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Abstract

   Central American economic integration has been reinforced since the ratification of 

the New Economic Integration Treaty in 1993. The New Treaty focuses upon the 

liberalization of regional tariff, trade barriers and setting of lower common external tariff 

under the scheme of so called Open Regionalism. During the period under consideration, 

1994-2002, Central America has experienced much higher export growth of 81%, compared 

with that of world average of 47%. This study reveals whether this increase is caused by 

increasing competitiveness due to economic integration. We conduct the 

Constant-Market-Share analysis and show that the Central American countries except 

Guatemala have increased their competitiveness of intraregional exports. However their 

competitiveness has decreased in NAFTA and EU except Costa Rican case which is mainly 

due to Intel. 
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 本稿では、中米 5 カ国(グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグ
ア、コスタリカ)の経済統合、共同市場形成の近年の成果について、主として輸出
の動向に関して分析する。

1994年から2002年の8年間に、中米5カ国の輸出額の合計は、55億2400万ドルか
ら100億900万ドルへと81%もの大幅な伸びを示した。世界全体の総輸出額の増加
率は同期間で47%であった。中米諸国は世界全体を上回る増加率で輸出を拡大し
たのである。中米5カ国の輸出の特徴を各国ごとに検討し、この期間の各国の輸出
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増加を、経済統合と輸出競争力という観点から分析するのが本稿の主な目的であ
る。
 まず中米共同市場(CACM)の制度面の動きについて振り返っておこう。現在の
経済統合の源流となった CACM が制度上発足したのは 1960 年 12 月にニカラグア
の首都マナグアで調印された『中米経済統合に関する一般条約』(以下マナグア条
約と略)であった。この条約は当初、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、
ニカラグアの 4 カ国が、遅れてコスタリカが参加を表明し、1962 年にスタートし
た。マナグア条約によって、共同市場の形成が一気に加速し、中米全体の輸出入
額は大幅に増加した1｡マナグア条約の特徴は、域内貿易の自由化(関税制度の統一、
域内関税の撤廃)を促進しつつ、対外共通関税の実施、輸入代替工業化、統合産業
方式などに取り組んだことである。

こうした諸策によりマナグア条約は一定の成果をあげたが、70年代以降、参加
国間の貿易不均衡の拡大や地峡全体を戦禍に巻き込んだ紛争により、事実上機能
不全状態となっていた。紛争が消滅し中米に和平機運が高まると、従来のCACM

の基本的な枠組みは踏襲しながらも、輸入代替工業化からより競争力のある輸出
促進を目指す、新たな経済統合の動きが活発化した。

1987 年の中米和平合意以後、中米各国首脳が会合する中米サミットがしばしば
開催され、従来の「内向き」の工業化戦略から「外向き」の成長モデルを志向す
る姿勢が打ち出され、1993 年にはグアテマラで『中米経済統合条約』(以下新統
合条約と略)が調印された。これは、域内貿易の一層の自由化や、対外共通関税の
大幅な引き下げ、自由化の例外項目の削減など、オープン・リージョナリズムの
模範的な内容を盛り込んだものである2。また、近年中米(ドミニカ共和国を含む)

は米国との自由貿易協定(CAFTA)を締結するにいたっている。
マナグア条約時代のCACMの経済パフォーマンスについては、多くの研究が蓄

積されている。代表的なものとしては、Nugent(1974)､Willmore(1976)、Cline and 

Delgado(1978)などがある。例えばCline and Delgado(1978)は、「1968年までのCACM

による静態的な経済厚生効果は年間7250万ドル、1972年以降は1億600万ドルであ
った」（同書92ページ）と推計している。この時期の研究は、関税同盟の経済厚生
(welfare gains)を、静態的な均衡モデルにより、貿易創出効果と転換効果との比較
で検証するタイプが主流を占めていた。90 年代以降は､国連ラテンアメリカ経済
委員会(CEPAL) の開発したCGEモデルである､MAGIC

3に代表される大規模な計
量モデルが主流を占めるようになった。

本稿では第Ⅲ節で、コンスタント・マーケット・シェア・アナリシス(Constant 



− �� −

Market Share Analysis 以下 CMS と略)により、中米諸国の輸出競争力の変化を分析
する。
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中米がオープン・リージョナリズムに移行した 1994 年以後の、中米諸国およ
び世界全体の､地域別､商品分類別の輸出額の実績をまとめたのが表 1 である4。

ここでは地域分類は、国連の『貿易統計年鑑』の特別表の分類に準拠し、
NAFTA(米国、カナダ、メキシコ)、LA(メキシコと中米 5 カ国を除くラテンアメ
リカ諸国全体)、EU(ヨーロッパ連合 15 カ国)、アジア(中東諸国を除く)、その他
とした。また､商品分類に関しては SITC(標準国際貿易商品分類)の改訂第 2 版に
準拠している5。

まず注目されるのは、CACM に対する世界の輸出額が 110%と大きく増加して
いることである。寄与度では、EU と NAFTA がそれぞれ 35%、29%で、続いてア
ジアが 21%となっている。商品分類別では、この時期に最も輸出が伸びたのは、
SITC 第 5 部(化学工業の生産品)で 67%の増加率となっている。寄与度では、SITC

第 7 部の機械類および輸送機器類が最大で、47%である。
また、2002 年の中米域内の貿易額については表 2 に示されている｡さらに、図

1 は域内貿易の流れを示している｡
 中米におけるこの期間の貿易額の急速な増加は、NAFTA や EU、あるいは SITC

第 5 部や第 7 部といった輸入需要の拡大している市場、商品の輸出の増加に起因
するのか｡それとも輸出競争力の上昇によるものなのか。あるいは経済統合による
域内貿易の増加によるものなのか｡これについて本稿第 3節では､CMS分析を行い、
中米 5 カ国の輸出競争力の変化を計測した。ここではまず議論の前提として、各
国別に中米 5 カ国がどのような輸出環境のもとで、オープン・リージョナリズム
をスタートさせ、輸出を伸ばしたのかを検討する｡
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（出所）各種資料により、筆者作成。

1. �����
 グアテマラの輸出総額は 1994 年の 15 億 300 万ドルから、2002 年には 22 億 2900

万ドルへと 48％の増加を示した。グアテマラの輸出実績は、増加率で見ると世界
平均の 47%とほぼ同水準であり、中米全体の輸出額の伸び率である 81％とは大幅
な差がある。グアテマラの輸出の特徴は次のようである。

1994 年の最大の輸出市場は NAFTA で、総輸出額の 37％を占めた。しかし 2002

年には総輸出額の 41％が中米域内への輸出に向けられ、最大の輸出市場となり、
NAFTA 向け輸出は、35％に減少した。輸出増加への寄与度を見ると、中米域内向
けが 55％であり、計測期間中の輸出増加の過半が、中米域内向けの輸出によるも
のであることがわかる。

EU 向けの輸出額は純減(1 億 8200 万ドルから 1 億 1800 万ドル)している。EU

諸国はこの間、かなりの貿易の拡大を経験しており、需要の旺盛な市場への輸出
拡大に失敗したことも、グアテマラの相対的な輸出不振を説明する要因のひとつ
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として指摘できよう。ただし、EU への輸出が純減しているのは、コスタリカを
唯一例外として、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアに共通している。

グアテマラの主要輸出産品は、コーヒー、砂糖、バナナ、カルダモンなどの伝
統的な一次産品である。これは同国の主要輸出産品の構成が、世界的な需要増と
価格増加の両面から、あまり成長していない品目に集中していることを示してい
る。商品別の寄与度を見ると、輸出増加に最も貢献したのは農産品の SITC 第 0

部と第 1 部で、33％である。増加率こそ 454％と驚異的な数値である第 3 部は、
もともとの額が小さかったので、寄与度は 18％にとどまっている6。

中米域内貿易に関しては、最大の相手国は隣国のエルサルバドルで、輸出額は
4 億 400 万ドルとなっている。それにホンジュラスが続き、ニカラグアとコスタ
リカがほぼ並んでいる。なお主要な域内輸出産品は、大体どの相手国でも近似し
ており、石鹸類(SITC554)、穀物調製品(SITC048)、医薬品(SITC541)などが上位を
占めている。

グアテマラの場合、中米域内貿易は大幅な黒字(2002 年で 2 億 1800 万ドル)で、
ここは域内貿易の赤字傾向の定着しているホンジュラス、ニカラグア、エルサル
バドルとの大きな相違点である。グアテマラの域内向け輸出の強みは、人口が域
内最大の 1200 万人であり、国内市場が相対的に大きいために、マナグア条約時代
から域内輸出向けの最終消費財を生産する外国資本が進出してきたことである。
現地でよく引き合いに出されるのが、歯磨き用のクリーム(SITC55397)を製造して
いるコルゲート(COLGATE)社の製品で、同社のグアテマラ国内にある工場が中米
全域に製品を輸出している。

2. �������
エルサルバドルの輸出総額は 1994 年の 8 億 1000 万ドルから、2002 年には 12

億 3500 ドルへと 52％の増加を示しており、世界全体の水準を若干上回る増加率
となっている。

輸出市場の変化は、グアテマラと比較的近似していて、中米域内向けの輸出が
3 億 4200 万ドルから 7 億 3900 万ドルへと約 2 倍の増加となった。寄与度では実
に 93％であり、この期間の輸出のほとんどが域内輸出の増加によるものとなって
いる。対照的に EU 向けの輸出は大幅に減少しており、寄与度ではマイナス 30％
である。対 EU 向けの主たる商品は農産品を主体とする SITC 第 0 部と第 1 部で、
ほぼ 90％(1994 年では EU 向け輸出額 2 億 200 万ドルのうちの 1 億 9600 万ドル、
2002 年では 7700 万ドルのうち 6700 万ドル)を占めている。ラテンアメリカ、ア



− �� −

ジア向けの輸出については、輸出額、増加額ともに微少である。
エルサルバドルの主要輸出品目は、コーヒー、砂糖、医薬品、紙製品、食品、

食用油などであり、コーヒー、砂糖の伝統産品の輸出総額に占める割合は、約 30％
程度である。これは近年低下傾向にあるものの、依然として主要輸出産品の役割
を果たしている。輸出増加率では、SITC 第 3 部が 1525%と際立っており、石油製
品のプラスティック成型工場の新規操業か、既存設備の増設があったのではない
かと推察される（製靴業で売り上げを伸ばしているメーカーとして ADOC 社、ボ
トル飲料全般など業容を多角化している AGRISAL 社などがある）。 

域内貿易については、近年医薬品や加工食品、紙製品などの輸出が伸びている。
2002 年のデータでは、CACM 向けの輸出品で最も額の大きなものは、紙製品
(SITC642)で、輸出総額の 28％程度を占めている。輸出先はグアテマラ、ホンジ
ュラス、コスタリカ、ニカラグアの順である。次に多いのは調整食料品(SITC048)

である。
近年エルサルバドル政府は、輸出競争力拡大のためのさまざまな政策を立案し、

実施してきた。例えば東部にあるクツコ港の拡張工事を行い、コンテナターミナ
ルの建設により、貿易港としての役割の強化を図っている。さらに隣国ホンジュ
ラスのカリブ海側のコルテス港との間に「陸路の運河」(カナル・セコ)を建設し、
両大洋間の貨物輸送を飛躍的に促進させるプロジェクトがスタートしている。

さらに一部の小売業(代表的な例としてグアテマラとニカラグアで大規模なシ
ョッピングモールなどを展開する Simán 社)が域内に店舗網を展開するなどの動
きもある。

3. ������
ホンジュラスの輸出総額は 1994 年の 6 億 1800 万ドルから、2002 年には 9 億

6200 万ドルへと 56％の増加を示しており、エルサルバドル同様世界全体の水準を
若干上回る増加率となっている。ホンジュラスはニカラグアと並んで、中米域内
では経済力の弱い国であり、2002 年の輸出総額 9 億 6200 万ドルは、コスタリカ
の約 5 分の 1 の規模に過ぎない。

輸出市場の構成については、最大の輸出先が NAFTA で、輸出総額の約半分に
達している。中米域内向けの輸出は 1994 年から 2002 年に実に 424％という大幅
な増加を経験しており、輸出総額の増加に対する寄与度は 56％と最大である｡中
米域内輸出の急増は、これまで考察してきたグアテマラ、エルサルバドルの動き
とも一致する。
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主要輸出産品は、コーヒー、バナナなどの伝統的な一次輸出産品である。2002

年の輸出総額のうち、SITC 第 0 部と第 1 部が約 57％を占めており、次に大きな
割合を占めているのは、第 6 部と第 8 部を合わせた約 16％である。商品分類別で
増加率の大きなものは(SITC 第 9 部の特殊取扱品を除外すると)、絶対額は小さい
ものの、SITC 第 7 部(機械類および輸送機器類)で、300 万ドルから 2600 万ドルに
膨れ上がり、9 倍弱の増加となった。

域内貿易の主な輸出品は、SITC 第 0 部、第 5 部、第 6 部などで、それぞれ 2002

年の域内輸出総額の 27％、20％、19％を占めている。もう少し細かな商品分類で
見ると、第 0 部 98 類(調整食料品)、第 0 部 54 類(野菜・果実)、第 5 部 55 類(医薬
品)などが上位となっている。中米域内向け輸出総額に占める割合は、エルサルバ
ドルが 56％で過半を占め、その次がグアテマラの 26％で、このあとコスタリカ、
ニカラグアと続いている。
 隣国ニカラグアへの輸出が少ない理由の一つとして、例えば 1999 年 12 月に起
きた、両国間の貿易紛争を指摘することができよう。両国間の領土紛争をきっか
けとして、ニカラグアは一方的にホンジュラスからの輸入に対して、一律 35％の
「国家主権税」を賦課した。このため対ニカラグア輸出は急減した。なお、この
賦課措置は 2003 年 3 月に解除されたが、過去のこうした紛争が、両国間の本来あ
るべき貿易のレベルを抑制している可能性はある。

さらに、ホンジュラスの域内貿易の問題点として指摘できるのは、大幅な赤字
に陥っていることである。赤字額は 1994 年の 1 億 1700 万ドルから 2002 年には 3

億 9200 万ドルに達した。そもそもホンジュラスは天然資源の賦存状況の観点から
すると、周辺諸国と比べて格段に不利な立場にあるわけではないが、マナグア条
約時代に CACM が行き詰まりを見せたのは、1969 年に勃発したホンジュラスと
エルサルバドルの両国間の貿易不均衡を背景とした戦争(サッカー戦争とも呼称
される)であり、このような貿易不均衡が将来 CACM の深刻な不安定要因になる
可能性がある。

4. �����
 ニカラグアは中米で最も経済力が脆弱な国で、2002 年の総輸出額は 6 億 3500

万ドルに過ぎない。1994 年の最大の輸出市場は NAFTA であったが、2002 年には
中米域内向けの輸出額が NAFTA に対する輸出額を上回っている｡中米域内向けの
輸出額はこの期間におよそ 3 倍に伸びており、輸出総額の増加に対する寄与度は
63%となっている｡2002 年の総輸出額に占める NAFTA と中米域内向け輸出額のシ
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ェアはおよそ 8 割となっており、アジアやラテンアメリカ向けの輸出額は微少で
ある｡
 主要な輸出産品は、コーヒー、食肉、砂糖、えびなどの伝統的な一次産品であ
る。1994 年には SITC 第 1 部が輸出総額の 75％を占め、2002 年には 63％にまで
減少したものの、依然として首位である。

域内貿易については、もっぱら SITC 第 0 部の商品を輸出しており、2002 年の
域内輸出総額に占めるシェアは約 60%となっている。より詳細には、第 0 部 11

類の牛肉が CACM 向け輸出の 30％、続いて第 0 部 22 類の酪農品などが 12％とな
っている。また、期間中の域内向け輸出の増加額のうち、約 60%が SITC 第 0 部
と第 1 部によるものとなっており、ニカラグアが域内向け輸出において農産牧畜
産品に特化しつつあることが示唆される｡域内向け輸出の相手国としては、エルサ
ルバドル、コスタリカ、ホンジュラス、グアテマラの順である。

5. �����
域内先進国としてのコスタリカは、輸出額と輸出品目の商品構成の双方にわた

り他の中米諸国とは際立った差異を見せている。後述のように、輸出面では米国
の半導体メーカーのインテル社に代表される、電子部品などの付加価値の高い財
の輸出が伸びている。2002 年における 49 億 4900 万ドルの輸出額は、域内次位で
あるのグアテマラの 22 億 2900 万ドルを大きく引き離しており、中米全体の輸出
総額の半分を占めている｡
 輸出構造を見る場合、1998 年 3 月に操業を開始したインテル社の存在を見逃す
ことはできない。同社は現在世界市場向けの半導体を、中国、マレーシア、フィ
リピン、そしてコスタリカで現地生産している。コスタリカでは首都サンホセ近
郊に工場(アセンブリーと製品テストを行うもので、通常 ATP 型工場と呼ばれる)

を有している。同社の輸出は 2004 年にはコスタリカの総輸出額の 40.8%、05 年
には 20.8%とかなり変動しているが、大きな部分を占めている（日本貿易振興機
構ホームページ http://www.jetro.go.jp/ による）。

インテル工場の誘致は、チリ、ブラジル、メキシコなどのラテンアメリカ域内
の有力候補と競った末に成功した。当時の大統領自身が文字通りのトップセール
で積極的に働きかけた成果で、産業政策の成功例として国際的にも注目された。
インテルの半導体工場の今後の成り行きは、中米諸国の輸出競争力促進政策のあ
りようを検討する際に、貴重な経験といえよう7。
 輸出市場については、NAFTA が最大で、続いて EU、中米域内となっている｡2002
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年の輸出額で、中米で唯一 EU 向けの輸出額が域内への輸出額を上回っているの
が特徴である｡輸出額の増加については、やはり NAFTA が最大で 56%の寄与度と
なっているが、中米域内をはじめ他の地域への輸出も伸ばしている｡
 輸出商品の構成では、上述のインテル社によって SITC 第 7 部の輸出が大きく
増加しているとともに、第 6 部と第 8 部を合わせたものも増加しているのが特徴
である｡第 0 部と第 1 部を合わせたものはそれほど大きく増加していないが、依然
として総輸出額の 3 割を占めている｡
 コスタリカの SITC 第 0 部の輸出の特徴として、EU 向けのバナナ輸出が大きい
ことがあげられるが、EU との間では、以前からいわゆる EU バナナ問題が生じて
いる。これは EU が旧植民地諸国との間にバナナ輸入の特恵措置を設けているこ
とから、中米諸国などはこれに強く反発しているというものである。最近の動き
として、コスタリカは EU がラテンアメリカからのバナナ輸入に対して、トン当
たり 220 ドルの関税賦課を決定したのに対して、一方的な措置として抗議した
（Costa Rica Country Report, March 2006.）。

域内貿易については、輸出額が 6 億 8600 万ドルで、主要輸出品は、加工食品、
医薬品、化粧品などである。相手国としては、グアテマラ、ニカラグア、ホンジ
ュラス、エルサルバドルの順番である。域内貿易の黒字は 3 億 5400 万ドルに達し
ており、過大な輸出超過となっている。

（ 出 所 ） 国 連 ラ テ ン ア メ リ カ 経 済 委 員 会 デ ー タ ベ ー ス
(http://www.eclac.cl/badestat/) 
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図 1 

 （出所）筆者作成。 
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 行論の上から、ここで中米地域に内在する、特殊な条件ないし事情を 3 点ほど
指摘しておきたい。ひとつは外貨送金の問題である。理論的には、大幅な経常収
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支の赤字を抱える国は、必ず資本の流入などでその分を補填しなければならない。
中米の場合、海外在住の自国民からの本国送金(移転収支)が、この役割を果たし
ている。しかもその金額は年々増加しているだけでなく、輸出総額を大きく上回
っている国もあり、事実上最大の外貨獲得源である。各国の中央銀行の報告によ
ると、2005 年の海外送金受取額は、グアテマラが 30 億ドル、エルサルバドルが
28 億ドル、ホンジュラスが 12．5 億ドル、ニカラグアが 6．3 億ドル、コスタリ
カが 2 億ドルである(Latin American Regional Report, Caribbean & Central America, 

January 2006. )。コスタリカを除いて、中米においては海外に在住する自国民が「最
大の輸出競争力」をもつ存在であり、これを｢オランダ病｣と指摘する場合さえあ
る。
 さらに中米の域内貿易の拡大については、域内の小売流通業の成長に伴う、単
なる財の国境移動が、貿易として計上されている可能性がある。具体例を挙げる
と、流通業において、ある国の資本が近隣国に店舗網を拡張すると、本部の置か
れた国にある配送センターからの商品の輸送は、通関上再輸出として計上される。
かくして同一企業内の国境を越える商品の移動(水平的な企業内貿易)が、輸出入
としてカウントされている可能性があるが、いずれにしても域内の経済が活性化
されていることは否定できない｡
 さらに中米地域内の物流インフラの制約についても触れておく必要がある。港
湾施設については、太平洋岸と大西洋岸でかなり格差がある。歴史的にはバナナ
貿易などでインフラを整備してきた大西洋岸に荷役が集中する傾向がある。中米
で最大の貨物量を取り扱うのは、コスタリカの大西洋岸のリモン・モイン港であ
るが、バナナの積み出し港からスタートしたこともあり、首都などの消費地から
は遠隔の地にある。エルサルバドルは大西洋に接していないので、大西洋岸との
物資の輸送は、グアテマラのサントトマス・カスティージョ港やホンジュラスの
コルテス港などから陸送しているが、その分コストがかさむ(サンサルバドルから
マイアミまでの、20 フィートコンテナ 1 個の輸送コストの内訳は、ホンジュラス
のコルテス港経由の場合、海上輸送費 41 ドル、港湾費用 73 ドル、陸送費用 190

ドルの計 304 ドルである。輸送距離で比較すると、陸上輸送のコストの高さが顕
著である)。ニカラグアは大西洋岸には小規模な港湾施設しか有していない。外国
貿易はもっぱら太平洋岸のコリント港を利用している。
 このように中米の物流システムにはかなりの不効率があるため、輸送コストが
割高となり、その分輸出競争力にマイナスの要因となっている。道路網について
も、ニカラグア国内では、太平洋岸と大西洋岸をつなぐ舗装道路は未完成の状態
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であるし、ホンジュラスでも幹線道路の一部が未舗装である。こうした社会イン
フラの整備の遅れが、地域全体の均整の取れた成長にマイナスの影響を与えてい
る点を、特に指摘しておきたい。

�� CMS �����

 本稿ではこれまで中米諸国の経済統合前後の輸出競争力の動向について考察し
てきたが、輸出競争力を計測する手法として CMS 分析がある。これは産業立地
の分析である Shift-Share 分析を、Tyszynski(1951)が輸出シェア分析に応用して以
来、一国の世界市場での輸出シェアの増減を考察するために広く用いられてきた。
CMS では、ある国の輸出が世界全体の貿易に占める割合は一定であるとの仮定の
もとで、当該国の輸出増加を、世界の貿易額の増加やその国の輸出商品、輸出市
場の構成から予測される部分と、それ以外の部分に分解する。前者は構造的要因
と呼ばれ、後者は競争力の変化としてとらえられる。
 本稿では CMS における計算方法などの説明は省略し、表 3 に計測の結果だけ
を紹介する8。また、個別の市場、商品に関する競争力の変化を知るために、表 4

に競争力効果の内訳を示した｡ここでは前節での議論をふまえ、各国ごとの世界貿
易効果、商品効果、市場効果の 3 つの構造的要因と、残差として求められる競争
力の変化を検証する｡

（出所）分析結果より筆者作成。

グアテマラの実際の輸出増加額 7 億 2500 万ドルは、1994 年のグアテマラの輸
出構造から予測されるものを下回っており、競争力効果はマイナス 1 億 4900 万ド
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ルとなっている｡一次産品を主に輸出しているグアテマラにとり、商品効果はマイ
ナスであったが、輸入が大きく伸びている NAFTA や中米共同市場への輸出が多
かったため、市場効果は大きくプラスとなっている。それにもかかわらず、中米
5 カ国の中では、輸出額の増加率は最低で、輸出競争力が低下したことが示唆さ
れる。競争力効果の内訳を見ると、CACM に対する輸出競争力が大きくマイナス
となっており、中米 5 カ国の中で唯一、経済統合後に域内での輸出競争力が高ま
っていない｡

エルサルバドルについても、グアテマラ同様に実際の輸出増加額 4 億 2500 万
ドルが、1994 年の輸出構造から予測されるものを下回っており、競争力効果はマ
イナス 9900 万ドルとなっている。特に EU 向けの農産品の輸出が、EU の輸入需
要から予測される水準を大きく下回っており、競争力効果の内訳では EU および
SITC 第 0 部と第 1 部を合わせたものが大きなマイナスとなっている｡また、グア
テマラと異なり CACM に対する競争力効果はプラスとなっており、経済統合の効
果が示唆される｡
 ホンジュラスの輸出増加額は 3 億 4400 万ドルであり、そのうちの 32％にあた
る 1 億 900 万ドルが競争力効果となっている。輸出産品の構成は、伝統的一次産
品に偏っていたため、商品効果は大きくマイナスである。輸出市場の構成につい
ては、輸入額を大きく成長させた NAFTA 向けの輸出額が大きく、市場効果はプ
ラスとなっているが、その大きさはグアテマラ、エルサルバドルに比べて小さい。
ホンジュラスは輸出増加にとって、中米 5 カ国の中では比較的不利な条件にあっ
たが、実際には輸出額を 56%増加させており、競争力を高めたといえる｡競争力
効果の内訳では、CACM に対する競争力効果が大きくプラスとなっており、経済
統合後に中米域内向け輸出の競争力が大きく向上していることが示唆される｡ま
た、商品分類別では、SITC 第 0 部と第 1 部を合わせたもの以外はすべてプラスと
なっており、特に SITC 第 2 部と第 4 部を合わせたものの輸出競争力が大きく向
上している｡

ニカラグアの輸出増加額は 2 億 8400 万ドルであり、そのうちの 35%にあたる
9800 万ドルが競争力効果となっている｡他の中米諸国同様商品効果はマイナス、
市場効果はプラスとなっている｡競争力効果の内訳でも、他の中米諸国同様に
CACM に対する競争力効果が大きいが、商品分類別ではすべての商品について競
争力が向上していることが特徴的である｡

中米の輸出増加の牽引車を果たしているコスタリカについても、他の中米諸国
と同様に、1994 年の時点では輸出の大半を一次産品が占めており、商品効果はマ
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イナス、EU、NAFTA 向けの輸出比率が大きかったことから、市場効果はプラス
となっている。コスタリカは輸出増加率が 121%ときわめて大きく、また輸出増
加額 27 億 700 万ドルのうち、63%に当たる 16 億 9700 万ドルが競争力効果となっ
ている｡競争力効果の内訳を見ると、NAFTA および EU 向けの SITC 第 7 部の競争
力が大きく向上しているが、これは先述のインテル社によるところが大きい｡また、
NAFTA 向けの SITC 第 6 部と第 7 部を合わせたものの競争力も大きく向上してい
る｡

  （出所）分析結果より筆者作成。 

��

 本稿では中米の経済統合について、1993 年の新統合条約以後の輸出パフォーマ
ンスの変化について、検討してきた。貿易統計から、各国の輸出の商品構成、輸
出市場の構成の変化を考察し、さらに CMS 分析を行うことにより各国の輸出競
争力の変化を計測した｡

中米諸国は、1994 年以降急激な輸出額の増加を達成している｡しかし、CMS 分
析により求められる競争力効果に関しては、グアテマラ、エルサルバドルにおい
てマイナスとなっており、これらの国が経済統合後にその輸出競争力を低下させ
ていることが示唆される｡また、コスタリカ以外の 4 カ国に共通していえることは、
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NAFTA や EU に対する輸出額が、CMS 分析が仮定する｢各国が世界の各輸出市場
で各商品のシェアを保ったなら｣という条件の下で予測される輸出増加額を下回
っており、この二大市場に対する輸出競争力が低下しているということである｡ 

中米全体で見れば、経済統合後に大きく輸出額を伸ばしているものの、その大
部分がコスタリカに誘致されたインテル社の製品により説明され、経済統合との
関連は明らかではない｡むしろ、インテル社の影響を取り除いた場合、経済統合後
に地域全体として中米はその輸出競争力を十分に上昇させたとはいえない状況で
ある｡

一方、域内向けの輸出競争力については、競争力効果の内訳において、グアテ
マラ以外の 4 カ国が中米域内向けの輸出競争力を向上させており、経済統合の効
果が示唆される｡

ただし、CMS 分析により求められる競争力効果は 1994 年から 2002 年までの競
争力の変化分であり、絶対的な競争力を表しているわけではない｡したがって、経
済統合後にグアテマラが域内に対する輸出競争力を低下させたことは間違いない
が、そもそもグアテマラは 1994 年時点で、すでに中米の中で最も域内向け輸出額
が大きく、2002 年においても域内において十分な輸出競争力を持っていると考え
られ、域内貿易収支も大きな黒字である｡

グアテマラの域内向け輸出競争力が低下し、ニカラグアやホンジュラスなど経
済力の弱い国を含む他の中米諸国の域内向け輸出競争力が向上していることは、
経済統合により中米諸国の域内における輸出競争力がバランスする方向に向かっ
ている可能性を示唆しているが、より正確な分析のためには、各国の産業構造や
比較優位を考慮して、絶対的な競争力を計測する必要があり、これは今後の研究
課題としたい｡

また、経済統合の進展は、理論的には産業内貿易(あるいは企業内貿易)を拡大
させる。中米に特有な事情(港湾施設、税関、保税倉庫、陸上輸送ルートなどの貿
易インフラ)も考慮し、本稿では、地元の流通資本が国境を越えて店舗を展開する
場合、商品の配送が貿易統計（再輸出と輸入）として計上される点も指摘した。
こうした商品の動きは、域内貿易統計を上方に誘導し、経済統合の効果が過大に
評価される可能性がある。

今後の課題は、国際貿易の制度上の問題点にも配慮しつつ、競争力を高めた国
と、それに失敗した国の差異の因果関係をも含めて、詳細に分析することである。
いずれの国も経済統合による恩恵は受けているものの、中米域外に対する競争力
については国ごとに状況が異なる。最も競争力効果が大きかったコスタリカにつ
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いては、インテルの工場誘致という明らかな要因が存在するが、今後他の中米諸
国がこれに追随することができるのかということにも注目したい。
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 マナグア条約の抄訳については細野(1976)を参照。また,このときに採用された域内
の産業配置の野心的な試みである、中米統合産業計画については、西向（1981）の先
駆的な業績を参照。 
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 中米域内はコーヒー生豆など若干の品目を除いて、貿易は自由化されており、対外
共通関税は、域内で生産されない資本財などは 0％、域内で生産される一次産品は 5％、
域内で生産される中間財 10％、最終消費財 15％である。なおラテンアメリカにける
オープン・リージョナリズムの流れを理解するには、西島（1994）を、新統合条約以
降の動きについては、田中(1998)を参照。 
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 MAGIC(Module to Analyze the Growth of International Commerce)については､
(http://www.eclac.cl/mexico/)を参照｡ 
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 本稿では、CEPAL が運営するデータベース(http://www.eclac.cl/badestat/)を利用した。
世界貿易の統計は『貿易統計年鑑』各号を、さらに中米各国の貿易統計については、
SIECA(中米経済統合事務局)のホームページ(http://www.sieca.org.gt/)のデータを参照
した。これら貿易統計には、いわゆるマキラドーラ(保税輸出加工区)からの輸出が含
まれていないことに留意されたい。マキラドーラからの輸出は、国によって分類がま
ちまちで、移転収支やサービス収支に計上する場合などがある。中米 5 カ国のマキラ
ドーラの輸出額については、例えば、CEPAL､Istmo Centroamericano: Evolución 

Económica durante 2004 y Perspectivas para 2005､LC/MEX/L.681､2005 など参照。 
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