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ペルー・大統領選挙をめぐる開発の行方

﹁
̶国家への回帰﹂

政策の修正ないし変更をめぐる左派同士の

とに象徴される︒決選投票は︑新自由主義

会政策の実施に言及せざるを得なかったこ

ル化を前提に外資を活用し︑プラグマティ

ジルとの違いはあるが︑これらはグローバ

国間外交を展開するＢＲＩＣｓの一角ブラ

自由貿易地域︶に反対し︑ＷＴＯなどで多

チリと︑農業補助金問題でＦＴＡＡ︵米州

遅野井茂雄

ペルー大統領選挙の決選投票で︑中道左

解決のすべてを委ねた新自由主義から︑貧

ックかつ戦略的に開発を進める今日の南米

一騎打ちとなったと言えるが︑市場に問題
困や失業といった緊急な課題を前にして

左派の主流と言ってもよい︒民主制度に対

派のアプラ党︵アメリカ人民革命同盟︶ガ
回目の投票で首位に立った元軍人ウマラ候

﹁国家の回帰﹂を導き︑市場と国家のバラ

他方︑革命的左派の代表格は︑
﹁反米帝

補との激しい戦いを制して当選し︑一六年

国主義﹂を公言し﹁二一世紀の社会主義﹂

するコミットメントの強さという点もこれ
そこには︑市場経済に基づき一定の産業

を唱えるベネズエラのチャベス政権であり︑

ンスを図る契機となったと捉えることがで

二位に滑り込んだ時点でペルーでの左派政

政策や強力な社会政策をとる社会民主主義

﹁植民地国家と新自由主義経済の終焉﹂を

ぶりに政権に返り咲いた︒一回目の投票で︑

権の誕生は事実上決していた︒社会民主党

と︑資源の国家管理を通じて富の再分配を

唱えるボリビアの社会主義運動︵ＭＡＳ︶

らの国々の特徴である︒

系の国際組織︑社会主義インターに属する

行い︑政治経済の全面的転換を目指す革命

のモラレス政権が続いている︒ペルーの選

きる︒

アプラ党の復権で︑南米の左派政権台頭の

図が投影されていた︵二つの左派について

的左派という︑南米の二つの左派の対立構

ないとして︑経済モデルの修正と強力な社

すら︑高い成長の恩恵が民衆層に届いてい

最も有力視された保守派のフロレス候補で

︵自由貿易協定︶の推進を訴え︑選挙戦で

いであった︒経済政策を踏襲し対米ＦＴＡ

推進した新自由主義政策の修正をめぐる争

１参照︶
︒選挙の焦点は︑皮肉にも成長を

れ︑ＧＤＰも年率五％の成長を遂げた︵表

資源価格の急騰を背景に︑輸出は三倍に膨

カとＦＴＡを結び積極的な輸出戦略をとる

ル︑ウルグアイなどの政権が続く︒アメリ

を推進し効果をあげてきたもので︑ブラジ

つ強い国家の下で戦略的に貿易・社会政策

デルである︒積極的な外資導入策をとりつ

成長と貧困人口の半減を達成したチリがモ

に入り社会党系大統領が二期続き︑持続的

セルタシオン︵民主連合︶の下で二一世紀

は︑参考文献①︑③を参照︶
︒前者はコン

れ︑ペルーでは穏健な社会民主主義が辛う

の潮流の主導権争いが選挙を舞台に展開さ

つまり最近注目される南米の二つの左派

干渉が決選投票の注目点の一つであった︒

現を後押しするチャベス政権の露骨な選挙

密な連携関係が話題となり︑ウマラ政権実

義者のウマラ候補がこれに続き︑三者の緊

ックに急浮上したアウトサイダー︑民族主

挙戦では︑南部アンデスの貧困と疎外をバ

トレド政権下のペルーは︑鉱産品などの

波はペルーにも及んだことになる︒

元大統領が保守派候補と熾烈な戦いの末︑

ルシア元大統領が急進的民族主義を掲げ一

●二つの左派の対立構図
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ガルシア次期大統領は︑最初の訪問国とし

えたと解釈することも可能だろう︒当選後

じて勝利し︑急進的左派の地域的拡大を抑
問し︑
﹁チリこそがモデル﹂との認識を明

の協力を改めて確認した︒次いでチリを訪

結ぶ戦略的同盟関係を謳い︑インフラ建設

︵例えば︑パニアグア元大統領を擁立した

いわゆる﹁オランダ病﹂への批判である

抱え収益性の低い部門への投資を抑制する︑

同時に最近の資源価格の急騰をうけ︑国民

﹁中道戦線﹂の経済政策立案者でカトリカ

アジア経済との通商・投資の拠点

への還元も乏しい中で高利潤を上げる多国

らかにし︑
﹁北米・アジアに向けた貿易競

にする﹂ことを宣言したのは象徴

籍企業への批判と︑カミセアの天然ガス開

て︑ルーラ大統領の差し向けた専用機でブ

的である︒そしてトレド政権が交

発での度重なるパイプラインの破損に象徴

大学の経済学者による参考文献②を参照︶
︒

渉を妥結した対米ＦＴＡの国会審

されるように︑周辺コミュニティーへの環

輸出市場と直結してダイナミックに発展

議において六月二八日︑アプラ党

自由主義への一定の批判を保ちな

する資源開発部門や農産加工部門のうち︑

的責任を放置してきた政府への批判である︒
がらも︑グローバル化とともに成

とくに前者は資本集約的で雇用を生まない︒

境被害を十分規制できず︑外国企業の社会

長しようとするアプラ党新政権の

後者は︑アメリカの麻薬対策協力の見返り

はこれを与党と保守派とともに承

市場友好的な政策の方向性を窺い

で導入されたアンデス特恵制度︵ＡＴＰＤ

いるが︑所得水準でみればインフォーマル

生産と対米輸出が拡大し︑雇用は増大して

ＥＡ︶の活用で︑アスパラガスなどの農業

知ることができよう︒

認︑批准にこぎつけた︒ここに新

争でチリと競う﹂
︑
﹁ペルーを南米における
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●一次産品輸出モデルへ
の批判

的に向けられた︒外資流入︑貿易

だけの一次産品輸出モデルに集中

がらず︵表１参照︶
︑格差を増す

貧困人口︵五○％︶の改善につな

○％︶や不完全就業率︵五五％︶
︑

生まれたとする強い非難がウマラ陣営から

の結果︑社会は両極分解し深刻なひずみが

の小生産者は輸出経済から取り残され︑そ

く︑過剰労働人口を抱えた中小企業︑農村

ら見れば限定的である︒他方︑生産性が低

急増しているが︑正規雇用の伸びは全体か

る︒対米市場への繊維・アパレルの輸出も

黒字の拡大で為替は割高に推移し︑

はなされた︒実際︑ウマラ候補の地盤であ

セクターに分類され低賃金を強いられてい

投資は天然ガスや︑銅︑金など資

る南部アンデスはグローバル化からとくに

ところで新自由主義批判は︑高

本集約型のエネルギー・鉱産資源

取り残されており︑農産加工が急速に発展
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ラジルに飛び︑大西洋と太平洋を通商的に
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貧困人口

い成長率や輸出急増も失業率︵一

開発に向かい︑膨大な労働人口を

（出所）BCRP. 貧困人口は INEI。
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市場を再評価し︑その生産能力の開発と工

工の高地への拡大策を掲げた︒さらに国内

アプラ党は︑海岸部に集中する輸出農産加

域経済との連関の強化ということになる︒

必然的に改革の方向性は︑輸出部門と地

海岸部とは対照的である︒

しているアプラ党の地盤である北部や南部

図１

（出所）BCRP、Memoria 2005， 2006．BCRP のホームページより。

誘導︑中小生産者には融資を拡大する︒必

となった︒社会支出も年率八％で増加した

一次産品輸出モデル固有の問題点が明らか

急増した︒低水準からの回復だけにその改

要な原資は税収拡大で︑資源・エネルギー

が︑貧困対策にガバナンスが伴わず︑非効

業化を通じ一次産品に高い付加価値をつけ

開発を進める多国籍企業との契約の見直し

率さは歴然としていた︒国家行政の近代化

でもないが︑雇用に関しては前述のように

や優遇税制の撤廃などを通じて確保しよう

の要請とともに︑開発の持続可能性を保障

善には長期的な時間を要することは言うま

とするものである︵政党の政策綱領は︑社

するため新自由主義の弊害の克服が求めら

る︒開発の推進役としての政府の役割を強

会経済研究コンソーシアムＣＩＥＳのホー

れたのである︒昨年五月には戦略的企画セ

化し︑振興策を通じて低収益部門へ投資を

ムページを参照のこと︶
︒

れ︑開発計画における戦略的エイジェンシ

ー再構築の動きが具体化していた︒選挙戦

ンター︵ＣＥＰＬＡＮ︶の創設が法制化さ

Ｐ︶を解体し︑戦略部門を国家に一切残さ

では︑この文脈において︑社会課題や競争

一九九○年代にフジモリ政権下で行われ

ず︑国営企業のすべてを民営化の対象とす

力強化に対処するため国家の役割を取り戻

た市場化への転換は︑国家企画庁︵ＩＮ

る徹底したものであった︒トレド政権は︑

し︑石油公社の強化等︑開発における国家

だが戦略性の中身や範囲は両陣営に大き

こうしたフジモリ政権のネオリベラリズム
三の道﹂を託されて船出したはずであった

な隔たりがあった︒アプラ党は︑保守派と

の戦略性の回復が焦点となった︒
が︑市場の信認を得るため経済運営をクチ

急進派に挟まれスタンスは曖昧だったが︑

を批判︑
﹁貧困との全面対決﹂を謳い︑
﹁第

ンスキー財務大臣︵後首相︶に代表される

のための経済﹂の下で︑二○一一年まで年

率七％の高成長を公約に掲げた︒これに対

新自由主義路線の修正︑つまり﹁社会正義
価格の急騰を追い風に経済はかつてない拡

し︑ウマラ陣営は徹底した新自由主義によ

ワシントン・コンセンサスの象徴的エコノ

大期を迎え︑この成長が続けば今年中には

り排除された多数派による社会の﹁大転

ミストに丸投げした︒その結果︑輸出資源

一人当たりＧＤＰで過去最大であった一九

有化を唱え︑四月署名されたアメリカとの

換﹂を訴えた︒石油・天然ガス︑電力︑水
だが︑マクロ経済ブームとは裏腹に︑貧

ＦＴＡは新自由主義を固定化するとして見

七五年の水準にようやく回復する見通しと

困人口は横ばい︑失業率は高止まりするな

直しを主張︑混合経済や﹁企業家的国家﹂

道︑港湾等を戦略部門と位置づけ︑その国

ど社会問題は改善されず︑社会不安は日常

を復活するため一九九三年憲法を廃棄し︑

なった︵図１参照︶
︒

化し︑海外への出稼ぎ数はトレド政権下で
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人材を登用して︑腐敗の少ない効率的な公

﹁アプラだけが国を救う﹂といった救世主

的制度の構築にかかっている︒これはフジ

際孤立を深め︑ポピュリズムと保護主義政

新大統領にとって選挙は﹁失敗した大統

モリ政権下での失敗を含め︑近年のガバナ

憲法制定議会の招集を掲げた︒これは︑チ

領﹂という過去の汚名を払拭する戦いであ

ンス構築の経験に照らして難問であるが︑

的ドグマは全く時代遅れだ︒国家の復権は︑

った︒五年間の輸出急増と成長の経験を受

それができなければ﹁国家への回帰﹂は非

アプラ党の閉鎖性を解消し︑幅広く有能な

結果的に︑ウマラ陣営の急進性がガルシ

け︑二○○一年選挙で示した反新自由主義

効率で腐敗の多い﹁過去への回帰﹂となっ

︵図１参照︶
︒

ア陣営をより中道寄りにし︑フロレス支持

スタンスは︑明らかに穏健化していた︒﹁失

てしまうだろう︒

策でハイパーインフレと経済破綻を招いた

者など中道から保守層の票を取り込んだガ

敗は二度と繰り返さない﹂という訴えを信

これほど好調なマクロ経済状況を引き継

控え︑五月天然ガスの国有化宣言に踏み切

ルシア候補が五％の僅差で当選にこぎつけ

ずる有権者は少なく︑七月二八日発足した

ぐ政権はかつてなかった︒内外の制約の下

ャベス政権や︑七月に憲法制定議会選挙を

た︒ウマラ候補の民主制度へのコミットの

として歴史に名を残すことに賭けた政権と

二期目は︑信頼回復と﹁成功した大統領﹂

ったボリビアのモラレス政権に通ずる政策

薄さや︑ベネズエラのチャベス政権の選挙

で︑この成果がいかに拡大され︑より多く

と言えた︒

干渉も反発を呼んだ︒

なるはずである︒

経験した︒今回の選挙では新自由主義のプ

八○度の政策転換︑極端な開発の振り子を

には教科書的な新自由主義の採用という一

家統制型の民族主義を経て︑フジモリ時代

一九七五年︶
︑一期目のガルシア政権と国

ペルーは︑
﹁ベラスコ革命﹂
︵一九六八〜

方選挙までが勝負となる︒豊かな資源賦存

者といかに向き合うか︒当面は一一月の地

化から取り残された南部アンデスの小生産

望を促す土壌であり続けよう︒グローバル

困は︑ウマラ候補のような救世主出現の願

来の南部アンデスの絶望的な格差構造と貧

が約半数を占めるという現実だ︒植民地以

問題はシステムの抜本改革を支持する層
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los 2000,” Victor Vich editor, El Estado está

desigualdad e ingobernabilidad en el Perú de

Gonzales de Olarte, Efraín, “Crecimiento,
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Castañeda, Jorge G., “Latin America’s Left
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︵おそのい しげお／筑波大学大学院

への回帰﹂は健全な微調整にとどまる見通

現を許しやすい︒技術と資本を持つ外資と

み︑その不満を利用して急進的指導者の出

かつて党の﹁反帝国主義﹂理念に忠実と

の関係をいかに民衆層に恩恵が及ぶ形で再

しである︒
なったガルシア大統領が︑今度は﹁責任あ

また一回目の投票で二五％の得票率しか

構築し︑グローバル化のメリットを享受で
八五年︑三六歳で政権についた同大統領は︑

得ていない政権の誕生である︒一二○名の

る改革﹂を訴え︑新たな革命的民族主義者

今日のウマラ候補と似た立場から︑国際金

議会で三六議席を占めるにすぎない少数与

きるかは難問である︒

融界の利害を代弁するものと債務政策でＩ

党であり︑他党との合意形成が迫られる︒

と対峙したのは皮肉である︒一期目の一九

ＭＦと対決︑米系資本や銀行の国有化で国
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