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Abstract:
In this study, we discuss the structural problems of the faltering economic 
development in middle income Latin American countries (LACs) in the twenty-
first century. Following the neo-structuralist’s discussion, we conceptualize 
the region’s peripheral features that harm economic development as primary 
commodity dependence, low level of technological progress, and poor formation 
of global value chains (GVCs). Based on this concept of peripherality, we 
categorize the current globalization in LACs into two types. The first type is 
characterized by a low level of commodity dependence and high level of GVC 
formation, but a low level of technological progress and weak social policies, 
as typically seen in Mexico. The second type is characterized by a high level 
of commodity dependence, low level of GVC integration, and low level of 
technological progress but active social policies, as typically seen in South 
American countries such as Brazil and Chile. However, we find that labor 
productivity gaps vis-à-vis the United States of America have been stable or 
widened in the second type of globalization as well as the first type, which 
has succeeded in export-oriented industrialization based on GVC integration 
during the 2000s. Therefore, we argue that both types of countries have 
structural mechanisms such as specialization in low value-added tasks and 
boom and bust cycles, which prevent sustainable economic development in 
those countries; thus, it is essential to improve their quality of international 
insertion through technological progress. 
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ラテンアメリカ中所得国経済の発展と停滞における構造問題

1. はじめに

ラテンアメリカは 2000年代には経済成長と貧困削減・所得分配平等化が同時
に進む「黄金の 10 年」を経験し、新たな成長段階へと移行していくことが期待
された。しかし 2008－ 2009年の世界経済危機やその後の中国経済の減速によ
り、ラテンアメリカ経済は再び成長停滞期を迎えるに至った。さらに労働市場と
財政の状況の悪化により、「黄金期」に達成した社会的成果も後退しつつある状
況にある。
このような近年のラテンアメリカ経済の停滞の一因は、主要輸出品である一次
産品の価格変動、先進国や中国の景気動向、国際資本の流動性の高まりといった
外生的要因にあることは確かである。しかしそもそもラテンアメリカ諸国が外生
要因の影響を強く受けるようになった前提として、同諸国が「失われた 80年代」
以来、幾度か経済危機に見舞われながらも 30年以上にわたって新自由主義改革
を断行し、グローバル経済への統合を進めてきたという背景がある。従って、ラ
テンアメリカ諸国はこのように新古典派的経済政策からみて「正しい」政策を断
行し、さらに近年は資源ブームの恩恵が低所得層にも分配されるような政策を実
施して中間所得層の育成に努めてきたにもかかわらず、依然として経済成長の持
続可能性が確立されていないという事実に本稿は着目しなければならないと考え
る。
加えて、本稿はこのような経済発展の行き詰まりはラテンアメリカに限らず多
くの中所得国においてもみられるということにも着目する必要があると考える。
中所得国における経済発展の行き詰まりは「中所得国の罠」と呼ばれており、多
くの中所得国において、高い生産性を実現して高所得国の仲間入りをするするた
めに必要な構造変化（Structural change）を実現できないことに共通の問題が
あるとされる（Lin 2012）。
このような状況を踏まえると、本稿は構造問題に着目してラテンアメリカの
発展と停滞の要因を明らかにしようとした構造主義（structuralism）のアプ
ローチが今日においても有効であると考える。1  ラテンアメリカの構造主義はプ
レビッシュ（Raúl Prebisch）が主導し主に国連ラテンアメリカ・カリブ経済
委員会（ECLAC）を中心に発展したものであるが、構造主義が提唱した輸入
代替工業化を中心とした政策的処方箋は 1980年以降の債務危機の中で強く批
判され、その後の新自由主義改革の中で構造主義の考え自体も否定されていっ
た。しかし本稿第 2・3節で明らかにするように、構造主義が明らかにしたラテ
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ンアメリカの低開発をめぐる基本的関係は、とりわけ今日も南米諸国において有
効なものであるだけでなく、伝統的な構造主義を発展的に継承した新構造主義
（neostructuralism）は構造問題の中でもとりわけ周辺性に関する認識を変革さ
せ、今日のラテンアメリカの発展と停滞の要因を明らかにする上でも有効な視点
を提供していると本稿は考える。従って、本稿は構造主義および新構造主義のア
プローチをもとに、構造問題に着目して現在のラテンアメリカの発展と停滞の要
因を明らかにすることを目的とする。
本稿の構成は以下の通りである。第 2節ではなぜ周辺性や格差といった構造
問題が存在すると経済発展が阻害すると考えられるのかを構造主義・新構造主義
の議論に着目して明らかにする。また構造問題と経済発展の関係に関して構造主
義と新構造主義の違いについても明らかにする。第 3節では新構造主義的な視
点に基づき、21世紀のラテンアメリカ中所得国におけるグローバリゼーション
のタイプがメキシコ型とブラジル・チリ型の二つに分類できることを指摘し、そ
れぞれにおける経済発展の主要な阻害要因を議論する。第4節ではそれをうけて、
ラテンアメリカの国際参入の質を改善するために不可欠と考えられる技術進歩の
ために有効と考えられる方策について議論して、結論を述べる。
本稿は以下の論文と密接に関係している。浜口・村上（2016）では構造主義

と新構造主義の理論的相違を比較し整理した。本稿ではそれに基づいて、構造問
題と経済発展の関係に焦点をあてて発展的に論じる。村上（2017）では構造問
題に関する議論を踏まえ地域経済統合への政策的含意を検討した。Murakami 

and Hamaguchi （2017）では周辺性、格差、経済発展の関係を 1990年以降の
ラテンアメリカ諸国を対象に実証的に分析し一次産品依存の程度、技術進歩の程
度、バリューチェーン統合のあり方の 3つがラテンアメリカの周辺性と関連し
ていることを明らかにした。本稿はその結果に基づいて、ラテンアメリカにおけ
るグローバリゼーションの類型化を試みるものである。

2. 構造問題としての周辺性と所得分配

本稿が解釈する構造とは、なんらかの自然的あるいは歴史的条件によって社会
に組みこまれた特質であると同時に、自然的・歴史的要因が変わっても基本的に
その特質が維持されるように動学的に働く社会的関係性があることを意味する。
このように定義される構造が経済現象の説明要因として本質的に重要であるとい
う立場をとることを構造主義と呼ぶ。
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ラテンアメリカ中所得国経済の発展と停滞における構造問題

ラテンアメリカにおいては、熱帯気候や地下資源が豊富であるという自然条件
と、スペインとポルトガルによって植民地支配されたという歴史的条件により、
早くから一次産品の供給者として世界経済に組み込まれ、支配関係により上下階
層が大きく隔てられた社会が成立した。プレビッシュによって書かれた国連ラテ
ンアメリカ経済委員会（ECLA）の報告書 Prebisch （1950）は、このような特
質を構造として定着させた関係性の体系を示し、その後の構造主義に基づくラテ
ンアメリカ経済研究に強い影響を与えた。
プレビッシュが示した体系の概略を再構成すると、図 1のように示すことが
できる。経済発展には国民一人当たり資本の蓄積が必要であり、資本蓄積は国内
貯蓄と海外貯蓄の両方によって制約される。国内貯蓄は所得から消費を引いた余
剰であり、投資の原資となる。ラテンアメリカのような所得分配が不平等な社会
においては、労働生産性が低く所得シェアが低い多数の貧困層と、人数構成で少
数ではあるが労働生産性が高く所得シェアが高い富裕層を生じさせる。所得の一
部を貯蓄に回し将来の社会的上昇を考えることができる中間所得層は人数と所得
のシェアにおいて多数集団ではない。言うまでもなく貧困層は貯蓄する能力が低
く、富裕層は奢侈的な消費を好むため、こちらもあまり貯蓄を行わない。このよ
うな理由により国内貯蓄能力が低いのがラテンアメリカ社会の特徴である。
さらに、資本蓄積は海外貯蓄による制約も受ける。ここで海外貯蓄とは輸出か
ら消費のための輸入を引いたものであり、資本財の輸入に使用することができる
外貨の量を表している。工業化するために必要な資本財をすべて国内で調達する
ことができないので、海外貯蓄制約により必要な資本財が輸入できなければ工業
化が停滞してしまうのである。ここで、ラテンアメリカは一次産品輸出に著しく
特化しているという特徴がある。いわゆるプレビッシュ＝シンガー仮説は、工業
製品に対する一次産品の交易条件が持続的に悪化すると考えるので、海外貯蓄は
持続的に減少することになる。富裕層の奢侈的消費が輸入を誘発することも投資
に必要な外貨を流出させる原因となる。
これらのプレビッシュの議論は有効需要を経済成長の決定要因と捉えるケイン
ズ的マクロ経済学に属している。この系統の理論経済モデルとして、国内貯蓄制
約のみに注目したものがハロッド =ドマー・モデルであり、海外貯蓄制約のみ
に注目したものがサールウォール （Anthony Thirlwall） の国際収支制約モデル
である（安原 2014）。さらに両方の制約を取り入れたものにチェネリー（Hollis B. 

Chenery）らによって展開された「二つのギャップモデル」（two-gap model）
と呼ばれるものがあり（宮川 2007）、 図 1の関係性に近い。ただし「二つのギャッ
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プモデル」は国内総生産に対する国内貯蓄と海外貯蓄の比率を一定と仮定してい
るが、図 1の関係性で描かれる経済では、国内貯蓄は不平等な所得分配がもた
らす低い貯蓄能力によって制限され、海外貯蓄は一次産品の交易条件悪化によっ
て制約されるので、両方の貯蓄制約は国内総生産が成長するにつれてさらに厳し
くなるため、二つのギャップモデルよりも悲観的であると言える。
この図においてラテンアメリカ経済を特徴づける構造は、不平等な所得分配と
一次産品特化の 2つに集約することができる。この 2つの特徴は、歴史的条件
である植民地支配と気候や資源の自然的条件の影響を受けている。さらに、図 1

の関係性の文脈において工業化が進まないことは、中間所得層の雇用を多く生み
出すことが期待できる工業による雇用吸収が進まないことや輸出産業として工業
が育たないことにより不平等な所得分配と一次産品特化を維持するという意味
で、構造的とみなすことができる。この図で描かれているように伝統的構造主義
では「不平等な所得分配」と「一次産品特化」を歴史的および自然的に与えられ
たものと考えられていたが後述する新構造主義では、構造は外生的に与えられる
ものというよりも、「工業化が十分できない」という結果が「不平等な所得分配」
や「技術進歩の遅れ」に対しても影響を与えるという内生的なものとなる。
構造的特質は、マクロ経済政策の局面にも影響を与える。これは図の中で網掛
けをした部分である。一次産品特化経済であるラテンアメリカは先進国の景気動
向の影響を敏感に受けてしまうので、一次産品の市況が悪化した時には雇用を創
出するために積極的財政金融政策を実施する必要がある。まして、所得分配が不
平等な社会であるので、政府は平時においてさえ、貧困層に対して雇用を創出す
る役割を果たすよう期待されている。しかし景気を拡大するような財政金融政策
を実施すると国内物価にインフレが発生しやすく 2、金本位制下（あるいは現代
でも固定為替レートの場合）ではインフレにより相対的に輸入価格が低下するの
で、輸入が増加し、海外貯蓄がさらに減少し、資本蓄積を妨げることになる。こ
のような理由からラテンアメリカが反景気循環的マクロ経済政策で景気を平準化
させながら経済成長を維持することは困難であり、経済状態が常に対外ショック
の影響を受けやすい状態にあることが、資本蓄積を遅らせるもう一つの要因にな
る。あるいは、海外貯蓄の不足を補うために外国から資金を借り入れることを検
討する可能性がある。実際に、国際金融市場で資金供給が増加して調達費用が下
がればラテンアメリカが借り入れを増やすことがあるが、ラテンアメリカは歴史
上たびたび債務不履行を引き起こしており、先進国からも高リスク対象とみられ
ている。
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図 1　伝統的構造主義におけるラテンアメリカの構造的特質と低開発の関係性
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　　　　　（出所）Prebisch （1950） をもとに著者作成

　　　　　（注）図の網掛け部分は構造的特質のマクロ経済政策に対する影響を示す。

プレビッシュおよび伝統的構造主義の立場をとった研究者にとって、以上のよ
うな経済発展を阻害する構造問題を克服するために必要な戦略は工業化であっ
た。それは、一次産品に特化しているために自立して経済発展することが不可能
になっている周辺性から脱却することと、一次産品部門の生産性上昇により増加
する余剰労働力を吸収し中間所得層を育てることの 2つの目的において、工業
部門が必要であるからである。
このような見方は、その後ラテンアメリカ諸国が採用した開発政策に大きな影
響を与えた。構造主義において経済発展とは所得再分配と工業化を伴う経済社会
の構造変化を指すが、構造的特質が強固であるため、市場に委ねていては解決さ
れず、政府が主導的役割を果たすことが期待される。プレビッシュは、ラテンア
メリカを含む周辺諸国では経済発展が自然に発生するというような考えは幻想で
あることは明瞭で政策介入が必要であり、最初に資本蓄積が起こって次第に所得
再分配が進んでいくような先進国のモデルは当てはまらないため、両方を同時に
進めていかなければならないと述べている（Prebisch 1963, 3–5）。このような
考えのもと、各国政府では輸入代替工業化と所得再分配のための政策が導入され
ていった。具体的には、輸入代替工業化は、高い輸入関税等の保護市場の中で、
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国内企業あるいは多国籍企業の生産を優遇したり国営企業を設立して政府が自ら
生産に乗り出したりする形で進められた。所得再分配は、労働者の権利を保護す
る労働制度・社会保障制度や、農地改革といった政策が実施された。しかし、理
論的には社会に普遍的に及ぶはずであった便益が実際には一部の集団に偏って政
治権益化したり、ポピュリスト政権の政策手段として政治的動員に利用されたり
するような歪みが各国において蓄積した。無警戒に増加した対外債務やマクロ経
済のインバランスへの対応も遅れたために、結局 1980年代の経済危機を招くこ
とになった。プレビッシュ自身はPrebisch （1950） やPrebisch （1963）において、
輸入代替工業化は経済の生産性を高めるための政策手段であって、自給自足状態
になること自体を目的にするものではないので、生産性が明らかに劣るものを工
業化の対象にすることは避けて選択的に行う必要を述べている。しかし、よく言
われるように「勝者を選別する」（picking winners）産業政策は政府の能力を
超えており、保護育成の対象は広範囲に及んだ。
図 1で描写した構造問題を克服するための戦略として輸入代替工業化を改め

て見直してみると、生産性向上、輸出の一次産品依存の減少、工業の雇用創出は
いずれも不十分に終わっており、十分な貢献を果たしたとは言えない。その理由
として、国内市場を対象とした工業化であったため、生産における規模の経済が
不足したことを問題点として指摘することができる。対照的に、東アジアの工業
化モデルでは当初から輸出を想定しており、生産性の対先進国キャッチアップ、
中間所得層の拡大、工業製品への輸出構成のシフトでラテンアメリカよりも改善
がみられた。プレビッシュは、規模の経済が必要な財の工業化について、国別に
行うよりも域内共同市場を形成する必要があると述べていた（Prebisch 1959）。
そのためには地域経済統合の利益を分配するメカニズムが必要となるが、各国の
利害が対立し、ラテンアメリカの地域統合は進まなかった （村上 2017）。
図 2は、先進国に対して一部のカリブ海諸国を含むラテンアメリカと東アジ
アの諸国の労働生産性格差の推移を示している。ここでの労働生産性は就業人口
一人当たりの購買力平価表示 GDPであり、地域グループの各国の就業人口でウ
エイト付けして計算したラテンアメリカと東アジアの労働生産性を先進国グルー
プの水準で割った値を時系列にグラフ化したものである。この図を見ると、ラテ
ンアメリカと先進国との労働生産性格差は、輸入代替工業化が積極的に行われ
た 1980年頃までにおいてはほぼ一定で、その後は趨勢的に広がっている。この
間東アジアでは生産性のキャッチアップが起こっているが、グラフをよく見ると
1960年代後半（日本の高度成長）、1980年代後半（アジア NIEsの高度成長）、
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2000年代（東南アジアと中国の成長）と段階的に成長が進んでいることがわかる。
人口シェアが大きい中国を除くと労働生産性の水準はすでにラテンアメリカを追
い抜いている。しかし、その中国の過去10年間の労働生産性の伸びは顕著である。
この結果はいわゆる雁行的発展論と符合する。従ってラテンアメリカの労働生産
性は、長期的に先進国に対して遅れをとっているのみならず、東アジアに対して
も急速にキャッチアップされたことが分かる。

図2　ラテンアメリカと東アジアにおける先進国との労働生産性格差の変化
（1950年から2016年）

（出所）The Conference Board Total Economy Database https://www.conference-
board.org/ data/economydatabase/ （November 2016 release）.
（注）縦軸は先進国の労働生産性を 1とした場合の各地域の相対的労働生産性を示す。
各グループに含まれる国は以下の通り。ラテンアメリカ : アルゼンチン、ボリビア、ブ
ラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャ
マイカ、メキシコ、ペルー、トリニダードトバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ。東アジア：
カンボジア、中国、香港、インドネシア、日本、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム。先進国：カナダ、アメリカ合衆国、オー
ストリア、ベルギー、キプロス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギ
リシャ、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、
ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス。
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1980年代の経済危機に対して国際通貨基金（IMF）等が介入する「ワシントン・
コンセンサス」のマクロ調整政策がラテンアメリカに求められる中で、輸入代替
工業化政策やその理論的裏付けを与えた構造主義は失敗した開発政策の烙印を押
され、開発政策への影響力を失った。このとき適用されたマクロ調整政策は、供
給が需要を作り出す「セイの法則」に則ったものであり、ラテンアメリカの経済
政策は従来のケインズ的な考え方から新古典派理論に基づくものへ大きく転換し
た。この理論的想定に従えば、財市場、金融市場、労働市場のいずれにおいても
需給ギャップは市場メカニズムにより調整され、失業があれば賃金が下落して雇
用が増加するが、労働者はより高い賃金を求めて生産性が高い産業に移動し、生
産性が低い産業は淘汰される。
輸入代替工業化への批判と同様に、新古典派的経済政策 3に対してすでに多
くの研究が問題を指摘しており、ここでそれらを詳しく検討する必要はない
だろう。主要なポイントを挙げるならば、（1）貿易自由化が工業化後退（de-

industrialization）を引き起こし、一次産品への特化を再び強化した、（2）近代
的な一次産品部門は雇用吸収力が小さく、行き場を失った労働力がインフォーマ
ルなサービス産業に滞留している、（3）労働市場における調整が競争力を低賃
金のみに依存した国際市場参入を助長している、などである。これらの問題と関
連して、所得分配の不平等化、経済の対外脆弱性の増加、環境問題の深刻化、な
ども指摘されている。
新古典派的経済政策の経済成長に関する落胆すべき成果に対して、代替戦略を
探っている ECLACは過去 20年以上にわたって「分配を伴った生産構造変化」
を提唱している。この考え方を定着させた機関レポート ECLAC （1990）は、そ
れ以前からファインシルベル （Fernando Fajnzylber）らが中心になって検討し
てきた議論を踏襲したものである。Fajnzylber （1990） は所得分配が平等か否か
と経済成長の高低で作った 2× 2のボックス・ダイアグラムにラテンアメリカ
各国を当てはめていくと、4  所得分配を平等化しながら高い経済成長をつづけた
アジア（タイ、韓国、台湾）や南・東欧（スペイン、ポルトガル、ユーゴスラビア、
ハンガリー）の新興国のパターンに当てはまる国が存在しない空函（black box）
になっていると指摘した。さらにこれらの国々とラテンアメリカの比較を行った
結果、ラテンアメリカの特徴として、単に製造業の輸出比率が低いということだ
けでなく、GDPに占める R&D支出比などが低く技術変化の吸収が遅い、生産
や輸出における高技術集約的な財の割合が低いといったことが明らかになり、技
術進歩の遅れと生産性の低さに顕著な特徴があることを指摘した。彼の議論にお
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いても工業の生産性が上昇し雇用を拡大するためには国内市場だけに依存した工
業化では規模の経済が不足するという本稿の認識が共有されているが、基本的な
問題意識は、そもそもラテンアメリカは海外市場に進出するための技術競争力が
欠けているゆえに世界経済の周辺にとどまっているというものである。ECLAC 

（1990） は、そのような技術進歩に基づく競争力を「真正の競争力」（genuine 

competitiveness）と呼び、分配を改善しない低賃金に基づく競争力と区別して
いる。ここで注目したいのは、周辺性の概念において Prebisch （1950）も先進
国との生産性格差を重視していたがその理由を一次産品特化に求めていたのに対
して、ECLAC（1990）では部門構造よりも技術水準格差そのものに注目してお
り、貿易可能財産業だけではなく、新古典派経済政策の下で拡大したサービス産
業も視野に入れていることである。
では、なぜラテンアメリカでは技術水準が低いままにとどまっているのか。

ECLACはこの問題に関して、これまでのところ伝統的構造主義が一次産品交易
条件不利化を唱えたような、明快な根拠を示していない。Fajinsylber（1990）
は技術変化に基づく競争力の獲得、平等性の向上、経済成長がそれぞれ相互補強
的な関係にあることを指摘したが、技術習得のメカニズムがブラックボックスに
なっており、技術力に基づいた競争力を獲得するような政治経済社会全般にわた
る変革が不可欠であると述べている。Cimoli and Porcile （2015）の最近の研究
では、ネオ ･シュンーペター理論に基づく国家イノベーションシステム論の立場
から、技術習得にとって産業集積や制度設計が重要であり、既存の技術を外部か
ら習得する行動と自らイノベーションを起こそうとする行動が相互補完的に進む
ことを指摘した。そのうえで、経路依存性が強いためにシステム変革には政策的
関与が必要なことと、ラテンアメリカのような格差が大きい社会においては生産
構造においても生産性の異質性が大きく、制度設計が困難になることを指摘して
いる。さらに、伝統的構造主義でも指摘された貯蓄能力に起因する資本蓄積の不
足のみならず、所得分配の不平等は技術習得と深くかかわる人的資本の蓄積に
ついても、教育や健康への過小な投資を通じたネガティブなフィードバックを
通じて構造問題を顕在化させることを指摘している。このように、1990年代以
降の ECLACの経済発展に関する主張は新古典派的経済政策への代替提案とし
て技術進歩と生産性の向上を重視しており、技術水準格差のキャッチアップが進
まないことを先進国に対する周辺性として捉える点で伝統的な構造主義の論理を
踏襲するものであり、このアプローチは第 1節で述べたように新構造主義（neo-

structuralism）と呼ばれる。
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さらに最近の ECLACのレポート ECLAC （2014）では、中国で拡大する需
要に応えてラテンアメリカの一次産品への特化が再び進んでいるが、一次産品部
門は雇用創出が小さく、通貨の過大評価により工業を衰退させるため、一次産品
に依存した経済成長は脆弱であると述べている。さらに同レポートでは、工業化
が衰退する一方でシェアが増大しているサービス産業の生産性の伸びが低く、近
年国際的に成長が著しいサービス貿易はラテンアメリカ地域内において低い水準
に留まっていることと、地域的なバリューチェーン（RVC）を形成し、国際的
バリューチェーン（GVC）に加わっていくことによって工業化の規模の経済を
獲得し先進的な技術が移転されるという東アジア諸国のグローバル化を活用した
発展過程がラテンアメリカ諸国では遅れており、GVC・RVCとの統合の遅れが
ラテンアメリカ諸国の新たな周辺的な特徴となっていることにも言及している。

3. ラテンアメリカにおける二つのタイプのグローバリゼーション

前節で論じたように、新構造主義的観点からは、現在のラテンアメリカの周辺
性は一次産品への特化、低い技術進歩、GVC・RVCとの統合のあり方の 3点か
ら特徴づけられると考えられる。
この 3つの要因を周辺性の指標としたときに、2000年以降ラテンアメリカに
おけるグローバリゼーションはどのように類型化することができるだろうか？本
稿では以下でラテンアメリカの代表的中所得国であるメキシコと南米 2国（ブ
ラジル・チリ）の違いに着目して分析を行う。具体的に用いる指標は、一次産品
特化は一次産品輸出比率、技術進歩は人口 1000人当たりの国際特許出願件数、
GVC・RVC統合の指標は中間財貿易比率（輸出・輸入にしめる中間財輸出・輸
入比率の合計）である。
図 3から図 5では 2000年以降に関してメキシコと南米 2国における上記 3

つの指標の変化を示している。第一に、一次産品輸出比率はチリで分析期間中常
に 80%以上を示しており最も高い水準にある。ブラジルでは一次産品輸出比率
は 2000年の時点では 40％程度であったが、それ以降 60％台に上昇し一次産品
への再特化が進んだことを示している。一方メキシコでは 2000年代に上昇がみ
られるが、南米 2国と比べると低い水準にあり一貫して 30%以下にとどまって
いる（図 3参照）。これには、1980年代以降（チリの場合は 1970年代半ば以降）
新自由主義的経済政策のもとで貿易自由化を進めた結果として、それぞれの国の
比較優位に従った輸出を行うようになった結果、チリでは銅、ブラジルでは鉄鉱
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石という一次産品が輸出の相当部分を占めているという背景がある。一方メキシ
コでは、特にアメリカ合衆国に対して労働集約的産業に比較優位を持ち、アメリ
カ合衆国輸出向けの保税加工制度（マキラドーラ）のもとで自動車関連を中心と
する工業製品の輸出が成長したという基本的な違いが存在する。
第二に人口一人当たりの国際出願された特許申請数に関してはチリの水準が
最も高く、2000年時点ではブラジルを上回っていたメキシコは停滞傾向で近年
ブラジルとの順位の逆転が見られる。しかし期間を通してこの 3カ国とも人口
1000人当たり 0.05から 0.2件程度であり、これら 3国と一人あたり所得が同程
度かやや低いアジア諸国、例えばマレーシアや中国と比較して分析期間中ほとん
どの年で低い水準にとどまっていることが分かる。特にこの間の経済成長の著し
かった中国は 2000年から 2015年の間に特許申請数を 0.04件から 0.80件に急
増させている。その意味で Fajnzylber （1990）や ECLAC（1990）が 1980年
代半ばのデータから指摘した、他の新興国と比較したラテンアメリカの技術進歩
の遅れという特徴は 20年後においても大きな変化はないと言えるだろう。
第三に中間財貿易の比率の合計に関しては、メキシコ、ブラジル、チリの順に
高く、メキシコと南米 2国では顕著な差異が存在すると共に、チリとブラジル
にも相当な差異が存在する。これは、チリが域内外との製造業のバリューチェー
ンにはほとんど組み込まれていないことに加えて、主要な輸出品である鉱物資源
には、通常、工程間分業を必要とするほど複雑な生産工程が存在しないためにチ
リでは中間財貿易の割合は僅少になるという傾向がある。一方、ブラジルの場合
はラテンアメリカ域外国に対しては鉄鉱石、大豆、石油などの一次産品輸出が中
心であるが、南米南部共同市場（MERCOSUR）のもとでラテンアメリカ域内
国との間に製造業のバリューチェーンがあるため、自動車部品をはじめある程度
の中間財貿易が存在することがあげられる。メキシコに関しては、前述の通り、
保税加工制度のもとで加工貿易が発展しさらに北米自由貿易協定（NAFTA）の
もとで制度的にも補強されたアメリカとの間の自動車産業のバリューチェーンが
形成されており、自動車部品をはじめとする中間財貿易の割合がラテンアメリカ
の中では例外的に高い傾向にある。
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図3　メキシコと南米2国における一次産品輸出比率の変化（2000年から2014年）
 

（出所）国連商品貿易統計データベース（https://comtrade.un.org/data/）
（注）一次産品の定義はUNCTADの分類に基づき、標準国際貿易商品分類（Standard 
International Trade Classification, SITC） Rev.1の分類コードで 0、1、2、4、667、 
68の合計である（http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html参照）。

図4　メキシコと南米2国およびマレーシアと中国における人口1000人当たり
の国際特許出願件数の変化（2000 年から 2014 年）

 

（出所）世界知的所有権機関統計データベース（http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/
index.htm?tab=patent）
（注）居住者、非居住者双方を含む。
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図5　メキシコと南米2国における中間財貿易比率の変化（2000年から2014年）

（出所）国連商品貿易統計データベース（https://comtrade.un.org/data/）

（注）中間財は部品（parts and components）に限定しており Broad Economic 

Categoriesの分類コードで 42、53の合計である。

以上をまとめると、ラテンアメリカ中所得国における二つのタイプのグローバ
リゼーションには以下の特徴があることが分かる。第一のタイプはメキシコに代
表されるもので、積極的に外資を受け入れ GVC・RVCへの統合を進め、一次産
品依存度も低い傾向にあるが、技術進歩はアジア諸国と比較すると大きく遅れて
いるというものである。このタイプのグローバル化は、GVC・RVCへの統合を
進めることで周辺性の克服をめざしたものであるといえるが「技術変化の伴わな
い GVC・RVCへの統合」であるゆえに、バリューチェーンに統合されても相対
的に付加価値の低いタスクを担うことにとどまってしまうことになる。バリュー
チェーンの中で付加価値の高い生産工程に移ることは機能的（functional）アッ
プグレーディングと呼ばれており（Giuliani et al. 2005）、その意味でメキシコ
はバリューチェーンに統合されても機能的アップグレーディングが限定されてい
るということができる。一方、第二のタイプはブラジル、チリのような南米諸国
にみられるもので、自国に存在する豊富な天然資源を反映して一次産品依存度が
高く、製造業の GVC・RVCの形成も遅れており、さらに技術進歩も遅れている
というものである。従って、このタイプは、一次産品を輸出し製造業品を輸入す
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るという産業間貿易が主体の第 2節で議論した伝統的な構造主義の指摘する「周
辺」の特色をそのまま残す形でグローバル化を進めるものであるといえる。
加えて、第 2節で議論した所得分配の問題に関しては、社会政策による補正

や最低賃金の上昇が直接的な手段として考えられるが、その強度にも両タイプで
は違いがみられる。図 6では、教育、保健、社会保障、住宅の合計で定義され
る社会支出の GDP比の変化を示している。この図からも分かるように、GDP

に占める社会支出は南米 2国の方が高く特にブラジルで上昇傾向が見られる。
これはこの時期行われた現金付き現金給付をはじめとする社会政策による所得分
配政策の拡充を反映するものであろう。一方、メキシコは南米 2国と比べて低
い傾向にある。即ち、南米 2国では豊富な資源収入を使って、社会政策を強化
し、これによって所得分配の改善を試みたことが分かる。以上の二つのタイプの
グローバリゼーションに関して 3つの周辺性と社会政策の強度をまとめたもの
が表 1である。

図 6　メキシコと南米 2国におけるGDPにしめる社会支出比の変化（2000 年
から 2014 年）

（出所）ECLACの CEPALSTAT（http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_

cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i）

（注）社会支出は教育、保健、社会保障、住宅に関する支出の合計である。
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表 1　ラテンアメリカ中所得国における二つのタイプのグローバリゼーション

　　 （出所）　著者作成

それでは以上の二つのタイプにおいて、経済発展にはどのような特徴がみられ
るのであろうか。図 7では、ブラジル、チリ、メキシコの 3か国のアメリカ合
衆国との労働生産性格差の 2000年以降の変化を示したものである。ここでの労
働生産性は、就業人口一人当たりの付加価値である。この図から明らかなように、
アメリカ合衆国を 1とした場合の相対的労働生産性はブラジルでは 0.25、チリ
では 0.35程度で停滞しており、ブラジルとチリではこの期間において、アメリカ
合衆国との間に生産性のキャッチアップはほとんどみられない。一方メキシコで
は 2000年の 0.34から 2009年の 0.26と生産性格差の趨勢的な拡大がみられる。
以上を踏まえると、伝統的な構造主義の指摘する周辺性の強い南米 2国と比
較しても、2000以降におけるメキシコの先進国（アメリカ合衆国）との労働生
産性格差の拡大傾向が顕著であることが分かる。従ってメキシコの場合は技術変
化の伴わない GVC・RVC参加が付加価値の低いタスクへの特化をもたらし、メ
キシコの生産性向上を妨げていることがこれらの図からも明らかである。この
ようなメキシコの生産性の低さに関しては例えば Padilla-Pérez and Villarreal 

（2017）をはじめ近年においても重要な研究対象となっている。製造業のバリュー
チェーンへの参加には成功したこのタイプにおいては、付加価値の低いタスクへ
の特化をいかに克服するかという点からの一層の研究が必要である。
一方、一次産品依存、GVC・RVC統合の遅れ、低レベルの技術進歩という周

辺性を残したまま資源収入を用いた社会政策で所得格差の改善を試みた南米 2

国の場合は、第 2節において論じた問題がそのままあてはまることになる。即ち、
一次産品の市況が悪化した場合には財政的制約に直面して持続不可能な状況に陥
ることである。この状況は実際に 2008年から 2009年の世界金融危機と 2012

年以降の中国経済の減速に伴ってブラジル・チリのみならず多くの南米諸国が経
験したことに他ならないのであり、このことは周辺性を残存したまま社会政策で
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構造問題の解決をはかるこのモデルは好調な一次産品価格に支えられた時しか有
効でないことを示している。

図 7　メキシコと南米 2国におけるアメリカ合衆国との労働生産性格差の変化
（2000 年から 2010 年）

（出所）Groningen Growth and Development Centreの 10-Sector Database （http://

www.rug.nl/ggdc/productivity/10-sector/）

（注）縦軸はアメリカの労働生産性を 1とした場合の各国の相対的労働生産性を示す。

4. おわりに

バリューチェーンの国際化とコモディティ・ブームにより進んだ 2000年代以
降の経済のグローバル化は、それ以前よりも多くの国に経済成長の機会を提供し
た。第 3節で行った分析では、現在のラテンアメリカには少なくとも二つのタ
イプのグローバル経済への統合があり、北米向けの製造業バリューチェーンに深
く統合されていったメキシコと一次産品輸出を拡大していったチリやブラジルと
いうように、方途に違いがあるが、グローバル化に対応して国際参入を量的に拡
大してきたこと点は同じであると言える。
本稿が注目するのは、ラテンアメリカの国際参入の量的拡大が質の高い経済成
長に結びついていない点である。質の高い経済成長とは、労働生産性の伸びを伴
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うものとして捉えられるが、図 2で示したように 2000年代以降もラテンアメリカ
全体の先進国との労働生産性の格差が全く縮まっておらず、その傾向は図 7で分
析対象にした 3か国を国ごとに見ても同じことが言える。先進国に対する生産性の
キャッチアップが進まないことは、図 1に要約したプレビッシュの構造主義的分析
の核心的問題意識であった。伝統的構造主義では、工業化を生産性上昇に不可欠
と考えた。確かに前節でみたように資源依存を深めて国際参入を拡大したチリやブ
ラジルでも労働生産性のキャッチアップは進んでいない。のちの新構造主義では競
争力を涵養しながら国際参入を拡大していくために、GVCへの統合を深めること
が有効だと考えていた。しかし、前節で分析したメキシコの事例は、GVC参加を
ともなった工業化も質が高い経済成長の十分条件でないことを示している。技術進
歩を伴わず GVC・RVCへの統合を進めた場合、バリューチェーンの中で付加価
値の低いタスクに特化し、そこから逸脱することは容易でないのである。
グローバル化のメリットを享受するためには、技術進歩を通して国際参入の質
を高めることが不可欠であろう。Murakami and Hamaguchi （2017）は 1995

年から 2014年におけるラテンアメリカ 18か国を対象としたパネルデータ分析
から、（1）一次産品輸出の増加も GVCへの参加拡大も、それ自体は所得水準を
高めるが同時に所得分配の不平等化も高める、（2）所得分配の不平等化は所得
を引き下げる効果を持つために間接的には一次産品輸出の増加や GVCへの参加
拡大は所得水準を低めてしまう、（3）ただしそのような GVC参加が不平等を高
める効果は技術水準が高ければ緩和されることを、実証的に明らかにしている。
メキシコの場合は、技術変化を進めることで GVC・RVC統合の質を高め、付加
価値の低いタスクに特化からの脱却をはかることが求められている。またブラジ
ルやチリのような資源輸出国の場合もやはり技術変化を進めることで、資源ブー
ムだけに依存しない経済成長を実現し社会政策のための財源を確保することが求
められている。このためには結局は、各国の人的資本の質を高めことで技術進歩
を高めることが必要である。そのために教育、とりわけ質の伴った教育の充実が
求められる。
また地域経済統合は域内貿易の拡大を通して高付加価値財の割合を高めた
り、制度の調整や原産地規則の統一とその累積を可能することで域内のバリュー
チェーン形成を促進すするだけでなく、ラテンアメリカ地域の技術進歩を促進す
るためにも有効であると考えられる（村上 2017）。というのは、地域経済統合
によって域内市場が拡大すれば、新しい技術を用いた財にとって、国内市場は国
際市場に参入する前の学習のためのプラットフォームの場所としても機能すると
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考えられるからである。さらに地域統合はモノの貿易以外に調整コストの低下を
通してサービスの貿易を一層促進すると考えられるので、サービス産業の生産性
上昇やイノベーションを促進するような役割も期待することができるだろう。
本稿では構造問題に着目して現在のラテンアメリカの発展と停滞の要因を明
らかにすることを試みた。以上の本稿の議論は、メキシコ型にみられるような
GVC参加をともなった工業化も、ブラジル・チリ型にみられるような資源収入
を用いた社会政策による格差縮小もそれだけでは質の高い経済成長を実現するに
は不十分であることを示している。かつてプレビッシュは伝統的構造主義の議論
において一次産品特化を周辺性として定式化しラテンアメリカの低開発の要因を
明らかにした。本稿では新構造主義の議論を踏まえて周辺性の概念を再定義・類
型化し、いずれのタイプにおいても持続的に経済成長できないメカニズムを内包
していることを示した。それ故、本稿の議論は、周辺性や格差といった構造問題
を分析枠組みに入れることがラテンアメリカの発展と停滞を明らかにする上で有
効であることを示しており、そこに本稿の貢献がある。本稿の示したこの分析枠
組みを用いて、構造問題としての周辺性、格差、経済発展の関係について実証研
究を一層進めていくことが今後の課題である。
なお本稿ではグローバリゼーションのタイプの類型化にあたっては代表的中所
得国であるメキシコ、ブラジル、チリに焦点をあてており、すべてのラテンアメ
リカ諸国を対象にした類型化を行ったわけではない。しかし他のラテンアメリカ
諸国に関しても概ねこの二つのタイプのどちらかに近い特徴を持つことが予測さ
れる。即ち、中米・カリブ諸国に関しては、例えばコスタリカ、エルサルバドル、
ドミニカ共和国では、保税加工制度のもとで積極的に外資を受け入れることで
GVCへの統合を進め、一次産品依存度が低い傾向にあるが、技術変化の伴わない
GVC参加が付加価値の低いタスクへの特化をもたらす傾向が課題であるという点
で概ねメキシコ型の特徴を有している。一方南米諸国に関しては、GVCへの統合
度合いや社会政策の強度に関して差異はあるものの資源依存度が高く、一次産品
の市況が悪化した場合には財政的制約に直面して社会政策の持続が困難になると
いう問題を抱えているという点で概ねブラジル・チリ型の特徴を有している。ラ
テンアメリカ・カリブ地域におけるグローバリゼーションのタイプの類型化に関
してはさらなる検討が必要でありこれに関しても今後の研究課題としたい。

付記
本稿は科研基盤研究 B「ラテンアメリカ発展停滞のパズル」（16H03313、代表：
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浜口伸明）の研究成果の一部である。

　　　　　　　　  　
注記
1 本稿では構造主義を「ラテンアメリカの構造主義」（Latin American Structuralism）の意味で

用いている。ラテンアメリカの構造主義は構造主義経済学の一つであり、本稿ではそれに焦点をあてる。

構造主義経済学の起源や、構造主義経済学におけるラテンアメリカの構造主義の位置づけに関しては

Arndt （1985）を参照。
2 構造主義では，大土地所有制度に支配されている寡占的なラテンアメリカの農業部門等の供給

側の反応が価格上昇に対して非弾力的であることもインフレの要因の一つに指摘している（Prebisch 

1961）。
3 新自由主義（ネオリベラリズム）とも呼ばれる。
4 ここでの「「所得分配平等と高い経済成長」の基準は 1965年から 1984年の間の一人当たり GDP

成長率が先進国の平均（2.4%）以上、1970年から 1984年における下位 40%の上位 10%に対する所

得シェアの比率が先進国の平均（0.8）の半分（0.4）以上とした（Fajnzylber 1990, 12–13）。
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