げた初期の研究の重要性が思い出され
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る。新構想は米国の立場からのラテン・アメリカ援助構想であって、ラテン・ア

メリカ側としてはそれにいかに対応するかという問題である。⑪においても１９９０

年９月に行われたラテン・アメリカ経済機構（ＳＥＬＡ）総会に提出された文書

をあげて、米国の構想に地域ブロック形成の傾向があることを指摘している（⑪
Ｆ１3）。

新構想において貿易の自由化が大きなねらいとされているが、これはまだ国際
貿易の理想を掲げた段階であり、先進国間の貿易自由化の進展状況からみて、発

展途上国にも貿易の自由化が実施されるのはかなり先の問題としてみなければな

らないであろう。

ＡＬＡＤＩにおける地域関税特恵の整備、アンデス自由貿易地域の発足（1992

年１月１日）、アンデス自由貿易地域での新たな対外共通関税の設定、中米共同

市場における前進なども1990年代に入ってからの経済統合促進策の一環であり、

1990年代末における西半球自由貿易地域の設置を目標としている。しかしそれが

前述のようなＳＥＬＡのコメント、野原氏（⑧P､２５）、加賀美氏（⑨P､１１）の論

文にもみられるように世界貿易のブロック化を懸念させるものであるならば、特

に発展途上国であるラテン・アメリカにとって真実歓迎できるものであるかどう
かは疑わしい。

ＮＡＦＴＡの締結に続いて1992年10月にはベネズエラ、コロンビア、メキシコ

の３国間で自由貿易地域を1994年までに設立する交渉が進められた。1993年６月

にはブラジル、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、ボリビア、エクアドル、ガイ

アナ、スリナムの８カ国でアマゾン流域国自由貿易協定締結の動きもあるといわ

れ、経済統合の動きは一層慌ただしさを加えているが、その本質を見極める必要
性は一層高まったといえよう。

◆結語

過去30年ラテン・アメリカの経済統合は複雑な軌跡をたどったが、その研究も

当然のことながらそのねらい、方向に多様なものを記録した。当初は低開発地域

の経済統合がどのような原則、原理に従うのかが研究の焦点にあった。しかしＬ

ＡＦＴＡ、中米共同市場が当初の勢いを失ってからは経済統合理論の研究自体も

下火になった。それにもかかわらず1990年代に再びラテン・アメリカの各地域で

経済統合の動きが活発化したときには、それが米国の中南米援助構想の一環とし

て取り上げられたことから、等しく経済統合とはいってもその実態は1960年代の
経済統合とはまったく質を異にするものになった。
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したがって1990年代のラテン・アメリカにおける経済統合の研究は1960年代の

経済統合との質的相違を明らかにすることから始めなければならない。とりわけ

ＮＡＦＴＡには世界貿易のブロック化への懸念があることから、ブロック化の可

能性について明らかにする必要がある。⑧および⑨はその可能性を認めており、

初期の研究における低開発地域経済統合の理論の研究と並ぶ重要性を持つものと

いえよう。

その結果、加賀美氏は、ＮＡＦＴＡは世界が多角的貿易の自由化に向かう次善

策とはみえず、ラテン・アメリカ諸国に広がる可能性はチリなどの例外を除いて

は考えられないとし、メルコスルに代表される経済統合が核となってラテン・ア

メリカの経済統合が行われる可能性が高い（⑨Ｆ１５）と論じているが、最も妥当

な結論であろう。

そこに初期の経済統合研究の基本的立場と合致するものを見いだすことができ

る。ＮＡＦＴＡ並びにそれへの参加を焦るラテン・アメリカのサブリージョナル

な統合への動きについてはその本質を見失うことなく、発展途上国の経済統合と

しての視点から研究が深められることを期待したいものである。
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