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浩司
籍企業の生産・販売戦略にも影響を及ぼし、その結果、

はじめに：問題の所在および本稿の
目的・構成

同国のこうした産業では、米国市場向けを中心とする世
界のマーケットへの「輸出拠点」としての地歩が急速に
固められてきた、といえよう。事実、後でも確認するが、

メキシコは、1982年８月の累積債務危機問題を契機

80年代末以降、メキシコ自動車産業の成長は、主に輸

に、80年代半ばごろから、大幅な経済自由化・グロー

出拡大によって支えられてきたし、この傾向は2008年

バル化への道を歩み始め、開発戦略的には、それまでの

秋の、いわゆるリーマン・ショック以後も基本的に続い

国家規制・国内市場志向を基本とする「内向き」の戦略

ている。同ショック以降、中国や、本稿でも比較対象と

（輸入代替戦略）から、対外開放（積極的な外資誘致）

して取り上げるブラジル等に象徴されるように、相対的

や輸出志向を基本とする「外向き」の戦略へと180度転

に国内に大きな市場を有する発展途上国では、国内市場

換した。

を重視した発展戦略の積極的展開がみられるなか、ブラ

累積債務危機への処方箋として、IMF（国際通貨基

ジルと同様、ラテンアメリカのもうひとつの大国である

金）や世界銀行（世銀）により、経済安定化政策と構造

メキシコが輸出志向の路線を継続しているとみられるこ

調整政策（経済自由化策）の実施が提示されてきたが、

とは興味深い点である。

同国は基本的にはこれら政策を積極的に遂行してきた。

他方、こうした自由化・輸出主導の産業成長路線は、

IMFや世銀の考え方が新古典派経済学をベースとして

メキシコの経済・産業を考えるうえでのボトルネックと

いることを考慮すると、同国はいわば、オーソドックス

してこれまでにもたびたび指摘されてきた、産業構造の

な経済学の「教科書」通りの政策を展開してきた、とい

脆弱性、より詳しくいえば、部品産業を主とするサポー

えるだろう。

ティング・インダストリー（Supporting Industries：

1994年１月に発効したNAFTA（北米自由貿易協定）

以下、SIと表記）の脆弱性という問題を生み出してきた

もこうした文脈の一環としてとらえることができるし、

ことも見逃せない。本稿は、同国の自動車産業（広くい

その後も、同国はEU（欧州連合）や日本など、さまざ

えば製造業）が持続可能な発展を実現していくためには、

まな国・地域とのFTA（自由貿易協定）の締結を積極

このSIの問題解決（改善）がきわめて重要であると考え

的に推し進め、現在では、世界三大市場ともいえる米国、

る。その基本的な論理は以下のとおりである。

欧州、日本のすべてとFTAないしEPA（Economic

SIおよびその発展は、いうまでもなく、その国の雇用

Partnership Agreement：経済連携協定）を締結して

拡大や国内付加価値の増大、技術発展（蓄積）に大きく

いる「FTA」大国となっている。この 自由化の優等

寄与するだけでなく、マクロ経済の安定的維持という点

生 というべきか、FTA戦略を柱とする積極的な対外

においても重要な鍵を握っている。すなわち、SIの脆弱

開放路線は、本稿が主な分析対象とする自動車産業、よ

性は、実際、80年代末以降のメキシコ自動車産業（製

り広くいえば、組立加工型を中心とする製造業（アパレ

造業）でもみられたように、経済自由化と相まって、輸

ルや電機・電子産業など）に属する企業、とりわけ多国

入依存の傾向を招き、ひいては、経常収支（赤字）問題
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とそれをカバーするための過度の短期資本依存の構造へ

下において、ますますその現実味を帯びているとも考え

と発展する可能性を有しているが、この過度の短資依存

られる。こうした問題は次節でも詳述することにする。

が、現代の金融グローバリゼーションの中で、通貨・金

本稿は、上記のような問題意識を踏まえ、まず、自由

融危機を引き起こすファクターとなり得るからである。

化・グローバル化の中での開発モデル（開発主義国家モ

1994年末の同国の通貨・金融危機（いわゆる テキー

デル）の変容や、国家と外資（多国籍企業）間のバーゲ

ラ・ショック ）も基本的にはこのような構図の中で起

ニングの問題等、発展途上国の経済発展戦略を考えるう

こったものと理解できよう。

えで重要な理論的検討を手短に行い、上でも触れたよう

さらに、現代のグローバリゼーション時代において、

に、持続可能な発展のために、SIの育成、広くいえば、

SIの充実化（裾野産業の発展・深化）
、より広くいえば、

産業クラスターの充実化が重要であることを示す。次に、

産業クラスターの発展（量的拡大や質的向上）は、その

メキシコにおける80年代半ば以降の開発モデルの変容

国の産業競争力をも規定するファクターとして、ますま

に伴い、実際に政府の自動車産業に対する政策がどのよ

すその重要性を高めてきているように思われる。一般に

うに変化したのか、またその下で同産業の特性やパフォ

経済自由化・グローバル化は、企業（多国籍企業）に対

ーマンスはどのように変貌を遂げたのか、について検討

し、その自由度や移動性（mobility）を高め、よりフッ

する（第２節）
。そして第３節では、近年、生産台数で

トルース（footloose）に、すなわち、機動的に動ける

メキシコを大きく引き離し、高成長を続けているブラジ

環境を提供すると考えられる。同時に、それは、国家

ル自動車産業を取り上げ、メキシコの発展パターンと比

（政府）に対しては政策体系の転換、すなわち、産業・

較し、最後に、これらの検討を踏まえたうえで、若干の

外資政策の例で考えると、従前の国産化規制や輸入禁止

政策的含意を述べ、本稿の結びとする。

（制限）といった「規制」型の政策体系から、積極的な
外資誘致や税制等の面でのインセンティブ付与をはじめ
とする「促進」
（promotion）型のそれへの転換をもた
らすといえよう。

1. ラテンアメリカ諸国における開発
モデルの転換と多国籍企業とのバ
ーゲニング問題：理論的検討

このような状況のもと、その国が、自国の産業・技術
発展のため、アセンブラー（完成品組立業者）や１次サ

19世紀前半に政治的独立を果たした多くのラテンア

プライヤーだけでなく、２次以下のサプライヤーも含め、

メリカ諸国（メキシコは1821年にスペインから、ブラ

数多くの外資の誘致を実現したり、自国企業の育成を図

ジルは1822年にポルトガルからそれぞれ独立）は、同

ったりするためには、またこれら企業が地元経済に定着

世紀後半ごろからの先進工業国に対する工業原材料や食

し、製品や製造プロセス、開発・設計からアフターサー

糧等の１次産品輸出に特徴づけられる「輸出経済期」を

ビスに至るまでの工程（機能）面等においてアップグレ

経て、工業化（輸入代替工業化）の道へと歩み出すこと

ーディング（高度化）を進めていくためには、その国・

になるが、その最大のきっかけが、1929年の「世界大

地域内の産業クラスターの魅力を高めていくことがます

恐慌」であった。すなわち、世界恐慌に伴う先進諸国に

ます重要な要件となってきていると考えられる。裏を返

おける１次産品需要の低迷等を背景に、それまでの輸出

せば、メキシコ・マキラドーラに象徴されるように、低

拡大を軸とした経済路線が急速に行き詰まりをみせるな

賃金労働に依存した単なる組立加工型の発展形態、あえ

か、貿易収支悪化に直面したラテンアメリカ諸国は、工

てクラスターという言葉を用いれば、きわめて不十分な

業製品の輸入制限、それに代わっての工業製品の国内生

クラスター化は、賃金が上昇さえすれば、企業の撤退を

産（拡大）へと向かうこととなった注１。ただし、この時

招きやすく、その意味で、持続可能性に乏しいというこ

代の工業化はどちらかといえば経常収支（国際収支）危

とである。

機への対応という側面が大きく、また輸入代替の中身と

このような産業クラスター発展の必要性は、グローバ

しては繊維・衣類や食品加工等の軽工業（非耐久消費財）

リゼーションによって企業間のコスト競争がいっそう激

を主としたものであった（第１次輸入代替）が、国家の

化し、また、もの造りのシステムとして、ジャスト・イ

開発戦略の中心として工業化が明確に位置づけられ、本

ン・タイムに象徴されるトヨタ生産システム（日本型生

稿の対象とする自動車・同部品や電機・電子等の耐久消

産システム）が世界的にも普及してきている現代の状況

費財や、鉄鋼・化学製品等の重化学分野での工業化政策
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（第２次輸入代替）が本格的に遂行されるようになるの
は1950年代以降であった。

となった。実際、メキシコやブラジルの自動車産業、特
に完成車部門では、地元資本のメーカーは次第に淘汰さ
れ、専ら多国籍企業が産業の担い手となっている。ここ

注１：ラテンアメリカ経済の歴史については、Furtado, Celso（1976）
Economic Development of Latin America: Historical Background &
Contemporary Problems（Scond Edition）
, Cambridge University
Press、細野昭雄（1983）
『ラテンアメリカの経済』
、東京大学出版
会等を参照。なお、工業化の萌芽は、１次産品の輸出拡大に伴う国
内所得の上昇を背景に、すでに「輸出経済期」のころからみられて
いた［Furtado（1976）: pp.100-110］
。

に、外資を受け入れる側の同諸国の政府と多国籍企業間
のバーゲニング（交渉）という視角に光を当てる重要性
があるといえる。つまり、両者の利害は根本的なレベル
では異なると考えられる状況下、両者間のバーゲニング
のあり方やその帰結が、産業の特性やパフォーマンス等
を決定づける重要な要素となるからである。

次節で詳述するが、メキシコにおいては1962年の第

この外資のコントロール力を含めた、ラテンアメリカ

１回自動車令によって、またブラジルでも50年代半ば

諸国の「開発主義国家」モデルは、低インフレのもとで

以降、GEIA（Grupo Executivo da Indústria Auto-

長期の安定的成長を遂げた「メキシコの奇跡」
（1940〜

mobilística）の設立等を機に、本格的な自動車国産化

70年代初頭）や、工業部門を中心に高度経済成長を遂

政策が推進されるようになる。また同諸国、広くいえば

げた「ブラジルの奇跡」
（1968〜73年）に代表されるよ

発展途上諸国の工業化を理論面で支えたものとして、

うに、一定の効果をあげたが、その評価としては、新古

UNCTAD（国際連合貿易開発会議）の初代事務局長を

典派経済学者を中心に、主に産業の国際競争力が育たず、

務めたラウル・プレビッシュ等の理論、すなわち、１次

非効率な生産体制を温存させた、として総じてネガティ

産品の輸出経済体制を自国の交易条件悪化を招くものと

ブなものだったといえよう。そして、冒頭でも触れたよ

して批判した長期的交易条件悪化説（中心―周辺理論）

うに、82年の累積債務危機の発生を契機に、この開発

が特筆できよう。

モデルは大きな転換期を迎えることとなる。これに対し

この第２次輸入代替期における開発モデルの特徴は、

て、その「開発主義国家」モデルが高い評価を与えられ

高関税や輸入制限（禁止）
、外資の出資制限、ローカル

てきたのが、韓国やシンガポールをはじめ東アジア地域

コンテンツ規制等の政策ツールによって代表される、国

であった。同地域では、輸出志向の多国籍企業の誘致や

家（政府）による「規制」型にあった。この自国市場へ

それとの合弁事業を成功に導きつつ、先進国（主に米国）

の積極的な政府介入をその旨とする開発戦略は、理論的

市場への輸出主導に基づく高度な経済発展が実現され、

に考えれば、
「幼稚産業保護」論に代表されるように、

それは「東アジアの奇跡」
（93年の世界銀行レポート）

一般に後発国が工業化を遂行していくために必要な手段

とも呼ばれた。この両地域のパフォーマンスの差を説明

と考えられ、これは、ラテンアメリカ諸国に限らず、戦

するファクターとして、政府の 自律性 （民間企業等、

後のアジア諸国をはじめ、広く後発国（発展途上国）へ

社会からの圧力に屈しない強い政府）や 能力 （官僚

と普及していく「開発主義国家」モデルとして整理でき

の一貫した政策実行能力）が開発主義国家論者によって

るものである。

指摘された 注２。すなわち、ラテンアメリカ諸国では、政

また第２次輸入代替プロセスにおいて指摘すべきは、

府の自律性や能力という要素が乏しかったため、企業

外資導入の必要性が急速に増したことである。それは、

（社会）からのレントシーキング（特定の利益追求や利

第１次のプロセスに比し、資本や技術的な集約度（要請

益誘導）活動の影響を受けるとともに、長期の一貫した

度）が格段に増し、自国資本（企業）のみでは工業化の

政策遂行も実現されず、結果、東アジアでみられたよう

達成が困難となってきたからである。外資の活用は一般

な、高度な経済発展へと導くことに失敗したとされる。

に、資本出資（導入）を伴う海外直接投資や、それを伴
わない技術供与やOEM生産等の形態が考えられるが、
メキシコやブラジルをはじめ、ラテンアメリカ諸国では
前者の形態が主流となった。
このように、1950〜60年代以降、ラテンアメリカ諸

注２：発展途上国の経済発展における国家の役割を重視した代表的な研究
としては、Amsden, Alice H.（1989）Asia’s Next Giant: South
Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, Wade,
Robert（1990）Governing the Market: Economic Theory and the
Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton
University Press等がある。

国の産業、とりわけ自動車・同部品等の耐久消費財産業
では、外資（多国籍企業）への依存が急速に高まること
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前述のような「開発主義国家」モデルやそれを巡る議

成長も伴いつつ、長期にわたる高度な発展を遂げている

論は、90年代以降の世界的なグローバリゼーションの

現代中国の例が示唆しているように、こうした議論には

時代を迎え、地域を問わず、大きな見直しを迫られてき

一定の妥当性があるように思われる。本稿ではこうした

ている。本稿は紙幅の制約上、こうした問題について詳

見方をもとに、メキシコ自動車産業の将来的な発展課題

しく論じることはできないが、一般に金融や経済活動の

等について検討することが主な目的である。

グローバリゼーションによって、金融資本や多国籍企業

メキシコ自動車産業は、80年代初めごろまでの輸入

の自由度やそれによる影響力が格段に増大する反面、国

代替期には（1）の優位性を基に国内市場を中心に成長

家の役割や能力は大きな低下を余儀なくされるという通

し、それ以後は、
（2）と（3）の低廉な非熟練労働の存

説に対し、必ずしもそうとはいい切れない、すなわち、

在という優位性をもとに、主に世界最大のマーケットで

対企業（多国籍企業）との関係でいえば、国家の役割・

ある米国向けの輸出拡大を通じて成長を遂げてきた。し

能力や政策の有効性は、それとのバーゲニング次第であ

かし、80年代以降の発展形態は、依然、低賃金労働に

る、といった見方が対峙するかたちで議論が進行してい

依存した組立輸出の域を脱しておらず、冒頭でも述べた

注３

るといえよう 。

ように、グローバリゼーション時代において、こうした
形態は持続可能性をもち得ない。したがって、同産業に

注３：Chang, Ha-Joon（2003）Globalisation, Economic Development
and the Role of the State, Zed Books等を参照。

おける今後の発展の方向性としては、これまでの（2）
と（3）の優位性だけでなく、
（4）の優位性獲得に向け
た政策を積極的に展開していくべきであろう。すなわち、

後者の議論を支える理論的根拠は以下の点、すなわち、

クラスターの充実化（特にSIの発展）が、さらなるサプ

国家は、本稿の対象とする発展途上国の場合でも、何ら

ライヤーの誘致や新規設立を呼び込み、より厚みのある

かの 優位性 （advantage）を有しているのが一般的

クラスターへと成長させるという好循環をつくり出し、

であり（もちろん、例外が存在することは否定しない）
、

そのことを通じて、そのクラスター内の企業が撤退

こうした優位性（バーゲニング論者の用語でいえばバー

（Exit）オプションを採用した場合の機会コストを高め

ゲニング・チップ）をもとに、国家（政府）は、資本

ることが重要になるといえよう。

（多国籍企業）の側の間で競争を生じさせ、自らに有利

こうした方向性は、上述したように、部品や材料の現

なかたちで政策展開できる余地が存在する、という点に

地調達が重要となってきている状況において、より現実

ある。

味のある戦略だと考えられるし、またこれは現在、同国

発展途上国が有する有力なバーゲニング・チップは、

でも主流となっている「促進」型の政策ツールによって

（1）大きな国内市場とその将来的有望さ、
（2）巨大な市

も可能といえよう。ただし、最後でも述べるが、
（4）の

場へのアクセスのよさ（近接性）
、
（3）低廉で優秀な労

優位性獲得は、
（1）の優位性とも関連していることにも

働力（単純労働に従事する非熟練労働者だけでなく、エ

留意しなければならない。それでは次に、上述した規制

ンジニア等の技術者や熟練労働者）の豊富な存在、
（4）

型から促進型への開発モデルの転換が、メキシコ自動車

部品の現地調達や、さまざまな有用な情報の入手、近場

産業においては具体的にどのように現れたのか、みてい

での専門的人材の確保を可能にする、高度に発達した産

くことにしたい。

業クラスターの存在、
（5）豊富な天然資源の保有――に
大きく整理できるだろう（人材登用という点では（4）
は（3）と重なっている）
。

2. メキシコにおける開発モデルの転
換と自動車産業

このようにみてくると、確かに、経済自由化・グロー
バリゼーションを受け、上述したように、途上国におけ

メキシコ自動車産業の歴史は古く、それは1925年の

る開発戦略の基本的体系は、規制型から促進型へと大き

フォード社による同国でのノックダウン生産の開始にま

く変化し、それにより、途上国政府がとり得る政策の範

でさかのぼれるといわれるが、まず、同産業の発展段階

囲も従前に比べ狭まってきている面もあるといえよう

については、①1920年代から60年代初頭までのノック

が、
（1）や（3）をはじめ、多くの優位性を背景に、自

ダウン生産期、②60年代から80年代初めごろまでの輸

動車や電機・電子（IT）産業等を中心に、自国資本の

入代替期（部品の国産化）
、より具体的にいえば、国産

10

2011.11

【特集】ラテンアメリカ特集

化率向上と輸出振興とが同時に推進された時期、③80
年代末ごろからの大幅な自由化・輸出志向期――に大き

産化路線が事実上放棄されるに至ったのである。
具体的には、89年政令により、
（1）国産化率（国内

く整理できるだろう。以下、②から③への政策転換と、

付加価値率に名称変更）の段階的引き下げに代表される

そのもとでの生産・輸出額推移や、多国籍自動車メーカ

部品調達の自由化、
（2）
（アセンブラーに対する）貿易

ーの販売や立地戦略の変化（産業クラスターの地理的移

収支均衡義務の規制緩和、
（3）
（貿易収支黒字のもとで

動）等の問題を中心に述べていく。

の）新車輸入の自由化、
（4）部品セクターにおける外資

②の時期は、1962年の第１回「自動車令」
（政令）公

の出資比率規制の撤廃 注５ ――等の自由化プロセスが進

布によって開始されたが、これ以降、同産業では基本的

行した。またこの89年の自動車令およびそこで定めら

に、この政府による「自動車令」によって産業のあり方

れた自由化プロセスは、NAFTAのスケジュールと連

が規定されていくことになる注４。初期の自動車令は、完

動しながら進展し、最終的には2004年以降、NAFTA

成車の国産化率60％以上の義務づけ（62年の自動車令）

体制へと完全に組み込まれた。すなわち、2003年末を

や、
（アセンブラーに対する）国産化義務部品（エンジ

もって自動車令は事実上廃止となり、その歴史的役目を

ン等）の指定および生産ライン・モデルの制限（72年

終えることになるのである。これ以降、自動車産業に関

の第２回自動車令）
、部品メーカーに対する外資出資比

する政策は基本的に、各国・各地域とのFTA（EPA）

率の制限（外資40％以下）
（同72年）
、企業（アセンブ

戦略の枠組みの中で決まるようになり、その政策体系は、

ラー）別の年間の「外貨予算」制（収支均衡義務）の導

FTAないし自動車貿易協定の締結とそれによる自動車

入（77年・83年の第３・第４回自動車令）等々、専ら

生産・輸出拠点としての魅力のアピールを通じた外資企

「規制」型の政策内容によって特徴づけられた。この時

業の誘致に代表される、
「促進」型へと大きく転換した。

期、完成車や主要部品の輸入が事実上不可能となったこ
とにより、米国のビッグ３やフォルクスワーゲン、日産
自動車が相次いで同国に進出ないし追加投資を行い、自
動車の本格生産を開始、最も人口の集中する首都圏を中

注５：正確にいえば、89年政令によって、メキシコ外資法の規定外となる
国内供給業者（Proveedor Nacional）というカテゴリーが新たに
つくられ、これにより外資100％の部品メーカー設立が可能とな
った。

心にクラスターが形成されていった（図表１参照）
。メ
キシコにとっては、上でも確認したように、国内の雇

さて、このような開発モデルの転換に伴い、同産業の

用・付加価値増大や技術水準向上を目的に、本格的に国

特性やパフォーマンスはどのように変化したのであろう

内市場（発展）を中心とした輸入代替戦略が推進され始

か？ そのポイントを整理すると、①完成車両やエンジ

めた時期であり、産業の裾野の広い自動車はまさにその

ン等の主要部品の輸出急拡大とそれに伴う中間財（部品）

代表的な戦略産業であったといえよう。

等の輸入急増、②（米国市場により近い）北・中部地域
における自動車産業クラスターの台頭（図１の（A）、

注４：メキシコ自動車産業における自動車令の詳細については、芹田浩司
（2000）「経済グローバル化とメキシコ自動車産業―国内部品産業
に対する多国籍企業戦略のインパクト―」
『アジア経済』第41巻第
３号、アジア経済研究所を参照。

（B）の新クラスター）
、③部品セクターにおける変化、
すなわち外資（100％）の進出増加と、内資（メキシコ
資本）中心から外資中心の構造への転換、④ ①と関連
するが、SIの弱体化とそれに伴う貿易収支の悪化――に

自動車令はその後、
「規制」型に加え、輸出パフォー
マンスに従って国産化義務に関し、より低い比率を容認

まとめられる。もちろん、これらは関連しており、全体
としてとらえる必要がある。

するなど、主に輸出振興を目的とする「促進」型の内容

②から付言すると、GMやフォード、日産自動車によ

も入り込むようになり、そして債務危機後の89年、最

る北・中部地域（首都圏よりも北方の地域）への（米国

後の自動車令となる第５回自動車令によって、③の段階

向け）輸出中心の新工場設立の動きは、すでに1970年

へと進むことになる。すなわち、開発モデルの大きな枠

代後半ごろからみられ、その背景には、主に日・米企業

組みでいえば、冒頭でも触れたIMF・世銀主導の構造

間の競争激化とそれに伴うコスト低減の必要性増大があ

調整政策のもと、同産業においても、輸出拡大およびそ

ったと考えられるが、このように、賃金メリットのある

のために必要とされる種々の規制緩和や自由化が断行さ

同国を、主に米国市場への輸出拠点（オフショア生産拠

れ、62年以降、一貫して掲げられてきた輸入代替・国

点）として位置づけようとする多国籍企業の利害と、輸
2011.11
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図表１

メキシコにおける自動車の生産拠点（産業クラスター）

自動車メーカー名

州・都市名

生産開始年

主要生産品

（1） トヨタ

バハカリフォルニア・
ティファナ

2004

ピックアップトラック（タコマ［荷台および車両］）

（2） フォード

ソノラ・エルモシージョ

1986

乗用車（Escort、Focus）

（3） フォード

チワワ・チワワ

1982

エンジン

（4） ゼネラル・モーターズ
クライスラー

コアウイラ・ラモスアリスペ
コアウイラ・デラマデロ

1981

乗用車（Chevy、Cavalier等）
、
エンジン、
トランスミッション
乗用車（ピックアップ）、ラモスアリスペニエンジン工場

（5） 日産自動車

アグアスカリエンテス・
アグアスカリエンテス

1983

（6） ゼネラル・モーターズ
マツダ

グアナファト・シラオ
グアナファト・サラマンカ

（7） ホンダ

ハリスコ・グアダラハラ

1995

乗用車（Accord）

（8） ゼネラル・モーターズ

メキシコ・トルーカ

1965

トラック

フォード

メキシコ・クァウティトラン

1964

乗用車（Fiesta-Ikon）
、エンジン

クライスラー

メキシコ・トルーカ

1965

乗用車（SUV含む）。（注）合併前はクライスラー工場

ボルボ

メキシコ・トウルティトラン

1995

トレーラー、バス

1995

乗用車（Sentra）
、エンジン、トランスミッション。
2001年より、ルノー車（Clio、Platina）も同工場で生産

1994
乗用車（SUV：Suburban、Avalanche）
2013（予定） 乗用車（デミオ、アクセラ）

＆トルーカ
メキシコ・レルマ

1978

エンジンおよびブレーキ部品等の鋳造

（9） 日産自動車

日産自動車

モレーロス・クエルナバカ

1966

乗用車（Tsuru）、ピックアップ（Tsubame）

（10） フォルクスワーゲン

プエブラ・プエブラ

1964

乗用車（New Beatle、Golf、Jetta、Sedan）

出所：筆者作成 （各種資料による）

出振興を目指すメキシコ政府の利害とが一致し、この北

向けであるため、輸入部品への選好が高まり、80年代

方地域が新たな自動車生産拠点として台頭、次第に同産

末からの自由化と相まって、同時に部品輸入の急増もも

業の中心的役割を担うようになるのである。

「規制」型の時代に
たらすこととなった 注６。すなわち、

そして、この新クラスターの発展は、①の驚異的な輸

おいては使用を義務づけられていた現地産部品から、輸

出パフォーマンスを生み出すことになる（図表２参照）
。

入部品への調達の切り替えが広範に生じることとなった

しかしその一方、この輸出は、コストや品質、納期等の

が、ここで留意すべきは、先進工業国に比し、もともと

面で厳しい競争原理が貫かれる先進国（主に米国）市場

SIの競争力が弱いと考えられる同国（広くいえば発展途
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図表２

メキシコ自動車産業における輸出額（部品を含む）の推移（1982〜2010年）

（百万ドル）
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10（年）
出所：INEGI, La industria attomotríz en México（各年版）
。ただし、1993〜2010年のデータはINEGI Webpage
（http://www.inegi.org.mx/）のEI Banco de Información Económica（BIE）
（http://dgcnesyp.inegi.org.mx/bdiesi/bdie.
html）を参照

上国）では、輸出の拡大と、国産化率維持（向上）との

現地調達率は金額ベースで60〜70％、部品点数ベース

間には一定のトレード・オフ関係が存在するという点で

で41％であった（後者調査時）ことからみても、SIの

注７

あろう 。前者を重視すればするほど、その半面、後者、

中でも２次サプライヤー以下がとりわけ弱いといえるだ

そしてそれを支える国内のSIが犠牲になる（④の問題）

ろう。

という側面があるのである。
注６：メキシコ自動車産業の貿易収支について確認すると、本格的な自由
化が始まった90年以降、赤字に転落、その後も輸入が拡大し、94
年まで大幅な赤字が続いた。具体的な輸出入額では、90年の輸出額
48億3800万ドルに対し、同年輸入額は57億7800万ドル、94年では
輸出額107億9600万ドル、輸入額114億7100万ドルだった［INEGI,
La industria automotríz en México（各年版）参照］
。
注７：この問題について、詳しくは芹田浩司（2010）
「輸出指向戦略は万
能か？ メキシコ自動車産業の事例」
［田中祐二・小池洋一編『地域
経済はよみがえるか―ラテンアメリカの産業クラスターに学ぶ』
（
「失われた10年」を超えて―ラテンアメリカの教訓 第２巻 第８
章）
、新評論］や、芹田（2000）
［前掲論文］を参照。

注８：より詳しくは、芹田（2000）
［前掲論文］
、芹田（2007）
「メキシコ
における経済自由化と産業クラスター―自動車産業の事例」
、
『釧路
公立大学地域研究』第16号を参照。

また、メキシコのINA（自動車部品工業会）による
と、2007年時点の部品メーカーの数は約1000社で、う
ち、１次サプライヤーが345社、また資本別では７割が
外資系によって占められるのに対して、アジアのタイで
は、部品メーカー総数が約2000社とメキシコの倍、ま
たその約８割が外資ではなく、地元資本の企業であると

確かに、外資部品メーカーのメキシコ進出は、上述の

の指摘（中畑、2010）もあり、メキシコでは依然、と

89年自動車令や、②の新たな自動車生産拠点の形成、ま

りわけ２次以下のSIが脆弱かつ地元資本の（中小・零

たNAFTA締結等を背景に、90年代以降、増大傾向を

細）企業育成が大きく立ち遅れていることがうかがえ

示してきた（上記の③）が、その大半は大手の１次サプ

る注９。このように、80年代末以降、輸出が急速に伸びる

ライヤーであり、その意味で、特に２次以下の裾野の広

一方で、SIの脆弱化という問題を抱えてきたわけである

がりという点で、SIの発展度合いは依然、きわめて不十

が、前節でも示したように、グローバリゼーション時代

分な水準にあるといえる。筆者は、日産自動車が操業す

において次の成長のエンジンとなり、また持続可能な発

るアグアスカリエンテス州において、98年および2002

展モデルとして今後取り掛かるべき課題は、SIの発展を

年に部品メーカーの調達動向に関する現地調査を行った

軸としたクラスターの充実化・高度化こそにあると考え

が、まず前者の調査では、１次サプライヤー（対象６社）

られよう。

の現地調達率（金額ベース）はそれぞれ16％、12％、
残り４社がほぼ０％という結果であった。後者の調査

注９：中畑貴雄（2010）
『メキシコ 経済の基礎知識』
、ジェトロ（日本貿
易振興機構）
、p.107。

（対象６社）ではやや現調化が進んでいることがわかっ
たが、それでも同比率（単純平均）は約19％の水準で
あった 注８。これに対し、アセンブラー（日産自動車）の
2011.11
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図表３

メキシコ・ブラジル自動車産業：完成車両の生産台数と輸出比率推移
（生産台数・単位：万台、輸出比率：％）

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

メキシコ

184.7

181.5

157.8

156.2

166.6

206.9

209.7

216.4

155.9

234.0

76.3

72.6

72.7

72.4

74.6

75.3

78.8

78.5

81.2

82.1

ブラジル

181.7

179.2

182.8

231.7

253.1

261.2

298.0

321.6

318.3

364.6

21.5

23.7

29.3

32.7

35.4

32.3

26.5

22.8

14.9

21.0

注：上が生産台数、下が輸出比率。
出所：メキシコ：INEGI Webpage
（El Banco de Información Económica
（BIE）
, http://dgcnesyp.inegi.org.mx/bdiesi/bdie.html）,
ブラジル：ANFAVEA Webpage
（Estatísticas, http://www.anfavea.com.br/tabelas.html）

はおおむね20〜30％程度で推移しており、国内向け・

3. メキシコ自動車産業とブラジル自
動車産業：対照的な発展パターン

輸出の割合でいえば、ちょうどメキシコとは対照的な
（裏返しの）パターンとなっている。しかも、ブラジル
の自動車輸出は、アルゼンチンをはじめ、他のメルコス

以上みてきたようなメキシコの輸出志向の発展パター

ール加盟国向けが大半であり、このメルコスールが関税

ンと実に対照的な道を歩んでいるのが、近年のブラジル

同盟型の地域統合の特徴を有していることを考えると、

自動車産業である。図表３は、両国自動車産業の完成車

これら輸出も国内市場向けに近い性格を有しているとも

の生産台数と輸出比率の推移（2001〜10年）を示して

いえよう。

いるが、これにより、いくつか興味深い点が指摘できる。
まず、これまで述べてきたメキシコ自動車産業の高い

このように、ブラジル自動車産業は、メキシコとは対
照的に、
「内向き」の国内市場中心の発展モデルに特徴

輸出志向が同表からも読み取れる。2001年から10年間

づけられるが、興味深いのは、2008年のリーマン以後、

のその輸出比率は70％超で、しかも近年、特にリーマ

その影響をさほど受けず、またさらに国内市場志向を強

ン・ショック以降はさらにその水準を切り上げ、2010

めてきている点である。すなわち、ブラジルは、リーマ

年は80％を超えている。これは、従来の米国市場向け

ン後の世界的不況を、自国市場のさらなる活性化（拡大）

に加えて、ブラジルなど他の中南米向けの輸出が増えて

によって乗り切ろうとしてきたのであり、この点に、両

きていることを反映していると考えられる注10が、いずれ

国の発展パターンの対照性がより顕著に現れているとい

にしても、同金融危機以後、特に先進国を中心とする世

えよう。

界的な景気後退局面において、内需ではなく、他国（特

ブラジルの自動車生産は、2001年時にはメキシコと

に他の途上国・新興国）への輸出拡大、すなわち、従来

ほぼ同じ水準であったが、その後、2003〜04年にかけ

の「外向き」の輸出志向路線の強化によって難局を乗り

てと、2007〜08年にかけてその水準を大きく切り上げ

越えようとしている同産業の姿が浮かび上がってくる。

ている。興味深いことに、これはそれぞれ、左派・労働

この2010年の生産台数（234万台）は史上最高の値であ

者党のルーラ大統領による政権が始まった時期（前者が

るが、10年前と比較しての成長率は、後述するブラジ

第１期、後者が第２期）に相応する。ルーラ政権は、

ルに比し低く27％程度にとどまっている。また2003年

2002年までのカルドーゾ政権による社会政策重視の路

以降、生産台数が落ち込んでいる時期もあるが、これは

線を維持・拡充し、家族基金（Bolsa Familia）に代表

主に米国における景気後退を受けていると考えられる。

される社会政策を積極的に実施、同国の歴史的・構造的
問題であった国内の所得格差の是正に取り組んでおり、

注10：岡崎（2011）は、2010年にメキシコから他の中南米向けの自動車
輸出が急増しており、ブラジルやアルゼンチンなど他の中南米諸国
がメキシコ自動車産業の新たな輸出拠点となりつつあることを指摘
している［岡崎孝裕（2011）
「FTA下の南米自動車市場」
（ジェト
ロセンサー、2011年１月号）
］
。

こうした結果、近年、ブラジルでは中間層の厚みが急速
に増してきているといわれる。
同国のジェトゥリオ・ヴァルガス財団の調査による
と、2009年２月時点で中間層（同国で定義されるＣク
ラス：日本円で月の収入が約５万5000円超〜24万円以

これに対しブラジル自動車産業の場合、その輸出比率
14
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下）の割合は52.7％と過半数を占めた（2003年時では同

【特集】ラテンアメリカ特集

割合は42.5％）
（二宮、2010）注11 。この急拡大する中間

成を軸とした産業クラスターの充実化（量的拡大）や高

層が主に、近年のブラジル自動車産業の成長を支えてい

度化（質的向上）が重要であることを強調してきた。こ

ると考えられ、2010年において同国は世界６位の自動

の点からみると、近年のブラジル・モデルは示唆に富ん

車生産大国である。同国の自動車市場拡大を示す興味深

でいるといえよう。もちろん、ブラジルには、いわゆる

いデータがある。人口1000人当たりの新車購入台数を

ブラジル・コスト の存在やそれによる国際競争力の

メキシコとブラジルで比較したデータ（内多、2011）

問題もあると考えられるし、両者の単純な比較は避けな

によると、2009年はメキシコ７台であったのに対し、

くてはならないだろう。

ブラジルでは16台にのぼった。2004年にはメキシコ10

しかし、産業クラスターの充実化・高度化のためには、

台、ブラジル９台であったことからみると、近年、ブラ

地元企業への金融や国内の教育システムの問題等を改善

ジル市場が急速に勢いをつけてきていることがわか

していくだけではなく、さらに重要な必要（前提）条件

注1 2

る

。

として、生産ボリューム自体を大きく拡大していくとい
うことが欠かせないはずである。そのためには、外需

注11：二宮康史（2010）
「ブラジル経済と自動車産業」
『JAMAGAZINE』
2010年３月号、日本自動車工業会を参照。
注12：内多允（2011）「成長する中南米自動車産業」『季刊 国際貿易と
投資』Summer 2011（No.84）
、国際貿易投資研究所を参照。

（輸出）の拡大と内需の底上げの双方の戦略が考えられ
るが、前者は、これまで述べてきたとおり、メキシコが
まさに1980年代末以降、一貫して採用してきた戦略で
あり、この10年間をみても、外需に大きく依存したメ

以上述べてきたようなブラジルの事例は、もともと若

キシコ自動車産業が（ブラジルに比し）それほど大きく

年層を中心に人口が多く、マーケットの潜在力のある国

は成長しなかったこと、またブラジルには及ばないもの

において、積極的な社会政策が伴えば、爆発的な成長を

の、同国も若年層（生産年齢人口）を中心に人口規模の

もたらすことを示しているといえよう。

大きな大国であることを考えると、前者よりも、後者の

メキシコとブラジルの自動車産業は、多国籍企業がメ

内需拡大を積極的に追求することのほうがより合理的な

イン・プレーヤーであること、小型車中心のマーケット

戦略のように思われる。その意味でも、近年のブラジル

であることなど、共通点も多く存在する。しかしながら、

自動車産業の発展モデルは大いに参考となるであろう。

成長を主に内に求めるか、外に求めるかという点で、両
事例は、1982年の債務危機以降、きわめて対照的な発
展パターンを歩んできたのである。

4. おわりに

附記：本稿は、平成22年度立正大学石橋湛山記念基金の研
究助成による研究成果の一部である。

※筆者略歴：東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期
退学。東京大学助手、帝京大学経済学部専任講師、釧路

こうしたブラジルの発展パターンは、メキシコにとっ

公立大学経済学部准教授、立正大学経済学部准教授を経
て、現職。

てどのような政策的含意を有しているのだろうか。本稿
は、持続可能性のある、次なる発展課題として、SIの育
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