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世界の注目度高まる
メキシコ市場
〜メキシコ直接投資の動向〜
PROMEXICO JAPAN−メキシコ大使館商務部

定）
、FTA（自由貿易協定）
、そしてBITs（二国間投資

1. メキシコでのビジネスチャンスとは

協定）
、ECAs（経済補完協定）を締結している。最も
有力なのは米国・カナダとのNAFTA（北米自由貿易

まず、メキシコ経済の強みについて、マクロ面から概

協定）だが、日本や欧州ともEPAを締結済みだ。協定

観したい。人口は約１億1200万人、日本とほぼ同じ。

締結国はメキシコで生産された物品、またはメキシコで

GDPは１兆ドル以上で世界第14位、輸出規模も世界第

つくられた製品を、この貿易協定を利用することによっ

14位にランクされている。2010年のGDP成長率は5.5％

て安く輸入することができる。そして、メキシコもこれ

で、他の国々と比べても非常に高いものであった。今年

らの国からより安く材料や必要な部品を輸入・加工し、

の成長予想は、今後の米国・欧州の経済動向によって見

世界中に輸出することができる。これまでのところ、メ

直す必要があるかもしれないが、4.8％と依然高い水準

キシコは世界のマーケットの約66％と貿易協定を結ん

である。

でいて、これらのマーケットに安くモノを輸出すること

現在メキシコは、世界で最も多くの国々と貿易協定を

が可能となっている。

結んでいる国である。昨年の海外からの直接投資は約

メキシコの最大の貿易パートナーは米国である。米国

177億ドル、工業製品輸出総額は前年比30％の増加だっ

は隣国でありマーケットも大きいので、生産コストの低

た。メキシコペソの為替レートは非常に安定しており、

いメキシコから米国に製品を輸出するケースがほとんど

今後２年間の変動も0.3％と予想され、他国と比べて直

だ。ただ、一国だけのパートナーに依存することはリス

接投資のプロジェクトは順調に増加している。世界経済

クが大きい。米国が不況になると、ビジネスが縮小して

フォーラムの報告によれば、メキシコの2010〜11年の

しまうからだ。こうした弊害を避けて他国との貿易を増

マクロ経済環境は、世界で28番目にランクされている。

やすために、メキシコ政府はプライベートセクターも含

メキシコはBRICSや他の先進国と比較しても、GDPに

めた貿易協定のさらなる拡大を検討しているところであ

占める財政赤字が最も低い国のひとつであり、こうした

る。日本との間でも貿易取引の増進を図りつつある段階

点からも外国企業がメキシコに直接投資するメリットは

だが、現状においては地理的にもマーケットの重要さに

大きくなってきているといえる。

おいても米国が最大の相手国となっている。
米国市場向け製造ラインの地理的な価格競争力はメキ

2. メキシコの投資貿易協定ネットワーク

シコがトップである。これは原材料費をはじめ、人件費、
光熱費、設備費、輸送費、関税、在庫コスト、為替レー

現在、メキシコはさまざまな国とEPA（経済連携協
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トなどを含めて試算したものだ。つまり、メキシコは生
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図表１

輸出総額に占めるセクター別シェア

農産品 2.9％

3. メキシコは直接投資受入国

鉱物資源 0.8％

原油
14.0％

2010年のメキシコへの直接投資流入額は177億2500万

各種
工業製品
36.6％

自動車
21.8％

ドルで、今年はさらなる増加が予測されている。2000
輸出に占める工業製品
のシェアは同セクター
の競争優位性を反映→
メキシコの輸出総額の
約82％を占める。

機械・
電気部品
23.9％

〜10年のメキシコへの直接投資額上位５カ国は、米国、
スペイン、オランダ、カナダ、イギリスとなった。投資
対象地域は主に米国の国境近辺に集中している。米国に
近い地域はリードタイムが短く、コスト、在庫を減らす

出所：PROMEXICO

ことができるため、生産プロジェクトは国境周辺に集中
しやすいが、最近ではメキシコ中部でのプロジェクトも
徐々に増加してきている。現在は、国境から離れた地域

産コスト、物流コストを考慮したうえでも、世界の最大

からでも、早くそして安く出荷ができるように、政府が

市場である米国への製品輸出で最高のコスト優位を誇っ

インフラ整備に力を入れている。

ている。

以前には国境付近でしか使えなかったマキラドーラと
呼ばれる保税制度 注１（現在はIMMEX注２という名称に変

メキシコ国内で生産され米国に輸出される品目には、
たとえば、日本の自動車メーカーがメキシコで組み立て

更）が、今ではメキシコのどの地域でも利用することが

た部品あるいは完成車など、多くのケースがある。メキ

できるようになり、どこからでも安く海外へ輸出ができ

シコ資本100％の会社だけでなく、外資による直接投資

るようになっている。

プロジェクトであっても米国のマーケットにアクセスで

前述のとおり、メキシコの人口は日本とほぼ同程度だ

きる。輸出品目では各種工業製品がいちばん多く、次い

が、その平均年齢は日本と大きく異なっている。メキシ

でメキシコで加工された機械・電気部品、続いて自動車

コの平均年齢は27歳である。これについて、大略２つ

と原油である。メキシコは原油生産国であり、精製され

の見方ができる。ひとつは、ちょうど働き出してお金を

た石油より原油のままで輸出される場合が多い。ほかに

貯めることができる世代が多いということで、マーケッ

も輸出品目として農産物、鉱物資源などがあるが、図表

トとして非常に魅力がある。そしてもうひとつの見方は、

１で明らかなように輸出に占める割合は工業製品が相対

ある程度のレベルの教育を受け社会経験のある人を容易

的に高い。

に雇うことができるということである。毎年大学卒業者

図表２

メキシコへの直接投資総額（2000〜10年：総額2452.6億ドル）
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図表３

国別対メキシコ直接投資額（2000〜10年）
（単位：百万ドル）

米

国

124,545.43

スペイン

38,022.86

オランダ

36,033.06

用には50万ドル以上、もしくは生産高の10％以上を輸出すること
が必要。機械設備に対する関税の免除はない。サービス業もその対
象となる。一時輸入の状態で国内に滞留しておける期間は、燃料、
潤滑油、原材料、部品等は18カ月、コンテナ、トレーラーケースは
２年間であり、製造や加工に必要な機械設備等は制度利用期間中有
効である。

カナダ

9,637.97

イギリス

7,842.53

バージン諸島

5,198.25

スイス

4,100.19

ドイツ

4,064.30

ルクセンブルク

1,855.45

旅行やビジネス目的でメキシコを訪れる外国人の数は

ベルギー

1,369.17

毎年増加している。このことは、
「治安が悪いからビジ

デンマーク

1,215.00

ターが減少している」という通説とは逆の現象を示唆し

日

1,013.39

ている。GDP成長と経済の安定が、国の治安の改善に

シンガポール

963.64

つながっている。また一方、メキシコから他国へ流出す

韓

871.60

る人数は減少している。最近ニュースで取り沙汰される

819.80

ような麻薬トラブルについては、麻薬組織間の抗争に起

本

国

ブラジル

注：数値は投資国側の情報に基づく。
出所：Directory General for Foreign Investment of the Ministry of
Economy

4. 治安：「想像するよりもメキシコ
は安全」といえる理由

因するものであり、ビジネスマンや一般の観光客に影響
するようなケースはほとんどない。現在、政府も麻薬撲
滅運動を強力に推し進めている。メキシコで麻薬組織が

図表４

セクター別対メキシコ直接投資額（2000〜10年）
（単位：百万ドル）

なぜそれほどまでに力をもっているかというと、米国が
麻薬のマーケットであり、米国に麻薬を持ち込むために

104,326.33

メキシコを通過するケースが多いからだ。このため、メ

63,722.44

キシコ一国だけでこの問題に取り組んでも効果は少な

他サービス業

24,684.48

く、米国もともにこの状況を改善する努力をしないと、

商

製造業
金

融

業

20,306.03

なかなか解決が困難な状況である。残念なことに、逆に

通信・運輸

14,864.40

米国からは銃器などの武器がメキシコに入ってきてお

鉱業・石油

9,124.77

り、それが麻薬組織の手に渡っていることは、きわめて

建設業

5,415.13

大きな問題となっている。このため、現在メキシコ政府

エネルギー・水

2,320.70

は米国政府と連携し、問題解決に真剣に取り組んでいる

農

業

499.01

出所：PROMEXICO

ところである。
上記のとおり、メキシコは治安的に必ずしも問題ゼロ
とはいえないが、ビジネスを行うに当たっては直接的な
影響はないといえる。

のうち９万人以上がエンジニアになっており、これは米
国の３倍に相当する。それだけエンジニアの雇用が容易

5. ロケーション

であるいうことだ。直接投資する企業の多くは、優秀な
労働者をすぐに雇うことができるという点を考慮してメ

ルーティング、コネクション、ロジスティクス（物流）

キシコを選択している。このほかにもアドバンテージは

の競争力は、メキシコ保税地域の３つの柱である。メキ

多々あるが、この２点が特に重要なポイントである。

シコの沿岸および内陸港などに位置する保税地域では、
完成した製品や原材料、製造部品を保管している。特に、

注１：マキラドーラ（Maquiladora de Exportación）は、1965年に制
定された保税加工制度。製品を輸出する場合、当該製品を製造する
際に用いた原材料・部品、機械などを無関税で輸入できる。
注２：IMMEX（新マキラドーラ）：輸出製品に対する輸入保税制度。適
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欧州の会社は倉庫を保有して、たとえば欧州からの輸入
品をメキシコに一時保管し、そこから中南米、北米に輸
出している。メキシコはロジスティクスという観点から
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よいロケーションに位置しているだけでなく、前述した

れる。トラックやバイクを製造する企業も多い。最近の

IMMEXなどのプログラムを通じた税制面でのメリット

プロジェクトでは、貿易協定締結国向け輸出生産が増加

もあり、コストの削減が可能である。

しているが、海外向けのみならず、メキシコ国内市場向

これからメキシコへの投資を検討する企業は、もちろ

けにも製造されている。

ん土地を取得して会社を設立する必要があるが、その場

メキシコの自動車生産台数はリーマン・ショック時に

合、現在では民間の不動産業者から購入するよりも、工

米国経済の影響を受けて縮小したものの、2010年には

業団地内に土地を購入する方法が人気となっている。メ

Ｖ字回復して230万台を達成、2011年には250万台を超

キシコにはAMPIPという工業団地協会があり、加盟会

えると予想されている。メキシコはこれまでNAFTA

員が属する工業団地の地図を協会のホームページで公開

圏における自動車供給の主要拠点として成長を遂げてき

しており、だれでも閲覧が可能である。工業団地の中は

た。メキシコ政府は欧州や南米諸国との自由貿易協定拡

設備も整っており、電気・水道なども敷設されていて、

大を通じて輸入関税ゼロ化を図っており、今後は、メキ

町から離れた土地を買うよりも工業団地内に工場・倉庫

シコの現地法人には新たに南米向け拠点としての役割も

をつくることをお勧めする。

加わって、全米州向けの供給拠点として生産拡大が期待

メキシコは、米国に比べて25％もの製造コスト優位

されている。

性がある。特に北米マーケットをターゲットとする企業
にとっては、米国との時差がないためビジネスがしやす
く、またアジアでモノを生産して米国へ輸送するより、

7. 日本の対墨（メキシコ）直接投資
（2005〜10年）

メキシコから輸送するほうが日数を大幅に短縮できる。
メキシコ進出の理由として、
「円高のため日本で生産

6. 実績のあるメキシコの産業

しても採算がとれない」とよくいわれるが、現在ではそ
れ以外にも「電力供給の問題によって、日本国内でフル

メキシコで成功している産業は、大きく３つのセクタ

キャパシティでの生産ができない」と心配する企業も増

ーに分けられる。ひとつは、インフラである。メキシコ

えている。しかしながら、日本の工場を閉めてメキシコ

政府はインフラ整備に特に力を入れており、ロジスティ

でのみ生産するという方式よりは、メキシコの工場はメ

クスのレベルを上げようと考えている。物流網の向上に

キシコ国内のマーケット、およびメキシコが貿易協定を

より、さらに直接投資が増加し、雇用が創出され、国内

結んでいる国々へのマーケット向け製品の生産拠点とす

産業を活性化できるからだ。インフラプロジェクトは公

るほうが理想的であろう。つまり、コスト削減のためだ

開入札にかけられることが多く、日本企業も多く参加し

けではなく、マーケットを開拓・拡大するという積極的

ている。電気、LPガス、水処理のプロジェクトが最多

な視点で、メキシコでのプロジェクトを進めるべきだと

の部門である。

考える。

次に、電気・電子産業がある。国内マーケットはもち

日本のメーカーにとってメキシコ直接投資の最大のメ

ろん、米国向けのテレビ、冷蔵庫、電気部品の生産が、

リットは、日本とメキシコのEPA協定の利点が活用で

それぞれ活況をみせている。

きる点である。また、南米市場向けの供給拠点としては、

３つめは、自動車産業である。米国のビッグ３、欧州

メキシコから南米に輸出する方法がいろいろな面で有利

のフォルクスワーゲン、ベンツ、BMW、そして日本の

となる。たとえば、ブラジルでは現地生産する場合に一

自動車メーカーなど、世界中の自動車メーカー、サプラ

定割合の現地部品の調達が必要となるが、日本の部品メ

イヤーがメキシコに集積している。日本企業で最初に進

ーカーの進出が少なく日系企業の部品生産基盤が弱いた

出したのは日産自動車で、すでに約50年の歴史がある。

め、優良な部品調達に困難を来すおそれもある。対して、

それに続いてホンダ、トヨタ。先日のニュースでは、マ

メキシコには日系部品メーカーの進出が多く、米国向け

ツダもメキシコ進出を果たして、小型車の生産工場を着

拠点として一定の生産実績があるので、上記のような懸

工したと公式発表があった。自動車産業ではメーカーと

念がない。したがって、メキシコから南米に輸出すれば、

一緒に、さまざまなサプライヤーが進出してくるので、

南米に投資せずともこの巨大市場にアクセス可能と

今後もメキシコの自動車産業はますますの伸展が見込ま

なる。
2011.11
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図表５

8. 日墨二国間貿易額の推移
（2005〜10年）
メキシコと日本は2005年に貿易協定を結び、以後二
国間貿易は順調に推移してきたが、2009年には世界的
金融危機の影響により減少した。しかしながら昨年
（2010年）は若干持ち直し、今年に入ってからも月単位
のデータでは、昨年よりよい結果が出ているので、2008

日墨の品目別輸出額割合（2010年）
機械類および
輸送用機器
38％

食料品
19％

メキシコの
対日輸出

雑製品
16％
その他
15％

日本の対
メキシコ輸出

機械類および
輸送用機器
71％

化学製品 化学製品
３％
５％
工業製品
15％

年の水準まで戻るのではないかと思われる。
両国の貿易統計によれば、メキシコが日本から輸入す
る額は日本がメキシコから輸入する額を上回っている。

工業製品 ７％ その他 ３％

雑製品 8％

出所：PROMEXICO、日本財務省

日本からの輸入品のほとんどは、メキシコで加工または
完成品にされ、日本や米国に再輸出されている。したが

メキシコから日本への輸出で機械・機器の次に多いの

って、両国の貿易は結果的にメキシコにとってプラスで

が食品に関係する商品だ。日本で消費されるアボカドの

ありさまざまな指標もそれを証明している。実際は、メ

９割以上がメキシコ産である。そのほか、大手外食産業

キシコから日本への輸出額をもっと増やしたいというの

がメキシコの牛肉・豚肉を輸入し、レストランメニュー

が本音である。今は円高によってメキシコ製品が相対的

や弁当として販売しているケースが多々あることは、あ

に割安となっているので、今後メキシコから日本への輸

まり知られていないだろう。日本市場でのメキシコ産豚

出が増える可能性は十分あるものと期待される。

肉・牛肉のシェアは、第４位となっている。貿易協定の

日墨間の主要な貿易品は、輸入国で加工し、完成品に

中には割当制度があり、その割当内であれば日本はより

するための機械・機器など中間財である。メキシコでつ

安く豚肉、牛肉、鶏肉を輸入することができる。図表５

くられた部品が日本に輸出されるケースや、メキシコが

にあるように、そのほかさまざまなものがバランスよく

日本から部品を輸入して組み立て、完成車を日本に逆輸

日本に輸出されている。

出するケースもある。

＊お問い合わせはjapan@promexico.gob.mxまで。
PROMEXICOは、直接投資および貿易促進のための各種サービスを提供しているメキシコ政府機関であり、各国の言語での情報提供
や専門家によるコンサルティングサービスなど、メキシコ国内のみならず全世界での幅広いネットワークを通じてさまざまなサポート
を行っています。
企業様のメキシコ出張などの際には、官民両セクターとの強いネットワークを活かし、現地でのアポイント取得やスケジュールアレン
ジ、現地サプライヤーの紹介なども行っております。
PROMEXICOホームページ（英語版サイト）には多くの最新情報がアップされていますので、ぜひともアクセスしてご参照ください。
http://www.promexico.gob.mx/
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