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Abstract:

In Brazil, two Presidents from the Workers Party (Partido dos Trabalhadores = PT) held
power for thirteen and a half years from the beginning of 2003 until the middle of 2016.
Although the PT administrations mostly enjoyed upward trend, they ended up in negative
growth rate, high unemployment and inﬂation rate, and budget deﬁcit. The main objective
of this paper is to identify the problems of economic management in Brazil by examining
the stance of the PT administrations on strengthening industries and the outcome of their
efforts. This research will be based on the argument of Luiz Carlos Bresser-Pereira, a
Brazilian economist who has insisted New Developmentalism since 2003. While he does
not hide his sympathy for the PT administrations which he considers brought back the idea
of developmentalism, he also keeps a distance from them, claiming that their idea is Social
Developmentalism, not New Developmentalism. The focus of New Developmentalism is
on overcoming Dutch disease, that is, devaluating the currency to the industrial equilibrium
exchange rate. The PT administrations released three industrial policies: PITCE in 2004,
PDP in 2008 and PBM in 2011. The goal of them was to push up export through innovation.
The data of export shows that there was a big increase in export between 2002 and 2017.
However, the main engine was primary commodities. It is hard to say the increase came
from innovation. Bresser-Pereira points out what was missing in the PT strategy was the
aspect of the exchange rate control. His idea which stands apart from both the orthodoxy
and the PT stance is convincing at a time when Brazil is struggling to improve the
competitiveness of the industries.
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1．はじめに
2003 年から 2016 年半ばまでブラジルの政権を担ったのは、中道左派系とみなされ
出身の 2 人の大統領だった。2 期 8 年の任期を全うしたルラ大統領と、
る労働者党（PT）
その後継者で 2 期目に弾劾されるまでの 5 年 8 カ月（職務停止期間 3 カ月半を含む）
を務めたルセフ大統領である。この間、最後の 2 年間と、2008 年の世界金融危機後
の一時期の混乱を除けば、経済は成長基調にあり、物価は安定し、雇用状況も改善
傾向にあった。貿易黒字の拡大に伴い、2003 年から 2007 年は経常黒字を計上。2013
年までの 11 年間は基礎的財政収支の黒字を維持するなど、
国家財政も比較的健全だっ
た。しかし、一次産品価格の下落傾向が鮮明になった 2014 年以降、ブラジルの経済
成長率は急低下し、通貨レアルの相場下落に伴って物価が一時期上昇、雇用環境や財
政が悪化した。
こうした 13 年半にわたる PT 政権期を中心に、ブラジルの経済・産業政策の特徴
を浮き彫りにし、その問題点を探るのが本稿の目的である。作業の土台になるのは、
ブラジルの経済学者ブレッセル−ペレイラ（Bresser-Pereira）が 2009 年以降に発表し
た一連の新開発主義に関する論文である。その学説を踏まえて、PT の姿勢がそれ以
前の政権とどう違ったのか、あるいは違わなかったのか、その姿勢が経済・産業の強
化をもたらしたのかどうかを考える。結論を先取りすれば、ブレッセル−ペレイラが
ブラジルの経済・産業政策に足りないとみなすのは、外国為替レートの適正な管理で
あり、自国の製造業が国際的な競争力をもてる為替水準に誘導することこそが最大の
産業政策と訴えている。本稿では、PT 政権の産業政策を点検しながら、このような
彼の主張の妥当性を考える。
ブレッセル−ペレイラは、過去のいずれの政権の経済戦略とも距離を置いている。
ブラジルは 1980 年代に発生した債務危機から脱するため、保護主義色の強い輸入代
替工業化を推進する旧来の開発主義戦略から転換し、貿易自由化などの新自由主義的
、コロル政権
な経済運営手法を導入した。民政移管後のサルネイ政権（1985-90 年）
、フランコ政権（1992-94 年）
、カルドゾ政権（1995-2002 年）がこの導
（1990-92 年）
入プロセスにかかわっている。ブレッセル−ペレイラはサルネイ政権で財務相（1987
年）
、カルドゾ政権で連邦行政国家改革相（1995-98 年）や科学技術相（1999 年）を
務め、新自由主義的な経済運営の導入プロセスの最中に閣僚に就任した経験を持つ。
しかし、当時のカルドゾ大統領に対して、
「閣僚としての在任中、彼の経済チームが
推し進める経済政策に賛同しないことを私は個人的にはっきり伝えた」と述べており1、
正統派の政策には同調しなかった自らの立場を明確にしている。一連の論文に通底す
るのは、ブラジルやラテンアメリカの中進国に必要なのは、新自由主義とも旧来の開
発主義とも異なる新しいタイプの開発主義に立脚した政策・戦略だとの主張である。
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PT 政権の経済運営に関しては、開発主義の範疇に入ることは認めつつ、彼が唱える
新開発主義とは異なるスタンスであると明言している。
旧来の開発主義、新自由主義、さらに PT 政権が採用した開発主義的な戦略はいず
れも一定の成果をあげたものの、最終的には限界に直面した。新自由主義と開発主義
の主な相違点は、経済運営を市場原理に任せるか、それとも市場に対する国家の介入
を重視するかである。主として 1950 年代から 1970 年代にかけて実践された旧来の
開発主義の下では、国家がインフラ整備や基礎産業に直接投資し、大きな役割を果た
した。この戦略は 1970 年前後に「ブラジルの奇跡」と呼ばれる好況をもたらしたが、
対外債務の累積を伴ったことから債務問題が勃発し見直しを迫られた。新自由主義の
下では、貿易自由化や民営化、財政赤字削減を通じて国家の役割を減らし、市場の力
を重視した。この結果、物価の安定は果たしたものの、1998 − 99 年には通貨危機に
見舞われた。他のラテンアメリカ諸国も同じような道筋をたどり、経済の混乱が繰り
返されたため、各国は 2000 年代初めから国家の役割を重視する戦略を再びとるよう
になったというのがブレッセル−ペレイラの見立てである。ただ、その流れで登場し
た PT 政権も最後は経済混乱のなかで崩壊した。
本稿でブレッセル−ペレイラの新開発主義に着目したのは、新自由主義的な政策や
過去の開発主義的な政策の限界を経験したいま、いずれのスタンスとも距離を置く彼
の提言には耳を傾ける価値があるとの判断に基づく。彼の考え方は旧来の開発主義を
そのまま復活させたものではない。新開発主義の特徴、新自由主義や旧来の開発主義
との違い、PT 政権下で実践された開発主義を彼がどう評価したかを第 2 節でまとめ
て紹介する。第 3 節では、PT 政権が打ち出した 3 つの産業政策の内容をまとめると
ともに、輸出動向や製造業の位置づけを示すデータと照らし合わせてその成果を概観
し、新開発主義が投げかけた提言の妥当性を考察する。最終の第 4 節では、新開発主
義を実践するうえでの課題に言及する。

2．ブレッセル－ペレイラの主張
ブレッセル−ペレイラの新開発主義は、彼がこうあるべきだと考える経済政策を体
系化した理論・戦略であり、PT 政権下で現実に実施された経済政策とは異なる。ま
ず新開発主義の主要な考え方を整理し、次にその視点から PT 政権の経済運営がどう
捉えられたかをみていく。さらに、この時代を考えるにあたって他にどのような視点
があるかを紹介し、新開発主義との共通点や差異を指摘する。
2.1. 新開発主義
新開発主義を生み出した背景には、
彼が「ワシントン・コンセンサスの失敗」
（2015a、
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p.373）、「一般的な正統派（conventional orthodoxy）の失敗」（2011、p.111）などと呼
ぶ新自由主義的な政策に対する否定的な認識がある2。自由主義経済学者がブラジル
で 1999 年に実施したマクロ経済政策の 3 本柱として、ブレッセル−ペレイラは①基
礎的財政収支の黒字②インフレ目標③変動相場制――を挙げる (2016a、p.121)。この
うち、彼が問題視するのは②と③である。インフレ目標達成のため高金利を維持する
と、変動相場制の下では自国通貨レアルが過大評価される。通貨の過大評価は輸出競
争力を減退させる一方、輸入の増大を招き、経常赤字を膨らませる。ブラジルに限
らず、このような国際収支の悪化はラテンアメリカ各国で起こり、それが 1994 年の
メキシコ、1998 年のブラジル、2001 年のアルゼンチンの通貨危機の原因になったと
分析する（2011、p.108）。ラテンアメリカの 1990 − 2006 年の平均成長率が 1.6％と
1950 − 1980 年の 3.11％に比べて低いこと（2011、pp.111-112）なども挙げ、ワシン
トン・コンセンサスに基づく戦略を失敗と結論付ける。
このような認識から生まれた考え方だけに、新開発主義はマクロ経済政策、特に
外国為替レート管理に大きな比重を置く。表 1 は新開発主義と一般的な正統派の考
。ブレッセル−ペレイラ自身が整理したものに基づ
え方の違いを示す（2011、p.123）
く。全 11 項目のうち、新開発主義は 4 項目で為替相場に直接言及している（第 5、6、
表1

図1
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表1

7、9 項）。新開発主義の第 1 〜 4 項は正統派に比べて国家の役割を重視していること
を示す。第 8 項は財政規律、第 10 項は為替相場に影響を与える中央銀行・政府の経
済運営手段、第 11 項は最低賃金・最低所得政策をそれぞれ訴える。一方、一般的な
正統派が為替相場に直接触れているのは第 9 項だけであり、それも相場を完全に市場
に任せるという考えをうたっており、国家が相場を管理するという発想の正反対であ
る。
為替レートに関して、一次産品への輸出依存度が高いラテンアメリカに共通する
問題としてブレッセル−ペレイラが重視するのは「オランダ病」にかかりやすい傾向
。北海で産出される豊富な天然ガスを輸出するようになっ
である（2011、pp.114-115）
てから、自国通貨の相場が上がってオランダの製造業が競争力失って衰退した現象で
ある。
ブレッセル−ペレイラらはそのメカニズムを次のように説明する（Bresser-Pereira、
Oreiro & Marconi、2015、pp.59-63）3。図 1 が示す通り、一次産品輸出国の為替相場
の均衡水準として、「経常収支均衡相場」と「工業均衡相場」を想定する。一次産品
の輸出を通じて収益を得られる水準が経常収支均衡相場であり、製造業が輸出競争力
をもって収益を上げられる水準が工業均衡相場である。一次産品輸出国では一次産品
の生産コストが製造業の生産コストよりも低いため、外貨に対する経常収支均衡相場
が工業均衡相場よりも高くなる（図では下方にいくほど高い）
。このため、一次産品
図1
輸出国の製造業は慢性的に競争力が不足する状態に置かれ、産業の発展が遅れる。
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表2

表 2 はオランダ病の強度（深刻さ）がどう決まるかを示す。前提とするのは、A、B、

表3
C という
3 つの国が、①いずれも石油を 1 バレル 100 米ドルで生産・輸出し、②それ
ぞれの通貨の単位は異なるが対ドルで価値は等しく、③非一次産品部門の生産性が同
一であることから工業均衡相場は各通貨とも対ドル 2.0 と横並び――という 3 つの条
件である。石油の生産コストは国によって異なり、A、B、C の順でコストが安くな
る。これを反映して、対米ドルの経常収支均衡相場は A 国で最も低く、C 国で最も
高くなる。石油の販売価格は変わらないので、
レントは C 国に最も多くもたらされる。
この状況にあっては、オランダ病の深刻さは石油の生産コストが低いほど高くなると
考えられる。
このようなオランダ病を克服するためには為替相場の管理が必要になる。このため、
ブレッセル−ペレイラら（2015、p.154-155）は、輸出税の導入、資本の流出入の管
理、外貨準備の売買といった施策を提案する。一方、通貨の過大評価を防ぐため、採
用してはならない政策として、①外国貯蓄（外資）に依存した成長政策②インフレ抑
表4
制や外資誘導のための高金利政策③インフレ目標達成のための為替相場の活用④為替
高によりインフレを抑制して実質賃金を引き上げる為替相場のポピュリズム――を挙
げる。これらを裏返せば、国内貯蓄による成長と、適度な金利水準を目指すというこ
とである。財政規律を重視する背景にも高金利を防ぐという狙いがある。
国内貯蓄の増加プロセスについては、ブレッセル−ペレイラの協力者であるオレイ
。まず為替を
ロ＝マルコーニが詳述している（Oreiro & Marconi、2016、pp.171-174）
切り下げると、企業の収益が増え、貯蓄が生まれる。切り下げによって実質賃金は一
時的に下がるが、労働生産性が向上して貿易の利益が増えると、労働力に対する需要
が高まり、賃上げにつながり、やがて家計の貯蓄も増える。国内貯蓄が増えると、外
国貯蓄に依存しなくても投資が増やせるようになり、外資の流出入が引き起こす経済
危機に陥るリスクが減る。
前述した自由主義的なマクロ経済政策の 3 本柱に対し、ブレッセル−ペレイラは新
開発主義の 3 本柱を唱える。それは①信頼できる財政の実践②手ごろな平均金利③競
。簡潔に言えば、財政の健全さを保
争力のある為替レート――である（2011、p.126）
ち、金利を低めに維持して為替高にならないようにするということであり、これまで
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みてきた彼の戦略のエッセンスを言い表している。このうち①の財政規律の重視だけ
は新自由主義と共通するが、②と③に関しては、正統派のやり方では高金利と通貨の
過大評価をもたらすとして、正統派の立場と正反対であることを強調する4。
新開発主義の 3 本柱以外の重要政策としては、格差是正・消費拡大のための再分配
政策が挙げられる。表 1 の第 11 項に関連してブレッセル−ペレイラが指摘するのは、
。この現象は途上国が
賃金の伸びが生産性の伸びを下回る傾向である（2011、p.114）
都市と農村という二重構造にあり、安い労働力が無制限に供給されるために発生し、
不平等の拡大と慢性的な需要不足を招く。対策として提唱しているのが、最低賃金・
最低所得政策である。表 1 の第 4 項も再分配における国家の役割の重要さを強調し
ている。
次に、新旧の開発主義がお互いにどう違うのかを確認する5。ブレッセル−ペレイ
ラ（2011、pp.116-117）は開発主義が変容を迫られた背景として、旧来の開発主義の
時代と違って、途上国の多くが中所得国の仲間入りをして、幼稚産業の存在感が薄く
なった事実を挙げる。この結果、旧来の開発主義が保護主義的で輸入代替を土台にし
表2
ていたのに対し、新開発主義はより開放的で輸出主導型を目指すようになった。本来
貿易自由化に踏み切っ
なら 1960 年代半ばには輸出主導モデルを採用すべきだったが、
たのは 1980 年代後半から 90 年代前半と遅く、しかも性急で計画性のない自由化だっ
たと指摘、一次産品輸出によって生じるオランダ病に苦しめられ、工業製品の輸出競
争力をもたらす為替レートを実現できなかったと分析する。
表 3 はブレッセル−ペレイラ本人のまとめに基づいて作成しており、新旧開発主義
。第 1 項は輸入代替から輸出主導への
を対比させたものである（2011、pp.116-120）
転換を示し、第 2 項は国家の役割の変化を示す。中所得国となった現在は資本の蓄積
が進んだため、50 年前のように国家が無理に貯蓄率を高めたり生産部門に直接投資
したりする必要がなくなった。市場運営の適正さを確保し、教育、医療、交通、通信、
表3
電力インフラなどの条件を整備することが国家の主要な役割であり、競争がある部門

表4
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に関しては投資家としてではなく、
「競争を支持・保証することに専念すべきである」
と述べる。第 3 項では産業の育成には競争的な為替レートが不可欠であって産業政
策は補助的な存在だとの考えを示す。企業に対する恒久的な支援は避けるべきだとし
ている。第４項に関しては旧来の開発主義下でポピュリスト擁護者が唱えていた「慢
性的な財政赤字に基づく成長」という考えを拒絶する。第 5 項では新開発主義が旧来
の開発主義よりもインフレに厳しく対応する姿勢を打ち出している。以前は国内市場
の不完全性のために適度なインフレと共生せざるを得なかったが、中所得国の市場は
それほど不完全ではないことを根拠としている6。
これまで述べたことを中心に国家と市場の関係について整理すると、国家の役割を
最小限にとどめて市場に調整を任せる新自由主義の考え方に対し、新開発主義は為替
レート管理や所得の再分配で国家の大きな役割を求める。国家は開発戦略を定め、市
場を規制し、民間投資やイノベーションを刺激し、国際競争力を高め、雇用や環境を
。一方、市場の機能も重視しており、競争があ
守ることが求められる（2011、p.126）
る部門については市場が適正に機能するように支援するにとどめ、国家が投資するの
はインフラ整備など非競争的な分野に限定する。
この節の冒頭で、新開発主義というのはブレッセル−ペレイラがこうあるべきだ
と考える経済政策を体系化した理論・戦略であると述べた。これは彼の 2015 〜 2016
年の論文を踏まえた記述である。それ以前の論文で新開発主義がどのように紹介され
てきたかをみると、新開発主義が比較的短期間で理論としての体裁を整えたことがう
かがえる。
ブレッセル−ペレイラは 2009 年時点で新開発主義について、「旧来の開発主義と
同様、経済理論ではなく、競争戦略である。富裕国による経済改革・政策の提案と圧
力を途上国がかわすことを可能にする一連の考え方である」
（2009、p.245）と述べて
いる。2011 年時点でも「経済理論ではなく、国家開発戦略である」と記したうえで、
。い
価値観・思想・制度・経済政策のひとまとまりを指すとしていた（2011、p.113）
ずれも「理論ではなく戦略」という主張である。
それが 2015 年時点では「非公式な国家開発戦略であることに加え、開発マクロ経
済学を理解するための理論的な枠組みである」
（2015a、p.374）という表現になった。
（2016b、p.331）
、
さらに、2016 年時点では「創造されつつある新しい理論的体系」
「急成長の成功経験、特に東アジア各国の最近の経験に基づく歴史から演繹した理論」
（2016b、p.332）と記述している。急速に理論色が強まっていることが分かる。
ただ、2009 年から 2016 年の間にブレッセル−ペレイラの主張が「戦略」から「理論」
に変化したとみなすのは妥当ではない。ブレッセル−ペレイラがオレイロやマルコー
ニと共同で執筆した 2015 年出版の書籍「開発マクロ経済学：成長戦略としての新開
発主義」は新開発主義の考え方やモデルを体系化したものである。書籍の序文（xviii）
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では、主題の開発マクロ経済学が理論、副題の新開発主義が経済戦略であると記して
いる。同年の別の論文には「政策と理論の区別は役に立たない」
（2015a、p.375）と
の記述もみられる。もともと戦略と理論の両面をもっていた考え方が時間の経過とと
もに研究者たちの議論が深まって理論としての熟度を増した結果、理論的側面を強調
するようになったと解釈すれば、一連の記述の変化が理解できる。
新自由主義と対照的な考え方の正当性を主張する背景には、韓国、台湾、タイ、マ
レーシア、中国といったアジア各国の成功がある。先に述べた新開発主義のマクロ経
済政策 3 本柱（財政調整、手ごろな金利、競争力ある為替レート）はこれらのアジア
。ただ、日本、韓国、台湾といった国々はオ
各国が採用したものである（2009、p.5）
ランダ病を引き起こす豊富な天然資源を保有していないため、ラテンアメリカに比べ
。
て為替レートの競争力を維持しやすかったとも指摘している（2016b、p.337）
2.2 ブレッセル－ペレイラによる PT 政権の経済運営に関する分析
ブレッセル−ペレイラはルセフ大統領が弾劾された 2016 年、PT 政権下の経済運
営について失望感や挫折感を表明する論文を相次いで発表した。新自由主義的なマク
ロ経済政策の 3 本柱（財政黒字、インフレ目標、変動相場制）が PT 政権下でもカル
ドゾ政権に引き続いて実施されており、その結果、通貨の過大評価や高金利が継続し
たため、PT 政権は所得の分配を促進したものの成長をもたらさなかったと分析する
（2016a、pp.121-122）。2015、2016 両年はブラジルが 2 年連続でマイナス成長に陥り、

PT 政権の経済運営の失敗が顕在化した。その失敗の要因を新開発主義の立場から指
摘したものである。
開発主義との関係でいえば、ブレッセル−ペレイラは、実際に存在した国家や資本
主義の一形態としての開発主義と、理論としての新旧の開発主義を切り離す考えを強
。本人を含む経済学者たちが新開発主義を「理論という
調する（2016b、pp.331-332）
だけでなく、資本主義の経済・政治機構の一形態ともみなしてきたが、このことは誤
りだった」と書く。新開発主義が現実には実施されなかったとの見方を示しつつ、実
際の政策と新開発主義を混同していた時期もあったことを認める記述である。ルラ大
統領が当選した 2002 年から開発主義の再構築が試みられたと指摘し、これを「社会
開発主義」と呼び 7、自らが唱える「新開発主義」と区別している。
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社会開発主義と新開発主義の違いとしては、
表 4 で示した４点が指摘できる
（2016b、

pp.338-339）。まず、社会開発主義は賃金主導戦略を取ることで需要不足を埋め、不
平等を是正しようとするが、これは国内市場が高い関税で保護されている条件でしか
機能しないと批判し、輸出競争力をつけるための為替政策の必要性を訴える。次に、
社会開発主義が産業界の収益率を上げる自国通貨切り下げ策を保守的とみなす点を
問題視し、資本の論理に従い、企業家と労働者の妥協を探るべきだと指摘する。第三
に、社会開発主義が総賃金や消費といった量の影響力を重視し、為替相場や期待収益
率に注意を払わない点を指摘。最後に、慢性的な財政赤字を容認しがちな傾向に警鐘
を鳴らす。
このように批判しながらも、ブレッセル−ペレイラは PT 政権下で一時的に開発主
義が復活したことを喜び、その失敗に挫折感を味わった心情を吐露する。
「ブラジル
は非正統派の経済学が比較的強い国であり続けており、しばらくの間、私たちは（閉
鎖的な防波堤である学問の分野ではなく）政策分野で主流派になった。第 2 期ルセフ
政権の期間中に私たちは主流派ではなくなり、それは私たちにとって重大な敗北を意
。ブレッセル−ペレ
味した」という記述がその直接的な表現である（2016b、p.340）
イラのいう「敗北」とは正統派に対する政治的な敗北であり、具体的にはルセフ政権
1 期目後半の金利引き上げと、正統派エコノミストを 2 期目の財務相に据えた人事を
指す。以下、こうした状況に至るまでのルラ、ルセフ両政権の軌跡をブレッセル−ペ
レイラの記述を要約しながら振り返る。
、最初の 2 年間、自由主義者の望
まず、ルラ政権については（2016a、pp.126-130）
む政策を実施し、すでに高かった金利を引き上げ、財政調整を強化した。この結果、
ブラジルは 2003 年に景気後退を経験した。しかし、就任 4 年目からルラ大統領は社
会開発主義戦略を開始する。新開発主義の主張とは反対に、自国通貨高に基づく戦略
だったが、一次産品の価格上昇や分配政策（最低賃金の大幅引き上げと現金給付）の
おかげで投資率や成長率が上昇した。この時期、
深海底にあるプレソルト（岩塩層下）
の大油田が発見され、オランダ病の懸念が高まったが、通貨を永続的に切り下げるよ
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うな制度は設けられなかった。ルラ政権は所得の分配に関しては成果を挙げた。格差
は縮小し、生活水準が向上し、多くの労働者が大衆消費市場に加わり、ルラ大統領の
絶大な人気につながった。しかし、それは通貨の過大評価という犠牲を伴った。通貨
高をもたらした要因を政策的にみると、①オランダ病克服策の欠如②対外債務に基づ
く成長政策③為替相場を使ったインフレ抑制策④高金利政策――である。これは為替
高の維持により国内物価の上昇を抑えて消費者の満足を追求するという意味で、為替
相場ポピュリズムといえるが、国内市場の拡大分は最終的に輸入品が埋め、国内企業
には一時的な利益しかもたらさなかった。
次のルセフ政権の時代（2016a、pp.130-133）は通貨高の弊害に直面し、成長率が
低下した。ルラ政権の前半の通貨相場では製造業が輸出競争力を保てたし、後半は
通貨高が進んだものの製造業が国内市場拡大の恩恵を一時的に享受できたが、ルセ
フ政権期には為替高に伴う工業化後退が本格化した。これに対し、ルセフ政権は一
時期、高金利と通貨高の罠から脱却しようとして動いたことがある。2011 年に利下
げに踏み切り、実質金利を 2.0％として市場を驚かせた。正統派はインフレを引き起
こすとして抗議したが、このときは物価の安定を損なうことはなかった。一方、完全
雇用が続いたため、最低賃金の引き上げとあいまって生産性を上回る賃金の上昇が起
こり、オランダ病は潜在的に深刻になった。2011 年の利下げは通貨を下落させたが、
競争力を確保するには不十分だった。レアルの対米ドル相場は 2012 年半ばには 2.4
レアル（2014 年価格ベース）に 20％下がったものの、ブレッセル−ペレイラによる
と 3.1 レアルが工業均衡相場である。この結果、製造業投資は減り、成長率は低下し
た。2013 年は商品市況が下落し、経済環境が悪化した。通貨も下落傾向を示したが、
大統領再選のためインフレを抑える必要があったことから、中央銀行は通貨防衛策
を取った。2013 年 6 月には政治に対する国民の不満が高まって大きなデモが発生し、
ルラ前政権が構築しようとした労働者層と産業界をつなぐ階級連合が崩壊した。ルセ
フ政権は特定産業を対象にした減税を実施したが、このような産業政策は通貨切り下

2014 年末までレアルの過大評価が続き、
げの代替にならなかった。通貨防衛策の結果、
製造業は危機に陥った。2015 年にルセフ政権の 2 期目が始まったが、新しい汚職問
題の発覚、完全雇用の終焉、金利上昇、緊縮財政が重なり、経済運営は失敗に終わった。
以上のブレッセル−ペレイラの見方をまとめると、PT 政権が一貫して達成できな
かったのは、製造業が競争力を発揮するための為替レートの実現である。ルセフ大統
領は一時期、為替レート切り下げに動いたものの下落幅が足りなかったうえに、その
後の政治的な状況から通貨価値の維持に転換せざるを得なくなったという。PT 政権
の再分配政策は一時的に成果を挙げたが、製造業が伸びなかったために経済の持続的
な成長をもたらさなかったとしている。
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2.3. 他の学説との関係
「旧来の開発主義から新開発主義へ」という主張は、国連ラテンアメリカ・カリブ
経済委員会（ECLAC）を中心に発展した構造主義がとん挫して新構造主義に発展し
た経緯を想起させるかもしれない。いずれも輸入代替工業化政策の挫折と新自由主義
の隆盛に直面して生まれた考え方である。しかも、一次産品の輸出に依存した経済構
造から生じる問題を重視する点や、国家の役割を重視する点も共通する。
しかし、新構造主義と新開発主義は重点の置き方が異なる。ECLAC が 1948 年の
設立からの 60 年間を振り返って新構造主義の特徴を分析した論文（Bielschowsky、

2009）は、ラテンアメリカの生産構造における技術の進歩・普及の速度が先進国と
の格差を縮めるカギであるとの考えを示し、低水準のインフラ投資や不十分なイノ
ベーション、研究開発に官民が連携して対応し、生産・輸出の多様化を進めながら
。浜口・村上（2017、p.42）も、
付加価値を高めることを提案している（pp.184-186）
ECLAC が 1990 年代以降に唱えた新構造主義について、新自由主義的な経済政策に
対する代替提案であり、技術の進歩と生産性の向上を重視していると指摘し、技術習
得に向けた産業集積や制度設計の重要性などを指摘する研究を紹介している。
新構造主義も為替問題を無視しているわけではない。Bielschowsky（2009、p.184）
は資本の流れを管理するための柔軟な金融・為替政策を提唱し、
「競争力と国際収支
を損なう効果を考えると通貨高は回避すべきである」と述べる。ただ、物価安定と経
済成長を重視した一連のマクロ経済政策の基礎にある考えとして言及しており、通貨
高の是正を目的とした政策提言ではない。これに対して、新開発主義は一次産品に対
する輸出税課税などによってオランダ病を克服し、製造業が競争力を発揮できる為替
相場を実現することが可能だと考え、ラテンアメリカの中所得国では通貨切り下げが
最重要課題と位置付けている。
ブラジルを題材にして PT 政権下の経済運営・産業振興のスタンスを分析した研
究としては、ムサッキオ＝ラザリーニ（Musacchio & Lazzarini、2014）も独自の視
点を示す。1990 年代以降の国家と企業の関係をとらえ、新種の国家資本主義（new
varieties of state capitalism、以下新国家資本主義）と位置付けている。
国家資本主義は元々、イアン・ブレマー（2011、原著 2010）が示した考え方である。
国家の指導層が権力を保持し生き残るという政治的な利益を得るため、市場を活用し
ながら経済主体として資源の管理や雇用の創出などで主導的な役割を果たす資本主
義の一形態である。国家は国営企業、政府系ファンド、特定の民間企業を使って富を
。ブレマー自身は 1990 年代に
創造し、適当な分野にその富を振り向ける（pp.11-12）
民営化を推進したブラジルを国家資本主義国とは見なしていないが、2007 年の深海
大油田の発見後、国営石油会社ペトロブラスを活用した国家資本主義を目指す可能性
のある国として扱っている（pp.152-155）。

― 68 ―

これに対して、ムサッキオ＝ラザリーニは 1990 年代以降、新国家資本主義の時代
に入った国が多いと指摘し、ブラジルもまさにそのような国の一つとみなし、同国を
ケーススタディとして、それまでの（旧）国家資本主義との比較を試みる。新国家資
本主義の下では、国家は企業に対する影響力を保持しつつ、市場原理を企業経営に取
り入れようとする。旧国家資本主義の下で国営企業は完全に政府の支配下に置かれる
のに対し、新国家資本主義の下では国家は部分的に民営化された企業の多数株主また
は少数株主として発言権を残しながら企業の自立性や透明度を確保するようになる。
新開発主義がマクロ経済政策をより重視するのに対し、ムサッキオ＝ラザリーニは国
家と企業の出資・融資関係に着眼する。しかし、国家の関与を重視するという点では
いずれも同じ方向を向いている。
国家の介入を重視する考え方は本来、新自由主義とは相いれないはずだが、PT 政
権の姿勢と新自由主義との差異を認めない見方もある。ペトラス（2008）はルラ大
統領が緊縮財政を進め、民営化路線を継続したと指摘。医療や教育といった社会計画
の縮小や、環境保全や先住民保護のための予算削減などを批判し、ルラ大統領は中道
。カルドゾ政
左派ではなく、新自由主義の政治家であると述べている（pp.261-263）
権と PT 政権の間に断絶はなく、いずれもネオリベラル路線であるとする見方である。
一方、ブレッセル−ペレイラはカルドゾ政権で閣僚を務めていた 1990 年代に「ラ
テンアメリカで行われている経済改革をネオリベラルと呼ぶべきではない」と主張
し、21 世紀における国家と市場の関係は敵対的でなく補完的になると述べている8。
具体的には教育や医療、文化、環境保護、科学技術といった分野で、国家が生産者で
はなく、資金供給者として市場を補完する「社会自由主義国家」となることを提唱す
る9。カルドゾ政権はそのプロセスの途上にあると認識し、同政権と新自由主義を同
一視していない。
ブレッセル−ペレイラが所得再分配に重点を置く PT 政権の経済政策を社会開発主
義と呼び、カルドゾ政権の路線と区別したことは既に述べた通りだが、どちらの政権
も新自由主義と一線を画すとみる点では、ペトラスの見解とは正反対である。これは
二人の立ち位置の違いを反映している。民営化反対、社会支出優先、企業・IMF へ
の反発の姿勢を示し、市場原理を嫌うペトラスからみると、カルドゾ政権も PT 政権
も新自由主義的ということになるし、公共サービスを含めて国家と市場の補完関係を
重視するブレッセル−ペレイラの立場からすると、両政権ともに新自由主義的ではな
いとの見方になる。ただ、このことは二人の見解の共通点も示す。それはいずれも両
政権の継続性を認めていることである。
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3．PT 政権の産業政策と新開発主義
ブレッセル−ペレイラによると、産業振興に最も必要とされるのは、製造業が競争
力をもちうる為替レートの実現であり、産業政策そのものは補助的な存在と位置付け
られる。本節では、
実際に PT 政権が打ち出した産業政策の内容を点検することによっ
て、産業振興に臨む PT 政権のスタンスを考察し、新開発主義の考え方と照らし合わ
せる。

3.1 産業政策の定義とブラジルの産業政策史
産業政策は経済政策の一種である。ペレス＝プリミ（Peres & Primi、2009、pp.13-

15）によると、産業支援を目的とするすべての政策を含む広義の産業政策から、特定
の業種を選別してその業種の育成策を示す狭義の産業政策まで、研究者によって幅広
い定義の仕方がみられる。共通するのは産業支援のための国家の介入を容認している
点である。ブレッセル−ペレイラ（2011、p.124）が高い優先順位を与えるのは、輸
出産業とハイテク産業に対する産業政策であり、支援する業種の戦略的な選別を念頭
に置く。このことから、本節では、ペレス＝プリミが採用した定義にならって、国家
開発の優先順位に基づいて国家が産業界全体から特定の経済活動や経済主体を選び、
その発展を促す手段を示した政策を産業政策とみなすことにする。
PT 政権が発表した産業政策は以下の 3 つである。ルラ政権 1 期目の産業・科
学 技 術・ 貿 易 政 策（2004 ‐ 2008 年、Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior、以下 PITCE）、ルラ政権 2 期目の生産発展政策（2008 ‐ 2010 年、Política
de Desenvolvimento Produtivo、以下 PDP）、ルセフ政権 1 期目のブラジル拡大計画（2011
‐ 2014 年、Plano Brasil Maior、以下 PBM）
。ラテンアメリカ諸国では新自由主義に
基づく経済運営が始まってから国家の関与が弱まり、明文化した産業政策はみられな
くなったが、支援する対象業種と手段を明示した産業政策を復活させたブラジルの動
きは珍しく、PT 政権の産業振興姿勢を把握するうえで格好の材料を提供する。ただ、
ルセフ大統領の 2 期目は経済危機と汚職事件への対応が最重要課題となり、2016 年
に大統領弾劾が成立するまでの間、産業政策が発表されることはなかった。
ブラジルの産業政策史を振り返ると、PT 政権の動きは本格的な産業政策の復活の
動きと位置付けられる。スジガン＝ヴィレラ（Suzigan, & Villela、1997、pp.37-42）
によると、1970 年代までに産業政策とみなすことができるのは、1956-61 年の目標計
画と 1974-79 年の第 2 次国家開発計画の 2 つであり、いずれも育成対象とする業種を
特定している。しかし、累積債務危機に見舞われた 1980 年代以降、産業政策は政治
的な支持を失い、ほぼ不在の時代を迎える。ハイパーインフレーションを克服した
1990 年代半ば以降についても、クプファ＝フェラス＝マルケス（Kupfer, Ferraz and
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Marques、2013、p.327) はマクロ経済環境、緊縮財政・通貨高に基づいた価格安定化、
民営化といった要因を挙げて、産業政策を始める余地がほとんどなかったと述べる
10
。一方、2000 年代以降については、クプファ＝フェラス＝マルケスもペレス＝プリ
ミも産業政策の復活を指摘する。つまり、PT 政権下においてブラジルは四半世紀ぶ
りの産業政策をもったということである。ラテンアメリカ全体を俯瞰するペレス＝プ
リミは、ブラジルの産業政策が「設計と表現においてラテンアメリカで最も進んだ試
。
みである」と評価している（2009、p.15）
1930 年代から 2010 年代までのブラジルをみると、産業政策が登場した時期には 2
つの共通点があることが分かる。まず、経済に余裕がない時期は産業政策が停滞する
傾向がある。目標計画が終わった後の 1960 年代前半のブラジルは経済危機に見舞わ
れた時期である。第 2 次国家開発計画が終わった後の 1980 年代、90 年代も累積債務
問題や通貨危機で経済は混乱した。こうした時期はマクロ経済の安定が優先されるう
え、産業振興に必要な財源も乏しいため、産業政策への関心が低下すると考えられる。
逆に言えば、経済が危機を脱した時期は産業政策を導入する余地が生まれるというこ
とになる。第二に、経済に対する国家の役割を強く意識する政権が誕生したときに産
業政策が導入される傾向がみられる。首都ブラジリアを建設し内需を刺激したクビ
シェッキ政権や、権威主義体制下で高成長を実現した軍政期に続き、市場に対する国
家の介入に前向きな PT 政権下で産業政策が復活したのは必然的といえる。また、経
済環境が大幅に悪化した 2015 − 2016 年に産業政策を打ち出せなかったことも理解
できる。
3.2

3 つの産業政策（PITCE、PDP、PBM）

3 つの産業政策に共通するのは、イノベーションを後押しし、輸出を増やそうとし
ている点である。PITCE はイノベーション法の制定を盛り込み、PDP は「成長持続
のためのイノベーションと投資」
、PBM は「競争のためのイノベーション、成長のた
めの競争」をそれぞれスローガンに掲げる。輸入代替工業化の時代に策定された過去
の産業政策は輸出促進という点では立ち遅れ・不足が目立った11 のに対し、21 世紀
の産業政策は輸出志向型である。輸出競争力をつけるためにはイノベーション・技術
開発が不可欠となる。
2004 年 3 月発表の PITCE は戦略分野として半導体、ソフトウエア、資本財、医療・
医薬品の４業種を挙げる12。これらはいずれも国際競争力が乏しく、輸入に頼る傾向
が強い業種であると指摘された13。競争力のある分野を育成し、産業を多様化し、貿
易収支の改善につなげようとする意図がうかがえる。育成手段として、イノベーショ
ン活動に対する財政インセンティブ拡大のための制度整備、国立経済社会開発銀行
（BNDES）による資金供給プログラムの創設、知的所有権の取り扱い迅速化などが具
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体的に提示されている。さらに、産業政策を執行する体制を整備するため、関係閣僚
、民間と連携しなが
や経営者・労働者の代表で構成する国家産業開発審議会（CNDI）
ら政策の実行を推進するブラジル産業開発庁（ABDI）などが設立された。
ただ、PITCE が提示された時期は対外収支の制約があり、通貨レアルは安値圏
だったのに対し、実際に PITCE が実行に移された時期は中国への一次産品の輸出増
に支えられて貿易収支は改善し、外国為替相場もレアル高の基調にあった。つまり、

PITCE が前提としていた経済条件とその後の条件が大きく乖離したことになる。
このような経済環境に対応して 2008 年 5 月に発表したのが PDP である。PDP は、
開発戦略の復活を示したとして PITCE を評価し、国家の政策策定・調整能力の回
復にその意義を見出す。PDP の特徴は支援対象分野・業種の大幅な拡大である。表
5 の通り、戦略分野集中プログラム（調整役：科学技術省）に 6 つ、競争力強化プ
ログラム（同：開発商工貿易省）に 12、リーダーシップ強化拡大プログラム（同：
BNDES）に 7 つの分野・業種をそれぞれ挙げる。単純に合計すると 25 分野・業種と
なり、前政策の 4 つを大幅に上回る14。各分野・業種について課題や目標、課題克服
のための手段などを記し、詳細かつ広範囲な内容になっている。PITCE の 4 本柱を
構成していた半導体、ソフトウエアは、戦略分野集中プログラムのなかの情報通信
に吸収され、情報通信のなかの 5 つのサブプログラムのうちの 2 つに回った。戦略
分野集中プログラムはイノベーションに向けた科学技術面での課題の克服を目的と
する。競争力強化プログラムは国内競争力の向上と生産連携の拡大を狙い、リーダー
シップ強化拡大プログラムはイノベーションに重点を置きつつ国際的な存在感を高
表‒‒
。これらの
めることを目指す（クプファ＝フェラス＝マルケス、2014、pp.332-333）
プログラムが分野・業種別の縦串とすれば、業種横断的な横串として輸出振興など 6
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つの戦略的重点分野も設定し、それぞれについて縦串と同様、課題や目標、課題克服
のための手段などを明記している。縦串、横串の政策とは別に、税制や教育など産業
界全体にかかわる政策も盛り込んでいる。
政策実行手段は、低利融資や税減免、補助金、政府調達、人材教育など財政支出を
伴うものが多い。PDP のように産業界を幅広くカバーする政策は財政に余裕がなけ
れば成立しない。このような政策を可能にしたのは、
策定時の良好な経済環境である。
貿易が好調だったため、外貨準備が蓄積し、成長エンジンとしての国内資源の重要性
が増し、ルラ政権の所得政策の効果もあって消費が拡大し、
力強い投資が生まれた（ク
。この環境下で PDP が誕生したが、そ
プファ＝フェラス＝マルケス、2014、p.331）
の発表の 4 カ月後にリーマンショックが起き、発表時の前提条件が揺らいだ。
世界金融危機の悪影響を脱することが最優先課題となるなか、政府は 2011 年 8 月、

3 つ目の産業政策 PBM を発表した。優先事項として①国家の能力の創造・強化②バ
リューチェーンの生産・技術の蓄積強化③国内外の市場拡大④社会的包摂を進めなが
ら環境的に持続可能な成長の保証――を掲げ、税制軽減、金融、政府調達、貿易保護
などにより投資・イノベーション、貿易を促し、国内の産業・市場を保護することを
うたった15。
PBM は産業界全体を守ることができるよう、PDP 以上に幅広い業種に目配りして
その下に細かい分野・業種を設定し、
いる。支援対象とする産業界を 5 グループに分け、
19 の業種別委員会を設置した（表 6）。PDP にあった食肉とバイオテクノロジーは姿
を消したが、これらを包括するアグリビジネスというグループができた。これは穀物・
豆類、コーヒー、果実、ワインも含むため、幅広い一次産品が対象になる。PDP の
バイオエタノールとバイオディーゼルもなくなったが、その代わりに再生可能エネル
ギーという括りが新たにできた。第 3 次産業から小売り・卸売り、ロジスティクスの
2 分野が新たに加わった。姿を消した原子力やナノテクノロジーを別にすれば、全体
として PBM は PDP よりも総花的といえる。危機対応にもかかわらず、PBM が発表
されたときにはすでにブラジル経済の成長率は回復しており、財政にも余裕があった
が、発表後、経済は下降線をたどった。
以上のように、3 つの産業政策はいずれも発表時点の経済環境が実行期間中に急変
した。PITCE の場合は導入時よりも経済が好転し、それが PDP の支援対象範囲の大
幅な拡大を可能にした。PDP は策定直後に世界金融危機が深刻になり、産業振興よ
りも自国経済を危機から守ることが国家の最大の関心事になった。このため、続く
PBM は保護色を強め、対象も広げたが、期間中に経済が急速に悪化し、最終年度の
2014 年には基礎的財政収支は赤字に転落した。その間、国営石油会社ペトロブラス
を舞台にした汚職事件が発覚し、政府と産業界の癒着に対する批判が高まり、産業政
策に強い逆風が吹いた。
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この事例からは、中期計画の限界と総花的な内容にすることのリスクが浮かび上が
る。開発主義的な立場をとる政府は、国家の役割をうたう中長期計画の策定に傾きが
ちだが、変化の激しいグローバル経済下にあって、柔軟に修正するメカニズムを組み
込まなければ政策が機能しない可能性がある。また、ひとたび恩恵を受ける対象を広
げると、財政が悪化しても容易に対象を減らせなくなり、政策が空中分解する懸念も
ある。
3.3 データでみる PT 政権下の輸出動向と新開発主義の教訓
ブレッセル−ペレイラは、PT 政権の経済政策は社会開発主義的であり、輸出主導
。ただ、前項でみた通り、一連の産
よりも賃金主導の色彩が濃いとみる（2.2 参照）
業政策の中核にある考え方は製造業の競争力を高めて輸出を増やすことだった。条件
付き現金給付制度（ボルサ・ファミリア）など、PT 政権が労働者の所得を増やす政
策に力を入れたのは確かだが、輸出を軽視したわけではない。産業政策の成果の有無
を点検するため、本項では PT 政権発足前の 2002 年とその 15 年後、政権崩壊直後の

2017 年の比較を軸にして輸出の動向をみる。
図 2 は 2000 年以降のブラジルからの輸出額（米ドルベース）の推移を示す。ルラ
政権発足後の 2003 年からリーマンショックが発生した 2008 年まで輸出総額は年率
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16 ‐ 32％の高成長を続けた。世界金融危機の影響で 2009 年にいったん落ち込むが、
翌年から急回復し、2011 年には過去最高の 2560 億ドルに達した。
輸出額が特に伸びたのは一次産品である16。2002 年からの 15 年間で 4.9 倍に膨み、
工業製品の伸び（2.5 倍）を上回った。輸出総額に占める一次産品比率は 2017 年に
は 61.8% と、2002 年の 45.4％から大幅に上昇した。
一次産品の比重が高まったのは、中国向けが増えたからである17。2002 年時点で
中国（香港含む）はブラジルにとって第 3 位の輸出先だったが、2009 年に米国を抜
。2002 年からの
いて首位に立って以来、2017 年もトップの座を維持している（表 7）
15 年間で対中輸出額は 16.5 倍になり、2017 年の対中輸出のシェアは 23.0％に高まっ
た（図 3）。品目の内訳をみると、2017 年の対中輸出の 93.8％は大豆、鉄鉱石、石油
などの一次産品である。一次産品比率は 2002 年に 70.4％だったが、2010 年以降 9 割
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を下回っていない。2002 年と 2017 年を比べると、世界全体に対するブラジルから
の一次産品輸出は 1072 億ドル増えたが、そのうち中国向け一次産品は 449 億ドルと

41.9％を占める。大量消費国の中国の購入増により市況が高騰し、中国向け以外の分
も含めてドル建ての輸出額が増え、ブラジルは一次産品依存を深めた。
ただ、前述の通り、工業製品の輸出額も 15 年間で 2.5 倍になっており、一次産品
に比べて伸びが低いとはいえ、天然資源への依存により製造業が衰退するオランダ病
が発生したとは必ずしもいえない。
工業製品輸出の増加要因を輸出統計から探るため、アルゼンチンを取り上げる。
2017 年の同国向け輸出額は 2002 年の 7.5 倍に増え、2009 年以来、ブラジルの輸出先
として不動の 3 位を維持している。同
国向け輸出の特徴は工業製品の割合が
89.7 ％（2017 年）と一次産品を大幅
に上回ることである。この 15 年間の
ブラジルからの工業製品の輸出増加額
（世界全体で 500 億ドル）のうち、ア
ルゼンチン向けは 139 億ドルと 27.9％
を占める。ブラジルを中核とする関税
同盟である南米南部共同市場（メル
コスル）の加盟国 3 カ国（アルゼンチ
ン、パラグアイ、ウルグアイ）向けで
ブラジルからの工業製品の輸出増加分
の 32.8 ％18、メキシコ、チリ、コロン
ビア、ペルー、ボリビア、エクアドル
（図 4）
。
向けも含めると 47.7％に達する
これら 9 カ国との 2017 年の貿易収支はいずれも黒字（合計 152 億ドル）であり、工
業製品輸出はブラジルの収支にプラス効果をもたらしている。
一次産品と工業製品の輸出増加分に対する国別の寄与を分析した結果、一次産品の
輸出増は中国がけん引し、工業製品の輸出増にはラテンアメリカ市場が最も寄与した
ことが明らかになった。これは産業政策の成果だといえるだろうか。PT 政権の 3 つ
の産業政策のうち、PDP と PBM は鉱業、石油、食肉、アグリビジネスという一次産
品関係の産業を含んでいる。しかし、一次産品の輸出増が中国という特定の国に引っ
張られたという事実は、一次産品ブームをもたらした主役が政策効果というよりも中
国の経済成長に伴う旺盛な需要だったことを示している。
ラテンアメリカ諸国に対するブラジル工業製品の輸出増については、国際分業体制
を考慮する必要がある。特に外資系の自動車メーカーはブラジルとアルゼンチン両国
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に車種別の生産分業体制を構築しており、相手国で生産する車種に対する需要が高ま
ると、その国からの輸出が増える構造にある。さらに、アルゼンチン通貨ペソの下落
に伴い19、アルゼンチンでの生産コストが下がり、分業が加速した可能性もある。そ
れを裏付けるのが、ブラジルからアルゼンチンへの高水準の直接投資である。2005
年から 2015 年の間、ブラジルからの投資額は 2 位が 4 回、3 位が 1 回、4 位が 3 回
と上位の常連だった（1 位は米国かスペイン）20。ブラジルは、同じメルコスルに加盟
するパラグアイやウルグアイに対する有力な投資国でもあり、グローバル化に対応し
たラテンアメリカ域内での生産・物流拠点の分散が部品・素材の貿易増につながった
一要因と考えられる。これはイノベーションを通じた輸出競争力の拡大をめざした産
業政策とは別次元での輸出増といえる。外資系企業の国際戦略や投資対象国の生産コ
ストの安さから生じる分業が輸出増をもたらしても本国の競争力強化の証拠にはな
らないうえ、産業の空洞化を招く場合も想定できるため、産業政策の目的とは必ずし
も合致しない。
ブレッセル−ペレイラが唱える新開発主義のマクロ経済政策 3 本柱は「信頼できる
財政」「手ごろな金利」
「競争力ある為替レート」である。このうち、為替レートに最
大の注意が向けられている。競争力ある為替レートとは、自国のメーカーが国際市場
で戦える水準を指しており、一次産品の輸出国の場合、経常収支均衡相場よりも切り
下げ、工業均衡相場を実現することを意味する。
しかし、PT 政権下では末期を除いて工業均衡相場を実現することはできなかった。

2002 年から 2017 年までの通貨レアルの実質実効為替レート21（年平均）の推移を示
す図 5a（上に行くほどレアル高）をみると、レアルが最高値をつけたのが 2011 年で
あることが分かる。この年は前後の期間も含めて主要輸出品の鉄鉱石や原油が高騰す
るなど、一次産品の市況が好調だった。つまり、鉱業・農業の商品輸出に引っ張られ
て通貨が過大に評価される一次産品の輸出国特有の現象が発生していたことが確認
できる。こうした事態に直面して、中央銀行は政策金利（SELIC）の目標を 2011 年
8 月から翌年 10 月にかけて累計 5.25％引き下げた（図 6）。しかし、2 節で紹介した
ように、ブレッセル−ペレイラは通貨高の是正には不十分だったとみている。彼は 1
ドル＝ 3 レアル程度が工業均衡相場であると主張するが、レアルの対米ドル相場（図
5b。軸を反転させてあるため、下に行くほどレアル安）をみると、その水準にまで下
がったのは政権初年度の 2003 年ごろと政権末期の 2015 年以降に限定される。初年
度は PT 政権の経済運営に対する不安感があり、2015 年には世界の商品市況が下落し、
国内の政治・経済が危機に陥ったことから、レアルの評価が急激に下がった。通貨当
局主導の切り下げではない。
3 本柱の残りの 2 つ、金利水準と財政規律についても PT 政権末期には破たんした。
まず金利政策に関しては、通貨高の影響で 2012 年ごろまでは消費者物価が抑制気味
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で推移したことから（図 7）
、政策金利目標も低下傾向を続けた（図 6）
。低金利は新
開発主義の主張と合致するが、2013 年ごろから政策金利が上げ基調に転じ、新開発
主義との乖離が鮮明になった22。財政規律は PT 政権末期に乱れ、2014 年から 4 年連
続で基礎的財政収支は赤字である23。

中国の需要に支えられた一次産品主導の輸出増と、製造業にとって不利な為替相場
が続いた結果、ブラジル経済における製造業の比重は低下した。名目 GDP（国内総
一貫して下降線をたどり、
生産）に占める製造業の比率は 2004 年に 17.8％に達した後、

2016 年に 11.7％になった（表 8）。これに対して、一貫して伸びたのはサービス業で
ある。サービス業は必ずしも自国通貨高による不利益を被らず、小売業などむしろ輸
入物価の低下を通じて利益を得る部門が多い。
本節をまとめると、PT 政権下での輸出額の増加が産業政策によってもたらされた
とみなす根拠は見当たらず、むしろ製造業の地盤低下が顕著である。この時期、通貨
レアルの相場高で推移したことを考慮すると、新開発主義の主張の妥当性が浮かび上
がる。
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4．おわりに
PT 政権の経済政策は、国家の積極的な関与を重視する点で新自由主義的な正統
派エコノミストの経済運営とは一線を画す。新自由主義的な経済改革が進められた
1980 年代から 90 年代にかけて途絶えていた本格的な産業政策を復活し、イノベーショ
ンによって産業界の競争力を高め、輸出を促進しようとした。輸入代替工業化に基づ
く以前の開発主義とも異なる開発戦略である。
PT 政権が力を入れた産業政策は、低利融資や税減免、補助金、政府調達、人材教
育など財政支出を伴う手段が中心である。2004 年、2008 年、2011 年と 3 回にわたっ
て打ち出された産業政策は、順を追って対象業種が拡大し、総花的な内容になった。
発表時点と実施時点で経済環境が大きく変化しており、産業の育成・振興よりも産業
防衛の色彩が濃くなっていった。
ただ、PT 政権の産業政策は製造業の地位向上をもたらさなかった。2002 年からの
15 年間で輸出額は大きく増えたが、一次産品に対する中国の需要が高まったことが
主因であり、ブラジルの一次産品依存は深まった。相対的に伸び率が低いとはいえ、
工業製品の輸出額も増えたが、ラテンアメリカ諸国との分業体制が寄与している。分
業・海外生産は必ずしも国内の雇用を増やさないが、ブラジル国内で活動する企業の
立場からすれば、一次産品の輸出増に伴う通貨の過大評価による競争力の低下を防
ぎ、経営リスクを減らすため、近隣諸国との分業を推進することは理にかなった生き
残り戦略である。
PT 政権の誕生は、ブレッセル−ペレイラのような非正統派の復権を意味するもの

― 79 ―

ブレッセル－ペレイラの新開発主義とブラジルの産業振興における為替相場管理の役割

でもあった。彼が唱える新開発主義は、一次産品の生産国が陥りやすい問題として、
自国通貨の過大評価に伴って製造業が衰退するオランダ病に着目する考え方である。
一次産品輸出国の構造問題を出発点とする点で、従属論に基づく構造主義開発経済学
の系譜にも連なるが、オランダ病を克服するための為替切り下げに最重点を置くのが
特徴である。変動相場制の下で一次産品の輸出に伴って導かれる為替相場は、自国の
製造業が国際競争力を保つのに必要な工業均衡相場に比べて過大評価の傾向がある
と指摘し、一次産品に対する輸出税の導入などによる為替の切り下げを求める。
しかし、ブレッセル−ペレイラによると、PT 政権はルセフ時代の一時期を除けば、
為替高の是正に前向きではなかった。このため、彼は PT 政権の経済運営姿勢は賃金
主導の内需振興をめざす社会開発主義であると指摘し、新開発主義と区別するように
なった。PT 政権が外為市場での自国通貨の過大評価を放置し、インフレ抑制のため
高金利政策を採用するという正統派のマクロ政策を継続したことを問題視した。

PT 政権の産業振興の試みを評価する際、競争力のある為替相場の実現こそが最大
の産業振興策であると主張するブレッセル−ペレイラの視点は重要である。工業化が
ある程度進んだ国では、製造業は幼稚産業の域を脱し、保護による育成よりも国際競
争力の強化が求められるようになる。ライバルに負けない為替相場は不可欠の条件で
ある。一次産品の輸出国が陥りがちなオランダ病を克服する配慮が必要となる。
実際に為替相場を自国の製造業に有利な水準に誘導する場合、検討すべき課題は多
い。ある国の通貨切り下げは輸出相手国の国内産業や他の国々のライバル産業には脅
威となるため、国際的な緊張を高める可能性がある。また、為替安は輸入品の価格上
昇を通じて国内物価を押し上げるため国内的な反発も予想される。さらに、競争力が
異なる複数の業界が存在するなかで工業均衡相場をどう設定するのか24、一次産品に
対する輸出税は為替誘導に有効か――といった問題も議論の対象となるだろう。

注記

* 本稿執筆にあたって 2 名の匿名査読者、ならびに内山直子先生から多くの貴重なご指摘をいただいた。編
集の労をとっていただいた編集委員の方々と併せ、厚く御礼申し上げる。仮に本稿に誤りがあればその責は
すべて筆者個人が負うべきものである。
1

ブレッセル−ペレイラの書籍 Developing Brazil（2009 年）序文の Note 1. 参照。

2

ブレッセル−ペレイラ (2016b、p.331) によると、彼が初めて新開発主義の概念を示したのは 2003 年。

3

ブレッセル−ペレイラとの共同執筆者のうち、マルコーニはオランダ病関連の著述が多く、新開発主義

の中核的な主張の理論的担い手である。
4

意図的に為替水準を誘導しようとする姿勢に対しては、ロバート・マンデルの説を踏まえた新自由主

義陣営からの反論が想定できる。マンデルが唱えた「国際金融のトリレンマ」は、
「固定相場制」
「自立した
金融政策」「自由な資本移動」という 3 つの政策は同時に実行できないとする考え方である。これに従うと、
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為替相場を特定の水準に導こうとすれば、金融政策か資本の流動性かどちらかをあきらめなければいけない
ことになるが、ブレッセル−ペレイラは 3 つの政策のうちどの 2 つを採用するかを考えるのではなく、3 つ
を折衷した政策が可能であると主張している (Bresser-Pereira, Oreiro & Marconi、2015、pp.151-152)。
5

ブレッセル−ペレイラは旧来の開発主義に言及する際、
「古い開発主義」（old developmentalism）と表

現することが多く、共同執筆による 2015 年出版の書籍 Developmental Macroeconomics にもこの言葉がみら
れる（p.xviii、p.131）。しかし、2016 年に「この表現には、見下すような印象があった」として、「古典的

p.331）。本稿では時系列を明確にするため、
開発主義」
（classical developmentalism）と言い換えている（2016b、
「旧来の開発主義」と表現する。
6

2015 年の Developmental Macroeconomics は、需要の増加に供給が対応しないために価格が上昇する市

場の存在に言及した後、中所得国ではこのような構造の市場があまりみられないと指摘する（p.8）。
7

ブレッセル−ペレイラ（2016b、p.332）によると、社会開発主義という言葉はアロイジオ・メルカダン

テ（Aloizio Mercadante）が上院議員だった 2010 年に用いた呼称。
8

ブレッセル−ペレイラが 1996 年の国際会議に提出したペーパーに基づく論文を翻訳した「ラテンアメ

リカにおける新たな国家の構築に向けて」（1998 年）参照。
9

小池（2014）はブレッセル−ペレイラが唱えた「社会自由主義国家」の特徴として、
非国家公共セクター

を重視している点を挙げる。非国家公共セクターとは、市民その他が組織する非営利の社団・財団などの社
会組織を指す。国家はこれらの社会組織に資金を供給し、社会・科学サービスの実行を委託する。
10

ペレス＝プリミ（2009、pp.33）はブラジルやメキシコでは 1990 年代に製造業に照準を合わせた競争力

強化策としての産業政策が登場したが、目標や実行のための資源のないプログラムとの批判を受けたと指摘
している。
11

スジガン＝ヴィレラ (1997) 参照。

12

このほか、未来の担い手としてバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、バイオマスの 3 分野を挙げて

いるが、具体的な施策は提示していない。
13

Governo Federal do Brasil (2003) 参照。

14

省の呼び方は政策発表当時の呼称を採用。

15

二宮（2015）は、PBM の保護主義的な動きとして、政府調達を拡大するなかで国産品に優遇マージン

を設定した点や、PBM の下で実施された新自動車政策「Inovar-Auto」が輸入車に対する国産車の優遇策を
打ち出した点などを挙げている。
16

一次産品は、国連貿易開発会議（UNCTAD）が Primary commodities とみなす商品、つまり、標準国際

貿易商品分類改訂 3 版（SITC Rev.3）の分類コード 0、1、2、3、4、68 に当てはまる商品とする。また、本
稿ではそれ以外の分類コードに属する非一次産品を工業製品と呼ぶ。
17

香港は中国本土向けの再輸出が多いため、本節で中国向けの輸出統計に言及する際は香港向けを含む。

18

政治・経済危機にあるベネズエラもメルコスル加盟国ではあるが、2017 年 8 月、加盟国の外相会議で

民主的な政治体制が回復するまで会員資格を停止されたことから、計算から除外した。
19

世銀データベース（https://data.worldbank.org/indicator/）を通じて取得したアルゼンチン・ペソとブラ

ジル・レアルの年平均の対ドル相場から算出すると、2002 年の 1 レアル＝ 1.05 ペソから 2017 年の同 5.19
ペソと大幅なペソ下落がみられる。消費者物価の上昇率については世銀が開示しているアルゼンチンのデー
タは 2013 年までのため、2002 ‐ 2013 年の期間でみると、ブラジルの物価が 2.0 倍になったのに対し、ア
ルゼンチンは 2.7 倍である。物価を単純に反映すれば、ペソが 25％下落しても不思議はないが、実際には

2013 年は 1 レアル＝ 2.5 ペソであり、ペソの対レアルの価値は 2002 年よりも 6 割下落している。
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20

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）の「ラテンアメリカ・カリブの海外直接投資」
（2012、

2017）から。
21

実質実効為替レートは貿易額に応じて複数の通貨のレートの変化を加重平均し、物価上昇率も加味する

ため、貿易の実態や物価水準を反映する。
22

実際には新自由主義的な金利政策に完全に転じたわけではないと本稿の筆者は考える。政策金利の目標

が 14.25％で据え置かれた 2015 年 7 月から 2016 年 8 月まで、消費者物価上昇率は 9％前後と高水準であり、
新自由主義的なマクロ経済運営に従えば、インフレ抑制のため金利を引き上げる選択肢があったからである。
23

中銀のサイト（http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p）参照。

24

ブレッセル−ペレイラに近い Marconi (2012) は、① 1968 − 79 年の為替相場を工業均衡レートと想定

②単位労働コストのデータをさかのぼって入手できる 1988 年の為替レートがたまたま 1968 − 79 年の相場
と一致していたため、1988 年の相場も工業均衡相場と仮定③ 1988 年以降の単位労働コストの変化率をもと
にその後の工業均衡相場を推計――という手法を提示している。
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