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　本書には 2つの目的がある。第 1に、フィリピン政治研究の通
説を覆す視点を提示することを目指す。本書は、これまでほとん
ど政治学的な分析がなされてこなかった、中央銀行による為替管
理政策を巡る政治過程を考察対象とする。国内外の政治構造の静
態性を強調する既存研究では、政府による経済構造改革につながっ
た同政策を巡る政治過程を分析することはできなかった。これに
対し、本書は、フィリピン経済協会のような政治家、官僚と経済
専門家からなるネットワークの存在を解明した。
　第 2に、政治学研究における政治史的手法の重要性を喚起する
ことを目的とする。現在、特に英文で出版される比較政治学の研
究では、特定の制度の役割に対する関心が強い一方、制度の存在
自体は所与にされる傾向が強い。本研究は、新事実の発見を重視
する政治史的手法を用いて、制度が生み出される比較的長期の過
程を追跡した。具体的には、政策に関するアイディアを共有する
政策当事者ネットワークが、中央銀行による為替管理を軸とする
政策レジームを形成し、在比米国人の経済権益や、植民地期以来
の一部フィリピン人権益と衝突しながらも、一定の経済構造改革
を実現していく過程を再構成した。以上を通じて、政策当事者ネッ
トワークが社会経済構造を変革するような制度を生み出したと論
じた。
　さらに、本書を英文で出版することには、地域研究や歴史を重
視する日本発の政治学の在り方を国際的に発信する意義があると
考える。
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 The Central Bank of the Philippines was established in 1949, and it occupied the 
commanding heights of industrial policy making through exchange controls until 
1961. This study traces the process of central bank making from the 1930s and its 
management by a group of Filipino policymakers until the time when their succes-
sors transformed the nature of policy regime in 1964. They began to advocate mak-
ing a central bank in the midst of their struggle for political independence. They 
were, however, different from the then established colonial politicians who worked 
with American colonial authority, but were younger politicians, colonial bureaucrats, 
and professionals in private sectors equipped with knowledge and experience to 
manage the colonial administration. These people continued to work for economic 
decolonization after independence aiming at changing economic structure shaped 
under the colonial periods. Throughout the process tracing, this study argues that 
these Filipino policymakers worked not for vested interests structured by the colo-
nial or neo-colonial rule but for structural reform through policy innovation.

　フィリピン中央銀行は、1949 年に開行し、同年末には為替管理を断行、
1950 年代の開発政策レジームの中核を担った。この時期、フィリピンはその前
後の時期にはない政治的安定と経済的繁栄を経験した。本書は、政策に関す
るアイディアを共有する政策当事者ネットワークが、政策レジームを形成していく
歴史的な過程を追跡する。さらに、そのネットワークが、米国植民地期以降に形
成された在比米国人や一部フィリピン人による既得権益と衝突しながらも、一定
の経済構造改革を実現したと論じる。
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 There are three purposes of the publication. First, this study aims 
at enhancing our knowledge of the making process of central bank, 
which has been neglected in the previous literature. Careful tracing 
has revealed the existence of policymakers’ network such as the 
Philippine Economic Association which was composed by ambi-
tious politicians, bureaucrats and professionals. Second, by tracing 
the process of central bank making and its economic policy manage-
ment, this study aims at challenging the dominant frameworks to 
understand Philippine politics such as oligarchy, crony capitalism, 
or neo-colonial rule. This study, therefore, highlights the roles of 
individual policymakers who attempted to change vested economic 
structure mainly shaped under the American colonial rule. Third, 
this study intends to illuminate the significance of a country-study 
based on historical approach through a series of archival researches 
at the national archives and the presidential papers both in the U.S. 
and Philippines.
 In the context where the more and more scholars in the world 
have rushed into comparative study using existing data, it is a rare 
contribution to publish this study in English, which is based on a 
rich tradition of school of area studies in Japan where scholars have 
paid much attention to fact finding.

初代中央銀行総裁ミゲル・クアデルノのお孫さん（左）と筆者（右）。
Mr. Martin Galan, a grandchild of the founding govenor Miguel Cuaderno of the Centraln 
Bank (left) and the author (right).

マニラ湾に面する現在のフィリピン中央銀行 (BSP）。右奥に見えるのは財務省。中央銀行は、
まるで力の差を誇示するように威容を誇っている。
The Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philipppines) and the Department 
of Finance.
The different size of the buildings seemingly reflects the difference of political power of 
these institutions.


