
表 1-3 世界政治・経済システムと開発パラダイムの変遷　（第2次世界大戦以降）

年代 21世紀

1970年代初頭 1973-74, 1978-80 1980年代初頭 1997-20世紀末

世界政治・経済
　　　システム

ブレトンウッズ体制崩壊

1) ニクソン・ショック (1971.8.15)

アメリカは通貨価値維持に失敗
し金ストックの減少に直面.ドル
の金兌換を停止.

2) スミソニアン体制 (1971.12)

G10 はドルを切り下げたレベル
での固定相場維持を目指
す.($1=\308, 17% revaluation)

3) 主要国通貨
　為替変動相場制への移行
　 (1973.2/3)

第1次および第2次石油危機

1) 第4次中東戦争勃発
OPEC 石油価格引上げ
(1973.10.6; $2.8/barrel to
$11)

2) イラン革命 (end of 1978 -
1979.2 -)
OPEC 石油価格引上げ
(1979.6; $14.55/barrel to
$$23.5)(1980; more than $30)

レーガノミクス (Reaganomics)

(強いアメリカを目指して）
 第40代レーガン大統領　(1981.2-)

1) 強い民間企業の育成
      税率 ↓ → 税収 ↑ (?)
    規制緩和.通貨供給量の制御

2) 高金利政策による強いドル復活

3) 強い軍事力構築
    防衛費. ↑→ 政府支出 ↑
     → 財政赤字 ↑→　より高金利

4) 2)&3) が貿易赤字拡大を生む

混沌とした調整過程

1) プラザ合意 (1985.9)
     G5 がドルの追加切下げに合意
  　(\/$: 240 at 1985.8/9,
         200 at 1985.12, 160 at 1986.12)

2) ルーブル合意 (1987.2)
    G7で切下げられつつあるドル為替
レート水準の安定を図ったが.ドルは下
落を続けた.

3) ブラック・マンデー株価暴落
(1987.10.19)
アメリカの財政赤字.経常収支赤字の双
子の赤字問題

アジア金融危機 (1997-)

1) 東アジアの奇跡の幻?

2) 経常勘定危機から資
本勘定危機へ

3) グッド・ガバナンス?

4) 1国の政策 vs.
      グローバルな政策

不公正かつ不安定なグローバリ
ゼーション・プロセス？

1) 9.11 同時多発テロ
　（2001.9.11）

2) アフガニスタン戦争
　（2001.10-）

3) イラク戦争
　（2003.3-）

国連人間環境会議
　（ストックホルム, 1972)

i) 石油危機により先進国や
他資源輸入国でスタグフレー
ション（インフレーションと経
済低迷）が発生.

ii)　オイル・ダラーがユーロ・
ダラー市場を通じて開発途上
諸国への貸付け急増.

iii) 資源ナショナリズム台頭.

iv) NIEO (新国際経済秩序)
宣言　（UN, 1974).

v) 南南協力.

保護貿易主義の台頭.

i) アメリカも石油危機後スタグフ
レーションに苦しむ.
 
ii) ユーロ・ダラー市場からの開発
途上諸国の多大な借入れ.および
高金利とドル高 が債務危機を生
む (1982.8 Mexico -).

i) 1) が海外直接投資（FDI）の急増を生
む.

ii) 開発途上諸国は
    国際収支問題, 債務危機に直面.

→ 経済安定化 (Stabilization)
→ 構造調整
　　　 (Structural Adjustments)

貿易自由化の復活 (1980年代半ば)

i) 実需および投機的資金流入によ
る資源価格高騰.

ii) 資源ナショナリズム.資源外交の
再台頭.

ii) アメリカ　サブプライム・ローン問
題による世界金融市場の混乱.

ＷＴＯドーハ・ラウンド
　（開発ラウンド）
  　　(2001-)

京都議定書
　（京都, 1997.12)

第2世代から次世代へ 次世代

開発パラダイム 開発計画と輸入代替工業化

市場, 民間セクターの欠落

資本原理主義
ハロッド・ドーマー・モデル

構造主義
2部門モデル

従属論 （輸出代替工業化）
プレビッシュ・シンガー命題

農業近代化

「人的資本」の欠如

ソロー成長会計・経
済成長モデル(技術
外生）

輸出指向工業化へ

輸入代替工業化戦略の生んだ
非効率な国営企業
国際収支赤字拡大

「価格(prices)を正せ」
「価格歪曲の回避」へ

新古典派経済学の再興

「北」からベーシック・ヒューマ
ン・ニーズ・アプローチ

「南」からNIEO(新国際経済
秩序)要求

「輸出指向工業化」と「第２の
輸出悲観論」

新古典派経済学の再興

マクロビジョン形成モデルから
技術的なミクロ分析へ

開発ミクロ経済学の誕生

構造調整

「政策（policies）を正せ」

開発ミクロ経済学の興隆

第２世代から次世代へ
 

「成長の質」

「制度（institutions）を正
せ」

次世代

「開発の新政治経済学」樹立

多極化と多様化

公正な制度

公平・公正なインセンティブ構造

社会資本と政府の調整機能

貧困の理由

「非合理的である」
「合理的であるが

　　　　　　資本不足」
「貧困な政策」 「不完全な情報」 「正しい制度構築欠如」

「貧困から抜け出すインセンティブ
が公正かつ公平に提供されない」

(出所）　筆者作成

  1940-60年代 1970年代 1980年代 1990年代

第２次世界大戦終了後 1980年代末-1997
(1944.7-)

開発ガバナンス

「ガバナンス（governance）を正
せ」

新制度経済学

内生的経済成長理論

グローバリゼーションと
「新自由主義」

「人間開発」と「人間の安全保
障」

「政府の過剰な介入政策の失敗」 「グッド・ガバナンスの欠如」

開発途上国の　農民・住民・貧困層は　「ＸＸＸＸＸＸ」 故に貧しい

ブレトンウッズ体制 (BWS)の確立
　と
グローバリゼーションの進展

連合国代表がアメリカＮＨ州ブレトンウッズに集まり.
戦後経済体制構築を協議

        第３次中東戦争勃発（1967.6)

急速なグローバリゼーション

1) US 財政規律復活

2) 中南米経済の復活

3)　ベルリンの壁崩壊
(1989.11).
ソ連邦崩壊 (1991.12)と移行経
済誕生
市場経済化.世界経済への統合

4) 湾岸戦争（1991.1-2）

5) ヨーロッパ統合（1992）

6) アジア型成長モデル台頭
　(『東アジアの奇跡』, 1993)

7) オスロ合意 （1993）
戦後の経済復興と, 第2次世界大戦へとつながった
近隣窮乏化政策（保護貿易.為替切下げ競争による
失業の輸出）の再現を防ぐため.

i) 経済復興の資金支援
　（IBRD 1945-）
ii) 主要国通貨間の為替レートの安定
  (IMF 1947-).
iii) 保護貿易主義の回避
  (GATT 1948-).

の体制作りを行った.

[日本: IMF & WB, 1952-
         GATT, 1955-
         OECD, 1964-]

i) 円の切り上げ
       (1992-1994),
   アジアからの輸出の興隆,
   アジアへの FDI の興隆.

ii) メキシコ・ペソ危機
     (1994.12.20-)

ウルグアイ・ラウンド
 　 （1986-94）
WTO貿易体制樹立
　　 (1995.1.1 -)
地域貿易協定の興隆　（1990s
-）

国連環境開発会議
　（リオデジャネイロ, 1992.6)

第1世代 第2世代


