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1. はじめに
　フィリピン共和国の第 16 代大統領に、ロド

リゴ・ドゥテルテ大統領が就任した（2016 年 6

月）。フィリピンでは大統領の再選は憲法上禁

止されているため、任期は 2022 年 6 月までの

6 年間となる。フィリピン政治への注目度が高

まっている理由は、このドゥテルテ大統領によ

る麻薬戦争のためだろう。捜査当局が司法手続

きを経ずおこなう逮捕や殺害に対して、人権問

題として国際的批判が高まっていることは広く

知られている。しかし政治的関心とは裏腹に、

政治的動揺との関係性から新政権による経済政

策動向を把握しようとする研究は少ない。こう

した政治と経済の研究上の分離という雰囲気

は、1986 年 2 月にマルコス政権が打倒された、

エドゥサ革命の際にもみられた。すなわちベニ

グノ・アキノ上院議員の暗殺に始まり、エドゥ

サ革命、マルコス政権の崩壊、コラソン・アキ

ノ民主化政権の登場、そして政治クーデターの

頻発へと続く、1980 年代の激動の政治過程であ

る。ところが政治的危機への過程は、同時に、

輸入代替工業化政策、累積債務危機、債務不履

行（デフォルト）、IMF（国際通貨基金）と世界銀

行による構造調整政策へと続く、フィリピン戦

後経済史における 大の危機過程でもあった。

政治危機と経済危機が複合的危機となって民衆

の暮らしを直撃したのである。政治的危機の基

礎には経済危機があった。

　1980 年代と現在とでは、むろん時代も文脈

もさまざまな点において差異性がある。注目す

るべきことの一つは、当時は経済危機、現在は

経済成長過程にあることだろう。1980 年代が

そうであったように、一方の危機が、他方の危

機を誘発すること自体は、論理としても理解が

しやすい。そうであれば、なぜいま東南アジア

経済全体を牽引するほどの経済成長過程にある

フィリピンで政治的動揺が起こっているのか。

政治的動揺と経済成長をつなぐものはなにか。

本稿では、1970 年代以降、輸出主導型工業化

政策が導入されていく東南アジア経済と、1990

年代以降、グローバル化する世界経済との連関

性において、フィリピン経済がどのように構造

変化してきたかを明らかにする。これらの分析

から東南アジア経済は、多国籍企業の不平等な

利益配分の体系によって全般的に再編成される

が、フィリピン経済はこの不平等の体系からさ

え後塵を拝して今日に至っていることが明らか

にされる。このことが現在の政治的動揺といか

に関係しているのか検討したい。

2. ドゥテルテ大統領の麻薬戦争
2-1.  「人権」は麻薬戦争をとめられるか
　2016 年 6 月、フィリピン共和国の第 16 代大

統領にロドリゴ・ドゥテルテ大統領が就任した。

ドゥテルテ氏は、フィリピン南部に位置するミ

ンダナオ島から初めてとなる大統領である。

　大統領が就任直後から政治エネルギーを注い

できたのは、「麻薬戦争」（War on Drugs）である。

これに対して、ヒューマン・ライツ・ウォッチ

など国際人権団体を始め、国連人権理事会、国

連人権高等弁務官事務所、国際刑事裁判所など

からは人権問題として懸念が表明されてきた。

フィリピン警察など捜査当局による司法手続き

なき逮捕や殺害が問題視されているのである。

警察による麻薬取引への関与の隠蔽目的から、

都市スラムの貧困層が代理犠牲になる例など枚
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挙に暇がない。1  これまで 8 万人以上が捜査当

局に逮捕され、不当逮捕や殺害を恐れた 130 万

人以上がみずから出頭した。国内刑務所は定員

の 580％に達しているものとされ、「犯罪者」で

埋め尽くされている。2

　大統領就任前のドゥテルテ氏は、ダバオ市長

として地方政治を 20 年以上にわたってみてき

た政治的キャリアをもっている。国内有数の治

安状態の悪さと言われたダバオ市長として、徹

底的な麻薬対策による治安回復、行政改革によ

る企業誘致をすすめてきた。この地方都市の地

域開発における「成功体験」を、今度はマニラ

首都圏を始め、全国規模に広げようとしている

のである。麻薬問題、行政腐敗の根絶は、「マ

ニラ帝国」と呼ばれる政治経済の中枢機能が一

極集中する首都マニラでこそ求められている

と、国民の多くが認識している。「マニラが変

われば、フィリピンも変わる」という直感的な

期待があるのだろう。国際社会が人権を盾に政

権批判をおこなっても、麻薬戦争が継続される

政治的根拠は、国民の政権支持率の高さにある

ことを忘れてはならない。

2-2.  麻薬戦争と経済政策をつなぐもの
　エドゥサ革命、もしくは「ピープル・パワー」

と呼ばれた 1986 年 2 月の民主化革命は、それ

まで議会停止、言論の封殺など民主主義を否定

して独裁体制を強いてきた当時のマルコス大統

領（1965-86）を、人びとの力によって打倒した

記念碑的な表現であり、フィリピン現代史を象

徴するキーワードである。ドゥテルテ大統領の

就任は、このピープル・パワーの発生から、ちょ

うど 30 年後の出来事ということになる。長期

独裁政権が崩壊し、「民主化と地方分権」3  をシ

ンボルに政治的多元性を目指してきたはずだっ

たが、その民主政治の枠組みが権力集中をうみ

だし民主主義が危機に陥るという逆説はどのよ

うに捉えるべきであろうか。4  また、国民の支

持率の高さが麻薬戦争の継続を支えているとす

れば、麻薬戦争で「不可視化されゆく人びと」

（サッセン）の犠牲が、社会心理的に許容され

る時代背景が問われなければならないはずであ

る。5

　フィリピンの政治的動揺をどのように捉える

べきかをめぐっては、多様な論点があるだろ

う。だが、「ドゥテルテ大統領の麻薬戦争」に注

目が集まるばかり、経済政策への認識はいまだ

に十分とは言えない。じつはドゥテルテ政権

は 2022 年までを、「インフラ黄金時代」（“Golden 

Age of Infrastructure”）と呼んでいる。地下鉄を

ふくむ鉄道敷設、経済特別区の造成、空港建設

のほか、道路、橋梁など対 GDP 比で 7.4% もの

社会資本投資が計画されている。ベニグノ・ア

キノ 3 世前政権（2010-16）もインフラ分野に予

算の傾斜配分をおこなってきたが、それでも

5.1% であった。フィリピン政権は BBB（”Build、

Build、Build”）を合言葉に、内外投融資を促し

て建設資金を調達しようとしている。フィリピ

ンの長期信用格付けが、米国系格付け会社スタ

ンダード・アンド・プアーズ（S&P）によって「投

資適格」を意味する「トリプル B」（BBB）が維持

されていることと関係性があるだろう。マニ

ラ首都圏を中心に全国 61 プロジェクト、総額

1 兆㌦以上の建設計画が始められようとしてい

る。カルロス・ドミンゲス財務大臣の指揮下、

運輸通信省、公共事業道路省、基地転換開発公

社、国家経済開発庁など、中央政府の経済関係

機関が省庁横断的にとりくむ実施体制が整いつ

つある。6

　このように麻薬戦争に象徴される政治的動揺

1 Human Rights Watch（2017）は、フィリピン警察が都市スラムの貧困層を対象に不当逮捕や殺害、殺害

の隠蔽へとエスカレートしていく経過を具体的事例から報告している。

2 2017 年 7 月 2 日付、Philippines Star 紙。

3 フィリピンの民主化と地方分権に関しては、福島（2012）を参照。

4 藤原帰一は、ドゥテルテ大統領の麻薬戦争を参照事例として、「デモクラシー」にどのような意味があ

るのかという問題設定から論及している。

5 サスキア・サッセン（2017）は、「グローバル資本主義と〈放逐〉の論理」という観点から、縮小する経

済の中で、人間や自然の放逐が拡大していると指摘する。
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下で進行する経済政策にも注目しなければなら

ないだろう。麻薬戦争下において、「インフラ

黄金時代」へとつき動かすものはなにかという

問題意識は、麻薬戦争と経済政策の連関性の考

察につながるはずである。次節以降では、政権

中枢が麻薬戦争のさきになにをみているのか洞

察するため、本稿の内容にかかわる範囲で、グ

ローバル化する世界経済における東南アジア経

済の構造変動と、その中でのフィリピン経済の

位置について検討する。

3.  世界経済の構造変動と価値連鎖
3-1.  「北」の脱工業化と「南」の工業化
　Baldwin（2012）によれば、1980 年代末まで世

界経済に占める主要 7 カ国（G7）の貿易と所得

の増加はグローバル化の進展と一致していた。

ところが多国籍企業が世界を股にした価値連鎖

の体系であるグローバル・バリュー・チェーン

（GVC と以下、省略）を展開させていく 1980 年

代以降、それまでの世界貿易と所得の構図は大

きく変貌していった。「世界の所得・貿易・工

業における戦後 G7 諸国の割合」（Baldwin2012: 

p2, Figure1）によれば、G7 諸国の世界貿易に

占める輸出割合は、1991 年の 52％をピークに

30％程度（2008）まで減少し、国内総生産（GDP）

の合計も、1988 年の 67％をピークに 50％程

度（2008）まで急速に低下した。工業の割合は、

1970 年代以降すでに低下していたものの、そ

れでも 1990 年まで 65％を占めていた。これが

2010 年頃になると、50％を大きく下回ってい

くのである。

　重要なことは、世界全体としてのは工業化が

進展していることである。このことは 1970 年

に対数で 7.8 程度だった世界の工業が、1990 年

に 8.5、2010 年に 9.2 と、常に増加しているこ

とからもわかる。こうした背景には、「北」の脱

工業化と「南」の工業化という工業化の逆転現

象があったことは言うまでもない。多国籍企業

が「司令塔経済」（headquarter economies）と「工

場経済」（factory economies）に生産工程を分散

させたことによる。BRICS（ブラジル、ロシア、

中国、インド、南アフリカ）に象徴される新興

経済諸国が台頭していくのも、初期的にはここ

に原動力があったと言ってよい。こうした工業

化の逆転現象は、19 世紀の産業革命期以降の

図式である「北」の工業化が「南」の脱工業化を

促すという植民地化のプロセスで埋め込まれた

経路依存性における変質の可能性を示唆してい

るかのようである。

　1980 年代以降の情報通信（ICT）革命は、距離

の問題を解決したことで、それまで規模の経済

と比較優位の原則によって、工場などの産業集

積がおこなわれてきた生産体制は、国境を越え

たグローバルな生産工程間分業へと再編成され

ていった。このことが多国籍企業の GVC 形成

につながっていくのである。そして生産工程間

分業の進展は、 終財（完成品）から中間財（部

品など）を中心にした貿易取引へと構造上変化

させ、世界貿易に占める中間財の割合を現在ま

でに 60％ほどまで押し上げるにいたったので

ある。

　Baldwin は、「グローバル化のアンバンドリン

グ（分離）」をめぐる議論の中で、輸送技術の発

達で生産と消費の空間上の分離がおこった 19

世紀の産業革命期を「第一のアンバンドリング」

と呼ぶのに対し、情報通信技術の発達で生産工

程間の分離がすすんだ 1980 年代以降から現在

までを「第二のアンバンドリング」と位置づけ

時期区分をしている。多国籍企業が GVC を形

成し、司令塔経済（先進国経済）と工場経済（途

上国経済）に分割することで全体を統合するグ

ローバルな企業戦略の構築は、司令塔経済を

拠点にした先進国企業の利潤を 大化させた

だけではない。途上国政府が外資誘致をおこ

6 2017 年 9 月 27 日、カルロス・ドミンゲス財務大臣、アーネスト・ペルニア国家経済開発庁長官、ベンジャ

ミン・ディオクノ予算管理大臣、ネスター・エスぺニラ中央銀行総裁、アーサー・トゥガデ運輸通信

大臣、マーク・ビリヤール公共事業道路大臣、ヴィブンシオ・ディゾン基地転換公社総裁の、現職 7
名の国務大臣による来日講演がおこなわれた。日本からフィリピンへの投融資の拡大を目的とする講

演会であった。
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ない工場経済群の一翼を担う GVC に参加する

ことが、自国の工業化につながるとした理論

的根拠を提供したのである。1970 年代以降と

くに 1985 年の「プラザ合意」以降、アジア諸国

では輸出主導型工業化政策が加速し、経済の自

立化という未完のプロジェクトに道をひらく可

能性を示した。その意味で、生産工程間の分離

という第二のアンバンドリングは、経済発展段

階を越えて利益を共有化するひとつの条件をつ

くった（Baldwin 2012: 9）。世界の貿易取引が部

品、中間財を中心に構成されるようになったた

め、自国産業保護のための関税・非関税障壁は、

多国籍企業の生産工程からの離脱を意味する。

Baldwin の主張にしたがえば、経済の自由化政

策こそが、グローバル化の利益にアクセスする

近道になる。なるほど 1980 年代末から 90 年代

以降、関税・非関税障壁の削減・撤廃、二国間・

多国間の貿易・投資協定の目まぐるしい増加と、

それに連動した海外直接投資（FDI）が事実とし

て拡大したのであった。Baldwin の見解に妥当

性があったかのようである。

3-2.  開発目標となった GVC
　Baldwin の議論は、新興国・途上国経済の自

立には、GVCへの参加度を高めることが重要で、

そのためには多国籍企業の海外直接投資（FDI）

を積極的に誘致するべきだという点に尽きる。

注目するべきことは、1970 年代以降、輸入代

替から輸出主導型の工業化政策に移行して以

来の主流派によるこうした考えが衰退せずに、

2008 年のリーマン・ショックに端を発した世

界金融危機を経てむしろ勢いが増してきている

ことである。

　国連貿易開発会議（UNCTAD）の経済協力・統

合部門のエコノミストである Banga によれば、

GVC への接続可能性の追究があたらしい開発

目標として、現在数多くの政策当局によって

位置づけられ始めようとしている（Banga 2013: 

p.30）。とくに新興国・途上国経済では国際競

争力、グローバル市場、生産性および雇用の

観点から期待が高まっている。しかしながら

Banga によれば GVC への参加度の向上は、こ

うしたメリットを自動的に保証しない。その理

由は、そもそも GVC 参加度をどのように測る

のか、国境をまたいだ価値連鎖が生みだす所得

配分の計測方法などが未確立であり、世界貿易

の主要取引が 終財（完成品）だった時代まで

の計測方法では、現状把握すら正確にできない

からである。輸入部品ならびに中間財を加工組

立し輸出するというパターンが貿易取引上の過

半数となった現段階では、輸出増加と国際競争

力が正の相関関係になるとは限らず、また輸出

割合に対する国内付加価値が増加するとも限ら

ない（Banga: 30）。その意味で GVC 参加度の向

上は、国内付加価値のさらなる増加と雇用の拡

大へと、直線的につながる保証はないのであ

る。

3-3.  価値連鎖は利益をどう配分してきたか
　WTO（世界貿易機関）、OECD（経済協力開発

機構）の共同作業によって、付加価値貿易（TiVA）

のデータベース作成を開始したのは 2012 年で

ある。TiVA の定義では、総輸出に占める海外

からの部品・中間財輸入を意味する海外付加価

値（FVA）は、当該国の輸出収入から控除されて

GDP の増加に寄与せず、国内付加価値（DVA）

だけが輸出収入と GDP 増加に貢献する（中谷

2016: 233）。表 1 は、DVA、FVA の割合におけ

る、各国の総輸出に対する変化をみたものであ

る。この表からわかることは、第一に、輸出収

入と GDP 増加に貢献する DVA 割合が増したの

は、香港からインドネシアまでの 7 カ国である。

このうちロシア、ブラジル、インドネシアは一

次産品もしくは資源輸出国なので、製造業を基

礎に付加価値生産が増加した国々と同列に扱

えない。第二に、米国から中国までの 12 カ国

では、DVA が減少している。このなかには米

国、フランス、日本、ドイツなど G7 諸国、台

湾、韓国（東アジア NIES）、南アフリカ、イン

ド、中国（BRICS）、タイ、フィリピン、ベトナ

ム（ASEAN）など、先進国経済に加えて新興経

済国も目立っている。輸出主導型工業化政策を

導入し、外資主導の経済成長戦略を採用してき

た国々である。第三に、輸出収入から控除され
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GDP 増加に寄与しない FVA は、DVA が増加し

ている国々では FVA の数値が下がるか、もし

くは微増するにとどまっている。第四に、DVA

が下がった国では、逆に、FVA の数値がいずれ

も大幅に増加している。これら統計データの推

移から示唆されることは、各国経済が GVC 参

加度を高めていくプロセスでは、DVAは減少し、

FVA が増加する国々が相対的に多くなる特徴を

有している点である。このことは FDI の誘致

による GVC 参加度の向上は、輸出収入と GDP

の増加とが相関関係にはないことを意味してお

り、Banga の主張を裏づけるものとなっている。

　GVC 参加度の高さが当該国の利益に結びつ

かないとした場合、GVC における前方連関と

後方連関の比率を検討することで、GVC 参加

度に応じた利益の程度が洞察できると Banga は

述べる（Banga 2013: 16）。表 2 は、GVC 参加度

を前方・後方連関の構成とあわせてみたもの

である。GVC 参加度がもっとも高いのは中国

（8.9%）、米国（8.8%）、ドイツ（8.7%）の 3 カ国

である。このうち中国、米国を比較対照してみ

れば、両国の数値がちょうど逆転していること

がわかる。すなわち中国は前方連関（5.2%）よ

りも後方連関（12.6%）が高く、米国は前方連関

（12.6%）が後方連関（5.0%）よりも高くなってい

る。前述したように、GVC において前方連関

が後方連関の数値よりも高いということは、輸

入中間財以上に高付加価値をつけた製品輸出を

おこなっていることを意味している。これに該

当しているのは米国であり、その対称的な位置

にあるのが中国ということになる。表右端の前

方・後方連関の比率に、約 6 倍の差異が認めら

れるのはこのためである。

　表では、この前方・後方連関の比率が 1.0 を

超えている（つまり前方連関の方が高い）国だ

けをグレーで塗りつぶしている。すぐにわかる

ことは、グレーに塗りつぶされた前方連関が後

方連関よりも高い国は、先進国経済と資源輸出

国のごく一部に限定されることである。資源も

しくは一次産品輸出は、その性質上、前方連関

が高くなってあらわれる（資源輸出国は太字）。

ASEAN（東南アジア諸国連合）10 カ国のうち、資

源輸出国であるインドネシアを除いて、ベトナ

ム、シンガポール、タイ、マレーシア、フィリ

ピンでは 1.0 を下回って、後方連関の数値が前

方連関の数値よりも高いという特徴がある。と

くに表中に列挙されている ASEAN 諸国の中で、

後方連関への依存度が高いのはフィリピンであ

る。

　多国籍企業は GVC という価値連鎖の体系を

グローバルに進展させてきた。これに応じて

世界貿易の取引額も急速に拡大した。1990 年

代はじめ約 1 兆㌦だった世界貿易の取引額は、

2010 年頃になると 4 兆 5,000 億㌦まで増加した

のである。重要なことは、統計データが示して

いたように、こうした世界的な輸出総額の増

加は、GVC の利益配分という観点から見直し

た場合に、先進国経済と新興国・途上国経済

で非対称的な利益配分が認められることであ

る。Banga によれば、GVC 参加度が高い国のな

かで、輸出額が対 GDP 比で伸びていて、その

輸出製品に対する国内付加価値も増加している

のは、米国を置いて他にみあたらないのである

（Banga 2013: 33）。

表 1　国内（D）海外（F）付加価値（VA）の対総輸出の割合［%］
DVA
1995-2009

FVA
1995

FVA
2000

FVA
2005

FVA
2008

香港 12.09 41 33 28 29
ロシア 3.78 11 13 8 7
英国 3.41 21 18 20 19
マレーシア 2.37 40 43 42 38
イタリア 1.79 22 25 27 23
ブラジル 0.67 10 11 13 11
インドネシア 0.3 15 19 18 17
米国 -2.93 8 9 12 15
タイ -4.68 30 35 38 38
南アフリカ -4.74 12 16 17 21
台湾 -5.68 36 35 42 48
フランス -6.91 18 24 25 27
フィリピン -7.45 31 46 46 42
日本 -7.94 7 10 14 19
ドイツ -7.95 19 24 26 28
ベトナム -12.25 24 30 35 40
インド -12.27 10 13 20 24
韓国 -16.93 24 33 38 43
中国 -20.76 12 19 36 33
出所） OECD-WTO Trade in Value Added (TIVA), May 2013

をもとに作成。
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3-4.  価値連鎖の「選択と集中」
　OECD Stat and OECD-WTO TiVA [2013]によれ

ば、世界付加価値生産額は OECD 加盟国 67％、

BRICS を含む新興経済諸国 25％、途上国経済

8% という構成になっている。BRICS だけであ

れば 14％だが、この内 9% を中国が占めてい

る。したがって世界の付加価値生産額の 92％

は、先進国経済とあわせて新興国経済で占有さ

れていることになる。世界貿易の純輸出にみる

産業別（製造業、サービス業）の付加価値構成

（国内・海外）は、次のとおりである。すなわ

ち、①製造／国内（43％）、②サービス／国内

（33％）、③製造／海外（14％）、④サービス／

海外（10％）である（表 3 参照）。部品、中間財

取引が中心となった世界貿易で、新興国・途上

国経済が工業化ならびに技術水準を向上させ国

内付加価値が高められる範囲は、上記③製造／

海外（14％）の部分となる。本拠地を先進国経

済に置く多国籍企業の現地子会社による生産も

③に算入されるため、実際の範囲は 14％以下

になる。Baldwin の議論に示されていたように、

各国政府は GVC 参加度向上を開発政策に位置

づけ、自国の工業化のさらなる進展を目指そう

としている。国内資源の多くを動員し、多国籍

企業の価値連鎖の末端にあっても「工場経済」

でありたいという政策判断の根底には、グロー

バル経済の生存競争からの脱落回避という受動

的心理が深層ではたらいているものと考えられ

る。その含意するところは、「中所得国の罠」に

陥って低所得国に将来転落することへの政策回

避行動である。

　ところが新興国・途上国経済の製造業分野

に対する FDI の動向は、1990-92 年に 36％から

2010-2012 年の 27％まで近年では大幅な減少傾

向にある。他方、サービス分野への投資は、同

期間に 45％から 60％まで増加した。この製造

業／サービス分野の増減額には中国経済も参入

されているため、中国を除外した場合の製造業

に対する投資額はさらに減少し、サービス分野

は逆に増加しているはずである。このことは

投資の量的変化という以上の意味を内包してい

る。GATT（「関税と貿易に関する一般協定」）ま

での時代は、各国の貿易障壁の除去が目的とさ

れていたから、多国籍企業の本社をピラミッド

の頂点に、多数の国・地域に比較的同種に近い

製造品をつくる工場建設がおこなわれた（水平

的構造）。GVC の進展は、この水平的構造に「選

択と集中」をもたらし垂直的構造への再編成を

加速した。Akyuz はこうした投資パターンの質

的変化の過程を、「バリュー・チェーンの薄切り」

（slice up the value chain）と呼ぶ。このように製

表 3　世界総輸出にみる付加価値生産の構成（2009）
国内付加価値（製造） 43%

国内付加価値（サービス） 33%

海外付加価値（製造） 14%

海外付加価値（サービス） 10%

出所） OECD Stat and OECD-WTO TIVA, May 2013 にもと

づき作成。

表 2　前方後方連関にみる GVC参加度
GVC
参加度［%］

前方
連関［%］

後方
連関［%］

前方／
後方比率

中国 8.9 5.2 12.6 0.41
米国 8.8 12.6 5.0 2.53
ドイツ 8.7 8.0 9.3 0.86
日本 4.5 6.1 2.8 2.23
フランス 4.0 3.7 4.4 0.85
韓国 3.9 3.0 4.9 0.60
英国 3.6 4.2 2.9 1.45
イタリア 3.1 3.3 3.0 1.08
台湾 2.4 2.0 2.8 0.71
ロシア 2.3 4.5 0.7 6.51
ベトナム 2.1 0.3 0.7 0.40
メキシコ 1.5 0.8 2.1 0.38
オーストラリア 1.3 1.8 0.7 2.50
ノルウェー 1.2 1.8 0.7 2.54
香港 1.2 0.8 0.8 0.95
南アフリカ 1.1 0.4 0.4 1.05
ブラジル 1.0 1.4 0.5 3.01
シンガポール 0.8 1.3 3.2 0.42
タイ 0.8 1.0 1.8 0.53
マレーシア 0.8 1.5 2.1 0.73
インドネシア 0.6 1.1 0.5 2.03
フィリピン 0.4 0.4 0.6 0.74
インド 1.1 1.6 1.7 0.93
NICs1 10.5 11.2 11.7 0.96
NICs2 2.6 4.0 5.0 0.80
BRICS 14.4 13.1 15.9 0.82
出所） OECD Stat and OECD-WTO TIVA, May 2013 にもと

づき作成。
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造業に対する FDI は、質量とも変化していく

過渡期にあるとした認識は重要である（Akyuz 

2015: 24）。

　GVC の構造改革期においては、「バリュー・

チェーンの薄切り」を回避するインフラ整備、

税制改革、治安回復などの施策誘因がこれまで

以上に各国政府に強く働くことになる。それに

もかかわらず GVC 参加度の向上は同時に、多

国籍企業の価値連鎖という段階の末端に自らを

縛りつけることと同意となり、投資や技術移転

によって価値連鎖の階段を登ることは事実上困

難になる可能性は否めない。

4.  東南アジア経済と経済共同体
4-1.  産業別投資動向への影響
　ASEAN（東南アジア諸国連合、1967 年設

立）への海外直接投資額は、毎年 1,000 億㌦

を超えて拡大し 2014 年に 1,300 億㌦となっ

た。これは対新興国・途上国経済全体の 16％

を占めるきわめて大きな割合と言える。2015

年 末、ASEAN 経 済 共 同 体（ASEAN Economic 

Community，略称 AEC）が発足したことで、域

内外からの投資拡大にますます期待が高まって

いる。AEC は、「単一市場と生産基地」としての

機能向上を図ることが、発足の主な目的とされ

ているからである。表4は、ASEANへの投資トッ

プ 10 カ国・地域である。ASEAN 諸国による域

内投資が群を抜いていて、その後は日本、米国

が続き、中国、韓国などが追随する傾向を読み

取ることができる。これらトップ 10 カ国・地

域が投資額の 70%（2014）から 75％（2015）を占

め、ASEAN への主要投資国・地域と言ってよい。

　ところが ASEAN 諸国による域内投資はたし

かに絶対額としては多いが、ASEAN を除く国々

からの投資額合計と比較すれば、全体の 20％

におよばないことも事実である。中谷が指摘

するように、現在にいたるまで ASEAN への直

接投資の主要アクターは、ASEAN 現地企業で

はなく、もっぱら域外の多国籍企業であるこ

とに本質的な変化はない（中谷 2016: 237）。「単

一市場と生産基地」の魅力を高めることが経済

統合体としての AEC の発足目的だとすれば、

ASEAN の販売市場と生産拠点化によるメリッ

トの多くは、これまでの議論からも推測できる

ように、域外の多国籍企業に渡ることを意味し

ている。

　じつのところ、ASEAN への直接投資額は

1,300 億㌦（2014）から 1,200 億㌦（2015）に 8%

も減少している。ASEAN にとっては、AEC 発

足直前に襲った不都合な真実である。サービス

分野、M&A、企業間貸付の低下が主要な原因だ

と言われている。2014 年から 2015 年の産業別

投資動向をみると、第一次産業は約 120 億㌦で

変化はなかったが、第三次産業では 1,000 億㌦

から 790 億㌦に 20% 以上の減少がみられるこ

とから、このことを裏づけている（ASEAN FDI 

database）。ASEAN 域外からの主要投資産業は、

金融を中心にした第三次産業が 7 割程度を占め

ているため、当該分野の投資削減は ASEAN 全

体の投資比率に影響をおよぼすのである。注目

するべきことは、製造業を始めとする第二次産

業では、180 億㌦（2014）から 290 億㌦（2015）

に 60% 以上もの増加がみられたことである。

第二次産業への投資促進から、雇用改善と経済

成長を図りたい ASEAN 諸国としては好ましい

傾向として受け止めているに違いない。しかし

製造業の対外依存度の拡大は、主要取引が中間

財となっている以上、かならずしも手放しの評

価は与えられない。

表 4　ASEANへの投資トップ 10カ国 単位：100万㌦： ％

国／地域 2014 国／地域 2015
ASEAN 22,134 ASEAN 22,149
日本 15,705 日本 17,395
米国 14,749 米国 12,191
ルクセンブルク 7,997 中国 8,155
英国 7,583 オランダ 7,907
中国 6,990 英国 6,698
オーストラリア 6,282 韓国 5,680
韓国 5,751 オーストラリア 5,193
フランス 2,761 デンマーク 2,693
オランダ 2,699 ニュージーランド 2,241
Top 10 92,651 Top 10 90,303
Top 10 が ASEAN
の FDI 流入額に
占める割合

71%
Top 10 が ASEAN
の FDI 流入額に
占める割合

75%

出所） ASEAN Secretariat,ASEAN FDI database にもとづ

き作成。
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4-2.  経済統合は深化したか
　ASEAN の経済統合の実態について内側から

詳細に検討した中谷によれば、AEC 発足後も

ASEAN として内実のある経済共同体に発展し

てはいない（中谷 2016: 244）。その理由の概要

を、表 5（1）から（5）に示した。そこでの主要

論点は ASEAN 現地企業と多国籍企業との力の

非対称性にある。例えば、ASEAN の主力産業

である「電機・電子」、「輸送機器」の海外付加価

値（FVA）は、53.5%（電気・電子）、62.5%（輸送

機器）ときわめて高い数値になっている。この

ことは海外直接投資の誘致が、資本だけでなく、

多国籍企業が生産した部品・中間財の輸入も同

時に増していることを示唆している。また、国

内付加価値（DVA）に関しても、ASEAN 現地企

業が生産する以上に、多国籍企業の現地子会社

による生産が主導的役割を果たしている。この

ことは ASEAN から域外への輸出についても同

じことが言える。また、GVC 参加度（61.9%）が

RVC（リージョナル・バリュー・チェーン）参

加度（12.9%）と比べて異常に高いことからも推

察できるとおり、市場と生産機能をあわせもつ

ASEAN は、製造業への直接投資が増せば経済

の自律性が高まるというほど単純ではない。

　以上のことから中谷は、①多国籍企業と

ASEAN 現地企業との間に GVC がもたらす不

平等な利益配分が存在しており、②多国籍企

業が ASEAN 市場の大きな割合を占めているた

め、ASEAN 現地企業によるリージョナル・バ

リュー・チェーンの進展は限定的である。した

がって、③ AEC 発足後も域内貿易比率、域内

投資比率が低水準にとどまって、ASEAN とし

て実態のある経済共同体に発展していないと結

論づけている（中谷 2016: 244）。

　ASEAN 諸国が工業化のため海外直接投資誘

致をすれば、多国籍企業がすでに主導的な役割

を果たしている中で、しかも 終財から中間財

取引へと主要貿易取引が変化した状況下では、

ASEAN の経済統合による利益の多くが域外の

多国籍企業に回収されてしまい、リージョナル・

バリュー・チェーンは、GVC の副次的な役割

を果たすに過ぎないのである。

5.  フィリピン経済の価値連鎖化
5-1.  「二番手」への凋落
　東南アジア諸国では、Baldwin が想定した「司

令塔経済」と「工場経済」との間に、新しい利益

の共有関係がうまれ相互の発展が予定調和的に

おこることはなく、むしろ前者の後者に対する

収奪関係に陥っている側面さえ散見される。そ

れは AEC による経済統合過程で深まっていく

ようにさえみえる。さて、このような状況下、

フィリピン経済の位置はどうなっているだろう

か。まず、ASEANの国別投資額の推移によれば、

2009-2011 年から 2012-2014 年の増加率が 134%

と、タイに並ぶきわめて高い伸びを示している

（表 6）。シンガポールの 2.5 倍、マレーシアの

3 倍以上である。国際通貨基金（IMF）は、2017

年の実質 GDP 成長率を 6.7％と予測し、インド

ネシア（5.3%）、タイ（3.3%）、マレーシア（4.6%）、

表 5　ASEAN経済統合の諸実態

（1） 海外付加価値（FVA）
外資依存にくわえ先進国からの部品・中間財輸入が大きい。
とくに第一次産業よりも第三次産業、第三次産業よりも第二
次産業が強く依存している。

（2） 国内付加価値（DVA）
DVA の生産者は、① ASEAN 現地企業、②多国籍企業の現地子
会社から構成される。主導的役割を果たしているのは、多国
籍企業である。

（3） 輸出
ASEAN からの輸出の主要アクターは、ASEAN 現地企業ではな
く、多国籍企業の現地子会社である。

（4）グローバル・バリュー・チェーン（GVC），
 リージョナル・バリュー・チェーン（RVC）①

ASEAN で生産された中間財・ 終財は、ASEAN 域外でさらに
付加価値生産がおこなわれ、消費される。GVC と RVC は密接
な関係性にある。

（5） GVC, RVC ②
ASEAN は GVC 参加度（61.9%）が RVC 参加度（12.9%）以上にき
わめて高い。GVC の副次的役割に、RVC は限定されている。

出所）中谷（2016）「RVC の進展と ASEAN 経済統合の実態」（p.238-244）にもとづいて作成。
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ベトナム（6.2%）と比較して、フィリピンの経

済成長率の高さが際立っている。2010年の7.6％

をピークに、その後も 6 ～ 7% 台を維持してい

る。東南アジア全体の経済成長率をフィリピン

経済が底上げする構図となっている。

　広く知られているように、1960 年代まで「ア

ジアの優等生」と呼ばれたフィリピンは、1980

年代なかば以降、独裁政権崩壊後の政情不安定

から内外投資が停滞して経済成長は継続的に鈍

化し、「アジアの病人」と烙印を押されてきた。

東南アジア諸国とは非対称的な優等生から病人

への転落である。そして今ふたたび東南アジア

経済の地域的牽引役に台頭しようとしているの

である。

　ところがグラフ 1 の直接投資の流入額の実質

的推移は、表 6 の直接投資の増加率から想像

するものとは様相を異にしている。すなわち

2012-2014 年の期間に限っても、シンガポール

の 15 分の 1、インドネシアの 5 分の 1、タイ・

マレーシアの 3 分の 1 程度ほどしかない。前述

したように、2010 年頃からフィリピンへの直

接投資は回復してきたが、それでも ASEAN 加

盟 10 カ国への投資額全体の 3.5％に満たない。

ASEAN がアジア・アフリカ・ラテンアメリカ

の新興国・途上国経済に比べ、圧倒的な投資誘

致を誇ってきた事実を踏まえると、ASEAN の

中でもフィリピンはきわめて特殊な位置にある

ことを理解できる。インドネシア、タイ、マレー

シア、シンガポールの 4 カ国にフィリピンを

加えた 5 カ国は、「ASEAN 5」と呼ばれ、1967 年

「バンコク宣言」以来の ASEAN 創設メンバーで

ある。いわゆる雁行型経済発展論から東南アジ

アの経済成長過程を把握すると、フィリピンは

ASEAN の先発組だった。ところが驚くべきこ

とに、ASEAN の後発組に位置するベトナムよ

りも下位に凋落してしまっている。今日のフィ

リピンにおける政治的動揺の考察には、フィリ

ピン経済の東南アジア経済全体の中での把握が

きわめて重要となろう。

5-2.  「負の脱工業化」から発展経路の軌道修正へ
　これまで過去 30 年間のフィリピン産業構造

変化を整理すれば、それは第一次、第二次産業

の割合にみられる急速な低下と、第三次産業の

劇的な増加であった（表 6 参照）。これはタイ、

インドネシア、マレーシアの産業構造パターン

とは決定的な相違点である。これらの国々では、

工業、製造業など第二次産業の基礎的発展の上

にサービス分野の伸長があった。フィリピンは

第二次産業が軌道に乗ることなく第三次産業が

抜きに出てしまったのである。これが「雇用な

表 6　ASEAN諸国への FDI流入額の変化 単位：100万㌦

2009-2011 2012-2014 変化［%］

シンガポール 126,899 188,975 49
インドネシア 37,899 60,535 60
タイ 15,196 35,750 135
マレーシア 22,711 32,153 42
ベトナム 23,199 26,468 14
フィリピン 5,113 11,971 134
カンボジア 3,642 5,437 49
ブルネイ 1,542 2,209 43
ミャンマー 7,814 2,027 -74
ラオス 770 1,442 87
東ティモール 126 123 -2
出所） ESCAP calculation based on UNCTAD Stat and 

UNCTAD [2015]
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グラフ 1. ASEAN海外直接投資額　 2013年度、単位 :100万㌦
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き経済成長」（Jobless Growth）を生み出していく

産業構造上の背景になっているが、このことは

非正規雇用の増加ばかりでなく、都市スラムの

膨張、海外就労者の増加といった、生活・労働

問題から国政・外交問題まで多様な問題群に派

生しているだろうことは想像にかたくない。

　完全失業率は 6.4% から 7.3% と高水準を維

持したままであり、貧困層の潜在的予備軍と呼

ばれる不完全失業率は、労働市場全体の 20％

に上っている。労働市場への毎年の新規参入者

120 万人のうち正規雇用者は 22％に過ぎない。

つまり労働市場全体の 4 分の 3 は非正規雇用で

あり、インフォーマル経済の担い手となる。高

い失業率だけが問題なのではない。失業者の

40％以上は中等教育以上の卒業程度であり、大

学の教育課程を終了している者も少なくない。

こうした若年層の「頭脳浪費」は、国境を越え

て労働移動する海外就労者予備軍となって年間

180 万人を超す「頭脳流出」に帰結していくので

ある。このように高い経済成長率にもかかわら

ず、その経済成長が生活や労働問題の改善に結

びついていないのが現状である。「雇用なき経

済成長」からの脱却が、フィリピンにとっては

きわめて重要な政策課題なのである。

　経済理論的には、工業化の初期段階から、①

農業、②工業・製造業、③サービス業の順番で、

産業構造が段階的に高度化していくことを「ペ

ティ・クラークの法則」と呼ぶ。フィリピン経

済はこうした一般的な発展経路からは外れて、

第二次産業をスキップして第三次産業が伸長し

てきたところに特徴がある。このことは「負の

脱工業化」と呼ばれている。「脱工業化」が、製

造業の衰退からサービス業への移行過程を想定

しているのに対して、「負の脱工業化」は、製造

業が発達していく以前にサービス業の興隆が進

んで製造業が低水準に置かれる「発展経路の歪

み」をあらわした経済用語である。7  農業が産

業全体に占める割合の低下は、農村から都市へ

の人口移動、つまり都市化の進展を示唆するが、

フィリピンの場合のように製造業が未発達なこ

とで都市の雇用創出が不足し、所得上昇・消費

増加・生産性上昇という一般的な経済サイクル

は機能せず、経済全体が悪循環に陥っていかざ

るを得なかった。8

　ドゥテルテ政権が経済政策上の 重要課題と

位置づけていることは、外資誘致に他ならない。

いわば、「ペティ・クラークの法則への政策回

帰」である。その鍵になるのは製造企業誘致で

ある。ドゥテルテ大統領が随所で公言している

ように、これは前政権の経済政策からの転換を

意味しない。アキノ前大統領（2010-16）が汚職

撲滅を謳った「ガヴァナンス改革」で、長期信

用格付けを「投資適格国」に昇格させることに

成功し、経済成長を回復軌道に乗せた経済政策

の継承である。「インフラ黄金時代」の到来宣言

は、前政権からの経済政策の継続である以上に、

 表 6　フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイの産業構造の対 GDP比（1984:2014） （％）

フィリピン インドネシア マレーシア タイ

1984 2014 変化 1984 2014 変化 1984 2014 変化 1 984 2014 変化

農業 24.8 11.3 -13.5 22.7 13.7 -9 20 9.1 -10.9 17.6 11.6 -6
工業 37.9 31.2 -6.7 39.1 42.9 3.8 38.5 40.5 2 32 42 10
製造業 24.6 20.5 -4.1 14.6 21.6 7 19.3 24 4.6 22.9 32.6 9.6
サービス業 37.3 57.5 20.1 38.2 43.3 5.2 41.5 50.4 8.9 50.5 46.3 -4.1

World Development Indicators, World Bank にもとづき作成。

7 アフリカ諸国のうち資源輸出に歳入を全面的に依存する「モノ・エクスポート経済」の国々に、「負の

脱工業化」を典型的にみることができる。高橋（2014）を参照。

8 フィリピンの個人消費が GDP に占める割合は 7 割を超す。一般的な経済循環が機能しない中で、フィ

リピンが経済成長をしている理由は、この個人消費の急拡大にある。その源泉は 1,000 万人（ストック）

におよぶ海外就労者からの外貨送金である。国内経済の停滞が労働輸出を加速し、外貨送金が経済成

長につながっていることは皮肉である。福島（2016）を参照。



53発展経路の軌道修正（福島）

加速が目指されているのかもしれない。

　こうした背景には、ASEAN 諸国から大きく

引き離された直接投資額を回復し、「雇用なき

経済成長」を助長している「負の脱工業化」から

脱却するという、大統領経済政策ブレーンの政

治的意思が働いているにちがいない。9  AEC 発

足後で東南アジアに単一市場を形成し、内外投

融資を活性化させて多国籍企業の生産基地とす

ることを共通課題にした以上、フィリピン経済

の直接投資における二番手への凋落は、もはや

フィリピンだけの問題にとどまらなくなってい

る。フィリピン経済にとって幸運だったことは、

2010 年以降、東南アジア全体の経済成長率を

底上げするほどの好調さが続いていることであ

る。低成長下の構造改革ではなく経済成長を基

礎にした経済開発の機会は、次にいつ到来する

か誰にも予測がつかない。フィリピン自体が歴

史的な経路依存性からまずは脱却することが、

フィリピンの持続的な経済成長にも、ASEAN

が掲げる「単一市場と生産基地」にも求められ

る。フィリピン政治にとっては変革の好機なの

である。

　たしかに、外資誘致を牽引車に輸出主導型の

経済発展路線を追求することは、IMF、世界銀

行に代表される国際金融機関の構造調整政策を

めぐる諸議論とともに、経済理論としては錆び

ついたきわめてオーソドックスな開発政策にち

がいない。だが、とくに 1985 年の「プラザ合意」

以降これまで、製造業をベースとした輸出主導

型工業化政策は、フィリピンにとって未踏襲の

開発路線だったことは強調してもし過ぎること

はない。フィリピンの政治的動揺の震源にある

もの、それは「負の脱工業化」から脱却してい

くための「発展経路の軌道修正」ではないか。

　ただし、「インフラ黄金時代」が外資誘致を誘

発し GVC 参加度を向上できたとしても、輸出

増加はするだろうが、それだけで国際競争力の

向上、雇用の拡大に直線的に結びつくわけでは

ない。あくまで「司令塔経済」に対して垂直的

に統合された末端における「工場経済」に過ぎ

ないからである。そのことは世界経済の貿易取

引の中心が、 終財から中間財に移行している

ことと裏表の関係性にあることは既に述べたと

おりである。事実、ASEAN 諸国の国内付加価

値（DVA）は海外付加価値（FVA）に対して相対

的に低下する傾向にある。フィリピンにおける

発展経路の軌道修正は、歴史的なプロジェクト

に相違ないが、そのことは同時に、多国籍企業

の不平等な利益配分が基礎となったグローバリ

ゼーションの価値連鎖体系の末端に自らを縛り

つけることに他ならない。

むすび
　多国籍企業の生産工程間分業が徹底していく

グローバリゼーションの時代には、司令塔経済

をピラミッドの頂点としてつくり出された工場

経済群への新規参入が、経済発展段階のちがい

を越えて世界経済全体に利益共有をもたらすと

した考えが普及した。海外直接投資を誘致する

ための関税・非関税障壁、二国間・多国間の貿易・

投資協定など経済の自由化が推進されていった

のはこのためである。1980 年代以降の輸出主

導型工業化政策から続くこうした考えは、2008

年のリーマンショックに端を発した世界金融危

機をへて衰退するばかりか、むしろ勢いが増し

てさえいる。ところが生産工程間分業の徹底

は、 終財から中間財取引へと世界貿易の軸を

変質させたため、GVC の中でハイテク部門に

位置しない工場経済の付加価値生産は低くとど

まる他ない。主流派の調和的予測に対して、統

計でも明らかになっている事実は、新興国・途

上国経済の付加価値生産は相対的に低下してい

く傾向にある。GVCへの接続と参加度の向上は、

それだけでは雇用の増加、国際競争力の向上に

は結びつかないのである。

　「インフラ黄金時代」と謳って内外投融資を

うながし、GVC の参加度の向上にフィリピン

政府が期待するのは、プラザ合意後に内政の

9 フィリピン政治の特徴は、「官僚制なき議会制」にある（藤原（1990）を参照）。政治が経済政策の阻害

要因になり続けてきたのである。大統領経済政策ブレーンの結束力は高くみえるが、政策が実務に降

りてくる過程に注目しなければならないだろう。
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度重なる混乱によって投資対象から外れ、他

の東南アジア諸国とは非対称的な「負の脱工業

化」に陥ったまま今日に至っていることが背景

にある。発展経路の軌道修正は、フィリピンに

とっては未踏襲の歴史的プロジェクトであり、

ASEAN の「二番手」から「アジアの優等生」に回

帰するための開発プロジェクトでもある。AEC

発足で製造業への投資が増えていること、フィ

リピン経済が低成長経済から脱却し東南アジア

経済の牽引車となっていることは、この軌道修

正を後押しする決定的なタイミングとして政

権中枢には受け止められているはずである。そ

うであれば、それを妨げるものは徹底的に排除

するという論理が働くことになる。フィリピン

社会に蔓延した麻薬問題は、その象徴的なター

ゲットである。ドゥテルテ大統領が進める麻薬

戦争は、深刻な政治的動揺をもたらしているが、

発展経路の軌道修正という麻薬戦争の底流です

すむプロジェクトの始動にこそじつは問われる

べき本質的問題があると言えるだろう。10
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