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メキシコ、MISTの
リーダーとなり得るか
――ユニークな経済成長戦略 ――
宮原

綾子

国際協力銀行 外国審査部
第３ユニット（米州担当）

メキシコはBRICSに次ぐMIST（メキシコ、インド

は、1 2 月の就任演説でこう述べた。国民行動党

ネシア、韓国、トルコの新興市場国の頭文字）の一員

（PAN）からの政権交代の理由は、過去６年間を振

として、また、製造業立国と資源大国の両面を併せ持

り返った新大統領の力強いこのひと言に込められて

つユニークな国として、近年注目を高めている。2012

いる。

年の実質GDP成長率は3.9％に達し、2013年も３％台

カルデロン前政権下では、治安が悪化したため対策

の成長が見込まれる。そのメキシコで昨年12月、12

を強化したが、治安当局と犯罪組織の衝突や犯罪組織

年ぶりに政権が交代した。新政権が直面する課題は何

間の抗争が激化、６年の政権期間に約６万人が犠牲に

か。本稿では、好調なメキシコ経済を支えている要因

なった。国民の不満は、社会保障の恩恵を受けられな

や、新政権の目玉となる諸改革について、太平洋を隔

い貧困層にも広がった。そして治安と生活の改善を求

てる諸国との経済関係にも触れつつ概観する。

める国民の期待が、PRIの復権をもたらした。
ペニャ・ニエト新大統領は、治安の回復、経済成長、

1. 12年ぶりの政権交代

雇用促進を通じた国民生活の改善を掲げている。特に、
中長期的に経済成長を促進するうえで目玉になるのが

「メキシコに平和をもたらすのが最優先課題だ。」

財政・エネルギー部門改革である。税制改革をはじめ

2012年７月の大統領選挙で12年ぶりの政権交代を果

とする財政強化策、そしてエネルギー部門への民間企

たした制度的革命党（PRI）のペニャ・ニエト大統領

業参入や投資を促進するためのエネルギー部門改革
だ。新政権にとっては、これら
の改革案をタイムリーに議会に
提出し、与野党の支持を取り付
け、実行に移すことが、最大の
課題といえる。

2. メキシコ経済の
優位性
2012年12月に国際協力銀行
（JBIC）が発表した「2012年度
海外直接投資アンケート調査結
果 注 １ 」で、メキシコは中期的
（今後３年程度）に有望投資先と
して、2011年度の12位から2012
国立宮殿内にある大統領官邸。
「ソカロ」と呼ばれるこの一画は、
アステカ帝国の時代から、政治の中心となっている
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年７位へと順位を上昇させた。
2011年度の19位から10位と評価
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を上げたミャンマーと同様、2012年度の注目国であ

府がメキシコとの自動車協定（非関税での自動車輸入）

る。特に自動車分野での注目度は非常に高い。

停止を発表した。一方「太平洋同盟」は、日本を含む

日本企業のメキシコ進出は、2005年４月の「日墨

アジア太平洋諸国との関係強化を重視する姿勢を示す

経済連携協定（EPA）」発効以降加速し、現在では

など、中南米内外の貿易自由化を強く志向する国々で

500社以上にのぼっている。また、上記アンケートに

構成されている点で注目されている。

よると、日本企業は従来、
「現地マーケットの今後の
成長性」に期待して進出することが多かったが、近年
では「組み立てメーカーへの供給拠点として」という
進出理由が半数以上を占めるようになり、特に、部品
メーカーを含む自動車関連企業の進出が目立ってい
る。こうした企業の多くは、メキシコ国内市場に加え、
「米国に隣接する」というメキシコの地理的優位性を
生かし、米国向け輸出も視野に進出している。最近で
は日産自動車、ホンダ、マツダの３社が相次いでメキ
シコ向け新規投資計画を発表している。
注１：JBICは、海外事業に実績のある日本の製造業企業の海外事業展開の
現況や課題、今後の展望を把握する目的で1989年度からわが国製造
業企業の海外事業展開に関するアンケート調査を毎年実施している。

ペニャ・ニエト新政権はこうした流れを後押しすべ
く、各国・地域との自由貿易協定（FTA）や環太平

街中を走るタクシーは日産エコカー。
大気汚染に悩む市民にとっての関心の的

洋経済連携協定（TPP）を通じた自由化を推進する
方針だ。メキシコは、通商の中継地点としての地理的
優位性を生かし、すでに2012年までに米国、EU、日
本、中米５カ国をはじめとする、計44カ国とFTAや
EPAを締結している。
そして、今後、メキシコへの直接投資を促進する枠
組みとして注目されているのが、加盟国の総GDPが
ASEAN地域を上回る「太平洋同盟」である。メキシ
コ、コロンビア、ペルー、チリを加盟国とし、コスタ
リカやパナマもオブザーバーとして参加している。日
本は2013年１月下旬の会合でオブザーバー参加が承
認された。日本重視の姿勢を示すペニャ・ニエト新大
統領は４月の来日の際、
「日本はオブザーバーにとど
まらない役割を果たしてほしい」と日本への期待を表
明した。
「太平洋同盟」が注目を集めているもうひとつの理
由は、中南米の中でも特に経済開放・自由化志向の強
い国々が参加している点である。南米では、旧来から
の域内共同市場としてアルゼンチンやブラジルなどを
加盟国とする南米南部共同市場（メルコスール）があ
るが、最近では域外国との通商摩擦が報じられている。
2012年３月にはブラジル政府がメキシコからの非関
税輸出に上限枠を設け、同年７月にはアルゼンチン政

メキシコシティー中心部の渋滞。
夕方のラッシュ時は非常に混み合う
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こうした地理的優位性、自由化促進策に加
え、近年のメキシコ経済の発展に寄与してい
るのが労働コストの抑制だ。メキシコでは、
賃金の抑制によって単位労働コストが抑えら
れており、製造業の競争力が競合国に対して
相対的に向上している。そして中国の労働コ
ストが過去10年上昇傾向にあることも、メキ
シコの賃金コストの相対的な低下につながっ
ている。
また、輸送コストの相対的な安さもメキシ
コ製造業の競争力を支えている要因だ。たと
えば、韓国や中国などが自国製品を遠方の米
国へ輸出する場合、相当の輸送コストがかか
るが、メキシコ製造業は米国隣接という地理
的優位性により、このコストを抑制できる。
特に、国際燃料価格が上昇している近年は、
このコストの差が拡大している。こうしたこ
とから、近年では外国企業が生産拠点をメキ
シコに移転させる例が増加しており、米国市
場におけるメキシコ製品のシェアも拡大して
いる。新政権はこうした優位性に加え、構造
改革による生産性向上を通じて、さらなる経
済発展を目指している。

国有化を宣言した国民的英雄カルデナス大統領の像（PEMEX本社にて）
。
ペニャ・ニエトの手腕をどうみているのか

3. 新政権の改革の目玉
設定し、石油安定化基金を設立した。新政権は、非石

（1）財政改革の有効性は
12年ぶりに発足した制度的革命党（PRI）政権は、

油税収の拡大にも取り組む方針である。具体策は未詳
であるが、付加価値税・所得税の拡大や、免税措置の

連邦政府、そして地方政府の財政強化を最優先課題の

見直しが考えられる。歳出面では人件費を抑制してい

ひとつに掲げている。連邦政府財政については、財政

く方針である。

責任法上、原則として単年度の連邦財政均衡化が義務
付けられているが、前政権は、サブプライム危機によ

税制改革をめぐっては、メキシコ国民や企業の税負

る景気後退と歳入の落ち込みを受けて、同法の特別条

担が高まると不安視する声もあるが、政府は国民・企

項を発動して小幅な財政赤字を計上してきた。ペニ

業への影響も見極めながら、財政強化と経済成長の両

ャ・ニエト新政権は2013年度に５年ぶりに財政均衡

立を図るとみられる。たとえば、メキシコにはマキラ

化を実現させたい考えだ。

ドーラと呼ばれる保税地域があるが、近年ではメキシ
コ経済全体の自由化が進んでいるため、マキラドーラ

メキシコ財政の歳入面の課題として、石油収入への

のみを対象にした優遇税制を継続するメリットは薄れ

高い依存度があげられる。歳入の約３分の１を国営石

てきている。このため、マキラドーラ優遇税制の見直

油公社（PEMEX）からの石油収入に依存しているた

しがメキシコ経済全体に与える影響は過去に比べて小

め、石油価格変動の影響を受けやすい。このためメキ

さくなっていると思われ、財政強化と経済成長のバラ

シコでは、石油価格の変動が財政や経済に与える影響

ンスをとりながら見直しを検討していくものとみら

を緩和すべく、石油輸出に際し価格変動リスクをヘッ

れる。

ジするとともに、予算上、石油価格の前提を保守的に
4
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また、脱税防止により大幅な歳入増加が期待できる
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図

によって運営されるべきだ」といった考え

メキシコ石油生産量・埋蔵量の減少

（千バレル／日）
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しかし、メキシコの石油生産量は2000年
代後半以降低下し、石油関連収入が大きく
減少した。過去３年間は石油生産量の減少
に歯止めがかかり、一定の改善がみられる
ものの、生産量の拡大には至っていない。
前政権下では、石油部門の近代化・生産
性の向上に向けて、上流部門で「インセン
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出所：米国エネルギー情報局（EIA）

が根強い。

ティブ契約」が導入された。同契約では、
民間企業が提供するサービスの成果・パフ
ォーマンスに応じて報酬が支払われる。企
業に対するインセンティブの付与によって、
サービスの向上を図るものだ。また、
「パク

との現地エコノミストの試算もある。「パクト・ポ

ト・ポル・メヒコ（メキシコのための協定）
」では、

ル・メヒコ（メキシコのための協約）
」と呼ばれる３

石油資源の開発・生産強化がうたわれており、下流部

党合意でも、５つの基本合意事項のひとつとして、

門における民間企業の参入拡大も課題となっている。

「情報公開、財政の説明責任、汚職の撲滅」があげら

民間企業の参入促進のためには、入札を含む参入プ

れている。ペニャ・ニエト大統領は就任後、教育部門

ロセスの透明性やアカウンタビリティの確保、労働組

における汚職防止策などを盛り込んだ改革法案を成立

合との協議、規制緩和のための与野党協議など、多く

させた。さらに教育組合費の着服容疑で教育組合委員

の課題があり、国民的イデオロギーも絡むとなると一

長が逮捕されるなど、汚職・脱税撲滅への機運が高ま

筋縄ではいかないかもしれない。新たにリーダーとな

っている。

ったペニャ・ニエト大統領の手腕が試される。

（2）エネルギー部門、民間参入か、
国営の継続か
幅広い改革課題の中でも特に大きな期待を寄せられ
ているのがエネルギー部門改革だ。従来、同部門では、
民間企業の参入と設備投資が不十分で、石油生産・輸

4. 成長戦略を支える市場となり得るのか
（1）年金問題から垣間見える、
少子高齢化問題の兆し
メキシコの人口の約４割は20歳未満が占めており、

出の制約要因となってきた。そこで、規制緩和による

こうした若年層が、次世代の豊富な労働力、国内消費

エネルギー部門への民間企業の参入促進が改革の焦点

の担い手として期待されている。しかし近年、財政上

となっている。

の課題となっているのが、年金支出を中心とする公的

経済開放・自由化が進んでいるメキシコにおいて、

社会保障費負担の問題である。メキシコでは、1990

エネルギー部門の中でも主要産業である石油部門への

年代から徐々に高齢者層が増え始め、97年に年金制度

民間投資がなぜ遅れているのか。第一に、同部門をめ

が賦課方式から個人積立て方式に移行した。この移行

ぐる歴史的背景やイデオロギーが深く関係している。

は、財政負担を減らし、年金制度を強化することが最

1930年代まで長く続いた外資石油メジャーによる石

大の目的であった。しかし、新しい制度のもとでも、

油開発は国民の反発を招き、労働条件改善を求める労

年金支払額に比べて積立額が十分ではなく、公的部門

働者争議を契機に大規模な抗議に発展した。1938年、

が財源を補 している。この補 必要額は今後も拡大

当時のラサロ・カルデナス大統領は国家の主権と利益

する見通しで、その資金手当てが課題となっている。

ほ てん

保護を掲げ、ついに石油会社（PEMEX）の国有化を
宣言、外資企業への不満を募らせていた国民から絶大

（2）低い失業率とインフォーマルセクター

な支持を得た。こうして、メキシコ国民の胸の奥には

メキシコの失業率はサブプライム危機以降低下して

今日に至るまで、
「国の主要産業はメキシコ国民の手

おり、2012年は4.5％と、ほかの南米諸国と比較して
2013.7
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1920〜30年代、
「壁画運動」と呼ばれるメキシコ革命が起こった。
こうした壁画は大統領官邸（国立宮殿内）に
描かれており、国民の声を代弁するものとなっている

も低い。しかし、メキシコの労働者の約６割はいわゆ

隙間なくモノが並ぶ市場。
食品から衣料品まで売られている

5. 今後も柔軟にリスクを回避できるのか

る「インフォーマルセクター（納税しておらず、社会
保障も受けられない）
」に属しており、このことが、
税、治安、社会保障の各面でひずみを生んでいる。

メキシコ経済は好調で企業進出が加速しているが、
投資環境面の課題もある。
「2012年度海外直接投資ア

メキシコシティー市内では、小さなレジャーシート

ンケート調査」によれば、半数以上の企業が「治安・

やテントを構え、生鮮食品から日用雑貨まで幅広く扱

社会情勢が不安」と回答しており、治安対策が急がれ

う露天商が多く立ち並んでいる。こうした店舗は、観

る。また、メキシコの製造業輸出の８割は米国向けで、

光客のみならず、市民の生活用品を数多く取り扱う、

米国経済との連動性が高いため、米国の消費動向や

メキシコシティー庶民のための市場となっている。さ
らに街を歩くと、ラッシュアワー時には、手に洗剤と

「財政の崖」問題の影響が大きいとのリスクがある。
しかし、メキシコは過去の累積債務問題、通貨危機、

タオルなどを持ち信号待ちをする車の窓拭きに専念す

そしてサブプライム危機の影響などを教訓に、外的シ

る人や、どこから持ってきたのか、キャンディ、風船、

ョックへの耐性を高めてきた。財政責任法やインフレ

洗濯ばさみなどを、赤信号の間に器用に売りさばく人

ターゲティングのもとでの堅実な政策運営、柔軟な変

もいる。こうしたインフォーマルセクターの労働者を

動為替相場制によるショックの吸収、そして、潤沢な

いかにフォーマルセクターに移行させるかがメキシコ

外貨準備やIMFフレキシブル・クレジットライン注２な

の長年の課題となっている。

どによるバッファー構築は、重要なリスク緩和策であ

新政権では、こうした国民に社会保障、教育機会、

り、メキシコが積み上げてきた実績である。

就業機会を提供していく方針である。たとえば、雇用

国民的コンセンサスをいかに醸成して構造改革や国

面については、自動車や電機などの基幹産業を伸ばし

民生活の向上、治安回復を実現させていくか、そして

雇用を拡大するとともに、電子産業の中でも航空関連

メキシコのこうした戦略がいかにMISTをはじめとす

産業に生かせる製品など、よりハイエンドな分野も発

る新興市場国の経済発展のモデルとなるか、ペニャ・

展させ、技術力の高い労働者の育成・雇用につなげて

ニエト新政権に問われている。

いきたい考えだ。言うはやすし、なぜ「インフォーマ
ルセクター」労働者がここまで増加したのか、
「フォ
ーマル」層に移行させるために必要なものは何か、国
民の声をくみ上げ、丁寧に政策に織り込むことが必
要だ。
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注２：フレキシブル・クレジットライン
（FCL）
とは、優れた実績を有する
国を対象としたIMFによる信用枠。2012年11月に730億ドル（期間
２年）のメキシコ向けFCLが承認された。FCLは流動性を補完する
とともに、マクロ経済政策運営に対する信認向上にも寄与している。

