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メキシコ駐在生活を
振り返って思うこと

̶̶メキシコのさらなる飛躍に期待 ̶̶
国際協力銀行

この原稿が公になる頃、筆者は４年10カ月のメキシ

佐々木

聡

メキシコシティー駐在員事務所
前首席駐在員

ものになるが、やはり毎日食べていると飽きてくる。

コ駐在を終え、日本に帰国しているはずである。メキ

筆者は元来日本食好きであり、当時のメキシコにも日

シコ駐在は今回で２回目であり、前回の駐在は約３年

本食もどきを出すレストランは多々あったが、材料な

半（1995年10月～ 99年３月）
、また学生時代に経験し

どの問題であろうか、やはり日本で食べるものにはほ

たメキシコでの１年間の生活を加えるとおおよそ９年

ど遠いものであった。今ではメキシコシティーを中心

あまりをメキシコで過ごしたことになる。恐らく今後

に、日本人が食べても全く問題ない日本食レストラン

はこのようにまとまった時間をメキシコで過ごすこと

がたくさんでき、当時からは想像できないほどである。

はないと思われる。

メキシコに来て当初、筆者は外国人向けのスペイン

そうしたなか、今回ちょうどメキシコに関する寄稿

語 学 校（ メ キ シ コ 国 立 自 治 大 学（Universidad

の打診をいただいたこともあり、筆者のメキシコでの

Nacional Autonoma de Mexico［UNAM］
）内にあ

思い出を踏まえながら、国際協力銀行（以下「JBIC」
）

るCentro de Ensenanza Para Extranjeros［CEPE］
）

およびその前身である日本輸出入銀行（以下「輸銀」
）

に通うことにしたのだが、諸事情があって、乗り合い

のメキシコとのこれまでのかかわりについて記載して

バス（
「ぺセロ」と呼ばれる）と地下鉄を乗り継いで2

みるとともに、筆者がメキシコに対して期待すること

時間近くかけて通っていた。道路がでこぼこしている

を述べてみたいと思う。やや回想録的になってしまう

のはまだいいほうで、ときどき大きな穴が開いていた

箇所もあるかと思うがぜひご容赦いただければ幸いで

りして、バスの壁や天井に頭をぶつけることもしょっ

ある。

ちゅうであった。ぺセロに使用されていた小型のバン

本文に入る前に、まず何をさておいても９年を超え

は非常に古く、黒い煙をもくもくさせて走っていた。

るメキシコ生活を無事に終え、また二度にわたるメキ

乗り心地はお世辞にもよいとはいえず、窓を開けると

シコ駐在の任務を全うすることができたのは、ひとえ

排ガスの臭いが鼻をつく。

にメキシコ側関係者はもとより、メキシコに住む日系

話がそれたが、以前は公共バスといえばこのぺセロ

たいそう

人、日本からの駐在の方々などなど、そのお名前をあ

が太宗であったが、今回の赴任で、いまだにこのぺセ

げたらきりがないくらい多くの方々のご支援、ご指導

ロが走り回っていることに懐かしさを覚える一方、メ

の賜物であり、心から深く感謝したい。

トロブスという決まった路線を走る小ぎれいな二両編

1. 初めてのメキシコ

成のバスや、ガスで走る公共バスが登場し、大きな変
化を感じるとともに、メキシコシティーの大気の改善
に驚いた。

筆者が初めてメキシコを訪れたのは学生時代であっ

地下鉄で使用されている車輛も当時は非常に簡素な

た1990 ～ 91年の１年間であった。海外に出るのは生

つくりで、椅子もプラスチックがそのままで、ずっと

まれて初めての経験で、それがメキシコであったわけ

座っているとお尻が痛くなったものだ。車内の雰囲気

で、いろいろなところでカルチャーショックに見舞わ

もやや暗めで、あまりよいとはいえなかった。ちなみ

れた。特に食事が大変だった。ご承知のとおり、メキ

に、メキシコの地下鉄の多くはゴムの車輪である。

シコの主食はタコスやフリホーレス（豆を煮てペース

1968年のメキシコ・オリンピックに間に合わせるべく、

ト状にしたもの。日本の煮豆のように甘くない）
、タ

当時のフランスの技術によって建設が進められたこと

マーレス（トウモロコシの粉を蒸したもの）といった

から、フランスの地下鉄同様ゴムの車輪となったと聞
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いた。モーターや電装品には日本製が使用されている。

アで唯一のEPAが日本との間で締結されている）
。最

JBICは、輸銀時代の90年代後半に地下鉄B号線建設

近ではTPP交渉にも交渉当初より参加するなど、自由

のためにメキシコ公共事業銀行（Banco Nacional de

貿易圏の確立に非常に積極的であり、さらに直近では、

Obras Y Servicios Publicas, S. N. C.［BANOBRAS］
）

メキシコのほかに、コロンビア、ペルー、チリが参加

に対し保証を供与している。現在は路線も11まで増え、

する自由貿易圏である太平洋同盟が発足し、世界各国

現在12号線を建設中である。またメキシコシティーと

から大きな注目を浴びている。サリナス大統領は、現

近郊都市を結ぶ旅客鉄道も整備されようとしており、

在メキシコが世界から注目される自由貿易圏における

これもまた時の流れを感じる。ちなみに、現在メキシ

トップランナーの礎を築いたといえると思う。同大統

コの新車販売マーケットで断トツのシェアを誇る日産

領に対する評価、特に政治面での評価は大きく分かれ

がメキシコに初めて進出したのはこの60年代であり、

るところではあるが、筆者としては同大統領の経済面

約50年の歴史を誇るわけで、現在のマーケットシェア

で残した足跡は非常に高く評価されるべきだと考える。

トップというのもうなずける。ちなみに日産のヒット車
種は今も昔もTSURU（日本名：サニー）である。

ちなみに、当時はメキシコシティーの繁華街である
ソナ・ロサという場所で深夜遅くまで仲間と飲んで帰

思っていたよりも早くスペイン語学校を卒業できた

る際に、普通に流しのタクシーを拾って帰宅しても全

ので、その後、社団法人日本メキシコ学院（スペイン

く問題のない、今では考えられないほど治安のよい時

語 では「Liceo Mexicano Japones, A.C.」という）

代であった。身の危険を感じたことは全くなかったこ

という日本人学校でお手伝いをすることにした。筆者

とを覚えている。特に駐在員の間では流しのタクシー

の遠い親戚にあたる者が同校に通っていたのがきっか

には乗らないというのが常識となっている今とは大き

けであった。日本メキシコ学院は、1974年、田中角栄

な違いである。

総理とエチェベリア大統領（いずれも当時）との間で

そしてその頃、まさに筆者がその後就職する輸銀を

設立が合意された、世界的に見ても非常にユニークな

知ることとなる。その当時メキシコに移住していたメ

日本人学校である。日本の文部科学省によって定めら

キシコ日本商工会議所（通称「カマラ」
）の元事務局

れたカリキュラムに従って、主に日本からの駐在員の

長であった方からメキシコと日本との懸け橋的な仕事

子弟に対して授業を行う日本コースと、メキシコの文

をしたいのであれば輸銀に入れと勧められた。それま

部省によって定められたカリキュラムに従って、主に

で筆者は輸銀のことは全く聞いたこともなかった。要

メキシコ人に対して授業を行うメキシココースが一つ

は当時からメキシコにおいて輸銀は非常に知名度が高

屋根の下に共存する（ちなみに、メキシコに住む日系

かったということである。輸銀は1966年にメキシコ向

人はどちらのコースにも入学は可能だったと記憶して

けの最初のオペレーションを開始し、71年にはメキシ

いるが、もし記憶違いであればご容赦いただきたい）
。

コに駐在員事務所を開設した。そして、これは人から

運動会や文化祭といった行事は両コースが一緒に行
い、またメキシコ人が日本語を勉強したり、日本の文
化を学んだりする一方、日本人駐在員の子弟がメキシ
コの文化や踊りを学んだりする。筆者はここでさまざ
まな行事の設営や両コースそれぞれで作成する学校新
聞などを日本語、スペイン語相互に翻訳するなどのお
手伝いをしていた。ちょうどその頃サリナス大統領（当
時）の子弟も同学院に通っており、何度か大統領夫人
を校内でお見かけしたりもした。
当時メキシコはサリナス政権下にあり、まさに経済
開放路線に大きく踏み出した時代である。この後1994
年メキシコの将来を大きく左右する北米自由貿易協定
（NAFTA）が締結され、その後順次各国と自由貿易
協定（以下「FTA」
）が締結されていき、今では45カ
国・地域とのFTAが締結されている（2004年、アジ

メキシコシティーの大通り「レフォルマ通り」から見た独立記念塔
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聞いた話であるが、80年代に累積債務問題が勃発した

販売しやすいようにと、米国の自動車会社が左ハンド

際には、当時の輸銀首席駐在員宅に夜な夜な邦銀関係

ルを右ハンドルにつけ替える設備を導入するために必

者等が集まり、状況の共有やその後の対応策などを話

要な資金を貸していた。
「この銀行はこんなことまでや

し合っていたらしい。当時の邦銀の数はよくわからな

るんだ」と思ったのを覚えている。

い（筆者の知る限り90年代初頭が邦銀のメキシコ進出

営業第３部では中南米向け融資を担当する班に配

がいちばん活発な時期で、恐らく13行ほどがいたよう

属されることとなったが、残念ながらメキシコを担当

に思う）が、今ではJBICを入れてもたった4行であり、

する班ではなく（メキシコは筆者の隣の班が担当して

大変寂しい限りである。

いた）
、アンデス５カ国やブラジルを担当する班に所

少々蛇足であるが、当時せっかくメキシコにいるの

属した（ちなみに、当時のブラジルは、メキシコも同

だからという理由で、時間をみつけてペルーとボリビ

様であったが、1980年代の累積債務のリスケジュール

アをバックパック一つで旅した。ペルーはフジモリ大

の処理が中心であった）
。しかし、このときメキシコ以

統領（当時）が就任した直後の時期であり、いわゆる

外の中南米諸国を垣間見たことはその後のメキシコと

ハイパーインフレーションというものを実際に目の当

の付き合いの中で非常に役立つこととなった。

たりにした。ボリビア、特に首都のラパスではひたす

次にメキシコと接する機会が来たのはその３年後の

ら頭痛に悩まされた（ラパスの空港は高度4000ｍを超

1995年秋であった。この年の５月、筆者は結婚し、何

え、市内でも3000ｍを超えるため、高山病になりやす

と新婚旅行でメキシコに行ったのだが、この新婚旅行

い）
。両国とも筆者にとっては初めての訪問で、大変

から帰国して半年も経たないところでメキシコに駐在

興味深く、また代えがたい体験であったのだが、旅行

員として赴くよう銀行から命じられたのである。

先からメキシコに戻るとなぜかとても落ち着いたのを
覚えている。恐らく当時からメキシコは中南米の中で

1995年のメキシコは前年末に起こったテキーラ

も比較的進んでいて、生活しやすい国であったのだ

ショックの影響で経済状況が非常に悪かった（マイナ

ろう。

ス6.9％の経済成長を記録）
。特にその年の前半は、80
年代に発生した累積債務問題を彷彿とさせるような最

2. JBICとメキシコ

悪の状況であったと聞いた。ちなみに、80年代後半、
輸銀は、IMF（国際通貨基金）や世界銀行などととも

1992年４月、縁あって輸銀に入行することとなった。

にブレイディプラン（80年代に相次いだ中南米を中心

入行当初は営業第３部というところに配属となった。

とする新興国の累積債務危機に際し、89年に米国ブッ

同部は航空機などの輸入案件に融資する班と中南米向

シュ政権の財務長官、ニコラス・ブレイディが提唱し

け融資を担当する班とが混在する部であった。これも

た累積債務問題解決のための包括プラン）に参加し、

また蛇足であるが、前述の輸入案件を融資する班で

メキシコを間接的に支援している。

は、日本の航空会社が航空機を購入したり、リースし

話をテキーラショックに戻すが、このメキシコの経

たりするための融資を行うのはもちろんのこと、当時

済危機を助けたのは米国であった。日本も支援できれ

日本は日米貿易摩擦の真っただ中にあり、この状態を

ばよかったのだが、1995年は年初にあの阪神淡路大震

少しでも解消しようと米国の自動車を日本に輸入し、

災があり、とても他国を支援しているような状況では
なかったというのが実情であろう。とはいえ、事情は
どうあれ、当方がメキシコに赴任したのはその年の秋
であったが、当時輸銀としての内談案件は極めて少な
かったことと、もっと厳しかったのはメキシコ側の関
係者との関係が非常に薄かったということであり、こ
れから何をしていけばいいのか五里霧中というのが率
直なところであった。
しかし、筆者としても大変機会に恵まれたと思うの
だが、赴任翌年の1996年さっそくこうしたやや冷えて
いた日墨関係に改善の兆しが見え始める。故・橋本通

PEMEXのガソリンスタンド
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人メキシコ移住100周年の記念式典にご出席のため秋

見た）
。現在のメキシコシティーを散策してみると案外

篠宮ご夫妻が来墨され、にわかにメキシコに目が向け

緑が多いことに気づく。これは明らかに有鉛ガソリン

ら れ 始 め る。 輸 銀 関 係 で は、 外 国 貿 易 銀 行

から無鉛ガソリンに替えたことが大きく貢献している

（BANCOMEXT）向けの、同行による外貨獲得支援

と思う。これも聞いた話ではあるが、輸銀のこの融資

を目的としたアンタイドローンの供与、産業金融公社

の前後で、メキシコシティーの大気の状態を調べてい

（NAFIN）向けの、中小企業育成支援のためのIDB（米

るのだが、融資前では日本で言う「光化学スモッグ警

州開発銀行）との協調融資、前述したBANOBRAS

報」がほぼ毎日発出されていた状況が、融資後（プロ

向けアンタイド保証の供与などを行った。いずれも当

ジェクト完成後）には「注意報」レベルにまで下がる

時では非常に大きな金額であった２億5000万ドルず

とともに、発出回数が減ったとのことであった。現在

つ（※他機関とJBICのコミットメント総額）を供与し

はMAGNAよりもさらに品質が改善したPremiumと

た。さらにメキシコ国営石油会社（PEMEX）向けに

いう日本でいうハイオクガソリンが出てきていて、メ

はその後メキシコ最大の油田となるカンタレル油田の

キシコシティーの大気の状況はより一層改善されてい

開発のための資金として当時では破格の金額である10

るものと思う。

億ドル（※他機関とJBICのコミットメント総額）を供
与することとなる。その後カンタレル油田は順調に生

せっかくPEMEX関係のプロジェクトに言及したの

産量を伸ばしていき、2003年には史上最高の日量300

で、もうひとつPEMEX関係のプロジェクトについて

万バレル超えを記録することとなる。その後PEMEX

触れておきたい。このプロジェクトはこれまでのもの

の生産量は下降の一途をたどり、現在は日量250万バ

と違い筆者が非常に心残りに思っているプロジェクト

レル当たりまで減少、こうした厳しい現実がエネル

である。プロジェクトの名前は「カデレイタ」といい、

ギー改革につながっていくこととなる。

製油所の新設プロジェクトであった。想定されたプロ

ちなみに、カンタレル油田の開発プロジェクト以前

ジェクト総額は非常に大きかったことから、日本勢は

に輸銀がPEMEX向けに融資を行っていたものとして

当時も今も珍しい日本企業９社による日の丸コンソー

有名なのが、現在も販売されている無鉛ガソリンの一

シアムを組み、応札したものの、残念ながら韓国とド

種類であるMAGNAを生産するための製油所の改修

イツのコンソーシアムに敗退した。もちろん当時の輸

プロジェクト向けに実施した国際機関との協調融資で

銀も最大限サポートすべく日本連合と協議を行ってい

ある。1980年代のメキシコの空気は非常に悪く、その

たが、結局夢かなわなかった。ただ筆者はこのプロ

大きな原因が有鉛ガソリンであった。町の木々は枯れ

ジェクトに日本の、あるいは輸銀の本当の姿というか、

果て、メキシコシティーに降り立つとガソリンの匂い

こうしたプロジェクトを輸銀がサポートし、筆者とし

で気分が悪くなるということを多くの人から聞いた。

てかかわることができたことは大変光栄なことだと

ある人は飛行機から見た景色として、真っ黒な球体に

思ったものである。なお、このプロジェクトの失注を

突っ込んでいくような感じと例えていたのを覚えてい

機に、米州に展開していた本邦企業の石油・化学プラ

る（ちなみに筆者も最初のメキシコ訪問の際にそれを

ント関係者が大挙してメキシコからブラジルにシフト

図１

したことが、その後のPETROBRASとの各種プロジェ

メキシコ原油の生産量と輸出量の推移

クトが進展していく契機となったと考えられる。

（百万バレル）
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メキシコにおいてPEMEXと並び称されるもうひと
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つの国営会社であるCFEも輸銀時代からの非常に長い
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本は多くの発電機をメキシコに輸出し、90年代のメキ
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出所：Pemex “indicadores petroleros”
（http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID
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輸銀時代より面々とCFE向けに輸出のクレジットライ
ンを供与し続けており、今では11本目となるクレジッ
トラインを供与中である。JBICではいろいろな融資を
行っているが、ここまで長期間にわたり累次のクレ
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のような勢いである。さらに、ここに韓国勢が加わっ
てきている。もう２年ほど前になるが、韓国勢として
は初のメキシコIPPプロジェクトの入札参加をしたプ
ロジェクトで、いきなり落札してしまったのだから本
当に大きな驚きであった。今後メキシコが導入を検討
している原発プロジェクトでも恐らく競合先となるの
は確実であろう。

3. 三度メキシコへ
PEMEXに並ぶもうひとつの国営会社、CFE

1999年春、約３年半のメキシコ駐在を終え、日本に

ジットラインを供与してきているのも珍しいのだが、

帰国した。数年の期間をおいて一時メキシコのIPP向

それ以上にこれだけ長期にわたりCFEとビジネスを継

け融資を２件ほど担当した。そのころはまだ「メキシ

続してきている日本企業には頭が下がる思いである。

コでは引き続き日本勢が強いんだなあ」と思ったもの

ぜひともこの先もビジネスを継続していただき、JBIC

である。また、当時メキシコが過去のリスケジュール

もしかるべきご支援を行っていくことが望ましいと考

債権を全額一括プリペイしたことを知って、素直にす

える。

ごいことだと自分のことのようにうれしかったのを覚

また、メキシコは世界的にみてもIPP（Independent

えている。当時はリスケジュール債権全額を一括プリ

Power Producer、独立発電事業者）にかかるフレー

ペイするようなことは誰も想像していなかったのでは

ムワークが非常に整備された国のひとつと称されるが、

ないかと思う。

その先駆けとなったのがメリダⅢプロジェクトである。

しかし、その後は、メキシコ関係の仕事から遠ざか

輸銀も当時国際金融機関や民間銀行とともに、同プロ

ることとなった。そのかわり、製造業や資源といった

ジェクト向けのプロジェクトファイナンスに参画して

セクターに関与するとともに、同セクターは地域色が

いるが、輸銀として初のメキシコIPPプロジェクト向

なく、世界各国がプロジェクトの所在地だったことか

け融資であるだけでなく、メキシコにおける最初のプ

ら、こうした経験は、その後のメキシコ駐在において、

ロジェクトファイナンスとなった。その後輸銀、JBIC

他国との比較からメキシコがどうあるべきか、どうす

として協力してきたメキシコのIPPは７件ほどにのぼ

ればよいのかということを考えるうえでも非常に役

る。非常に日本勢が勢いのある時代であった。

立った。なかでもやはり同じ中南米に属するブラジル

今回駐在に来て、日本勢が圧倒的に有利であったこ

のポテンシャルの高さや外資を積極的に取り込む姿勢

のメキシコ電力セクターにも大きな変化が生じている

に大いに関心を引かれた。特にPETROBRASの外資

ように感じた。発電機については米国製、コントラク

との共同事業などは大変興味深く、筆者はいつも頭の

ターについてはスペイン勢を中心とした欧州勢、IPP

どこかでPEMEXとPETROBRASを比較し、メキシ

プロジェクトについても事業者の顔ぶれをみるとスペ

コ全体のためにPEMEXはどのような戦略をとるべき

イン勢を中心とする欧州勢が昔の日本勢を思い出すか

か、考えを巡らせていた。

筆者住まいから見た光景。高級マンションが増え（写真左）
、低所得者層住宅の増築も目立つ（同右）
40

2014.11

【スポット研究】メキシコ駐在生活を振り返って思うこと

そしていよいよ2009年12月も年末の押し迫ったな

起こったリーマンショックの影響は非常に大きく、こ

か、筆者は三度メキシコの地に足を踏み入れることと

れに加えて豚インフルエンザの影響もあり（これで日

なる。到着直後のメキシコの印象は10年近く経つとか

本に一時的に避難した駐在員も多かったと聞いた）
、

なり変わるんだなあというものであった。まず空港で

09年の実質経済成長率はマイナス4.7％（名目では

の鼻をつくガソリンの臭いはほとんど感じなかった

6.5％）となり、テキーラショック以降最大の落ち込み

（筆者の家族は鼻がよく利くのか、ガソリンの臭いがす

となっていた。恐らくメキシコにとっては非常にショッ

ると言っていたが）
。また前回の駐在時にはほとんどな

クな事件ではあったと思うが、テキーラショック後を

かった高層ビルが街の中心に建ち並び、街行く車は10

知る筆者にとっては、メキシコが案外落ち着いている

年前に比べ、モデルが新しくなっただけではなく、見

ように思えてならなかった。

た目も非常にきれいな車が目立つようになっていた。

こうした状態で、なかなか個別のプロジェクトが進

さらには欧州系の高級車の割合も格段に増えていた。

む状況ではなかったが、JBICとしては当時メキシコ政

それもそのはずである。ある資料によれば1990年のメ

府が久しぶりに日本で発行する円建て債券（サムライ

キシコ国民一人あたりの年間所得は3000ドルに満たな

債）向け保証供与（GATEプログラム）の話が進んで

いものであったが、今では１万ドルを超えているので

いた。よく考えてみると、非常に苦しい経済状況の中、

ある。

かかるディールを進めることができたメキシコは国と

蛇足になるが、筆者は諸事情により今回の駐在期間

しての体力が10年ほど前に比べても大きく変わってい

中インテルローマスという地区に住まいを構えた。通

るのだと気づくべきであった。ちなみに、GATEのオ

常日本人駐在員の多くはメキシコシティー中心部にほ

ペレーションは、その後３回行われた後、今年発行し

ど近いポランコというところに住む。ちなみに、ポラ

たサムライ債についてはとうとうJBICの関与なしとい

ンコからインテルローマスまでは道路が空いていれば

う形での発行となった。これもメキシコにとっては大

車で30分弱程度のところであるが、朝夕のラッシュア

きな躍進である。

ワー時になると１時間ほどかかるときもある。前回の

このサムライ債でのオペレーションを機に、JBICは、

駐在ではこのインテルローマスに住む日本人駐在員は

メキシコ大蔵省とProMexicoとの年次協議会をスター

ほぼ皆無で、そもそも行くことがないくらい何もない

トさせている。今年７月に４回目の協議会を行った。

ところであったのだが、今回行ってみると大きなマン

毎年テーマを決め、メキシコへ日本からの投資を呼び

ション群があちこちに建設されており、また大きな

込むための情報交換を行っている。第１回目は環境案

ショッピングモールもあり、いわゆる新興高級住宅街

件を中心に協議を行い、第２回目は製造業投資、第３

を形成しているのであった。こうした状況もメキシコ

回目はインフラをテーマにした。大変有意義な協議会

の成長を表しているようにみえる。さらに蛇足ついで

である。

に触れておきたいのだが、今年2014年のメキシコ経済

2011年、日本の自動車メーカーがメキシコに新工

成長は、13年に引き続き、当初予測よりも非常に低い

場を建設することを発表した。これを皮切りに、日欧

ところにとどまりそうであり、あまり調子がよいという

米系の自動車メーカーが相次いで投資計画を発表し

状況ではない。方々、筆者の住んでいるマンションか

た。さらには、こうした自動車メーカー各社の新設、

らはいわゆる低所得者層が住んでいる地区が目の前に

増設に合わせ、サプライヤーの投資計画発表が相次い

見えるのだが、赴任当初の５年弱前に比べると、かな
りの家が階数を建て増ししており、高層化している。
建築上はいろいろと問題はありそうではあるが、建て
増しをできるくらいに実は収入が増えているのではな
いかと思わせる。数字に表れないメキシコ経済の底上
げといったところであろうか。
話をもとに戻すと、2009年のメキシコの経済状況は
最悪であった。昔からメキシコは「アメリカがくしゃ
みをすると、メキシコは風邪を引く」といわれるくら
い、アメリカの影響を直接かつ大きく受ける。08年に

第１回政策対話の模様（2011年11月）
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だ。昨年、一昨年と日本からの自動車関連の進出企業

すると主張していた。なかでもエネルギー改革は目玉

数は毎年100社近くを数えることとなった。メキシコの

中の目玉であった。エネルギー改革は、電力産業と石

自動車生産台数、輸出台数ともここ数年毎年過去最高

油産業の二つに大別される。電力産業は先述したIPP

を更新中である。今年はついにブラジルの自動車生産

を含め、実際にはすでに何年も前から改革が進んでい

台数を抜き、中南米で最大の自動車生産国となるのは

たものを法的に確実にする意味合いが強かった一方、

間違いないであろう。ある統計では2019年にメキシコ

石油産業の改革は非常に大きな変革であり、各方面の

の自動車生産台数は450万台に到達するという予測も

注目の的であった。メキシコの石油産業は、先進諸国

あるくらいに、今や自動車産業はメキシコの主要産業

の石油メジャーの搾取から国益を守るとの趣旨で1938

に成長するとともに、世界でも有数の自動車生産国に

年に国有化され、その後はPEMEXによる独占が70年

成長した。今年はやや一服感があるが、今後もメキシ

以上にわたって保たれてきた分野である。この長い間

コの経済を支え得ていく産業であり続けるであろう。

PEMEXによって独占されてきた石油産業に民間企業

また日本ではあまり知られていないが最近メキシコ

が参入できることとなったのが今回の改革のいちばん

で急成長を遂げている産業が航空機産業である。もち

の注目点である（今でこそ間違われることはないが、

ろん、航空機の組立工場もあり、サプライヤー数も年々

決してPEMEXの民営化ではない）
。昔筆者の上司が

増えている。最近ではパイロットの訓練施設をメキシ

「メキシコにおける石油の存在は日本における米（コ

コに建設するという話もある。この分野も今後のさら

メ）と同じである」と語ったことがあるが、筆者も同

なる成長が期待できるものと思う。

意見である。いわゆる聖域という趣旨で言った言葉で

4. さらなる飛躍に向けて
（エネルギー改革にみる大統領の本気度）

あるが、メキシコにおける石油産業はこれまで長い間
聖域であった。過去何度も同様のことが試みられたが、
すべて頓挫してきた。今でこそこの改革を疑う者はほ
とんどいないと思うが、ペニャ・ニエト大統領就任前

今回のメキシコ駐在においていちばん印象に残る出

後において、各方面の論調は、改革が実現すればメキ

来事は大統領の交替であった。メキシコでは６年に一

シコにとって大きな変革となるが、果たして本当に実

度大統領選挙が行われ、１期６年の再選禁止（期間

現できるのだろうかという懐疑的な見方が多くあった。

を空けても再選は不可）となっている。前回の駐在の

しかし、筆者は、その当時よりペニャ・ニエト大統領

ときは残念ながら大統領選挙は経験できなかった。今

の並々ならぬ意志の固さを感じ、またメキシコ国内の

回は各党での候補者選びから、実際の大統領選挙、そ

世論が過去同様の話題があがったときに比べ大きく変

れから大統領の交替を目の当たりにできたのは大変よ

化していることを感じ、これは本気だなと思った次第

い経験であった。

である。

2012年12月、12年ぶりに政権を奪還した制度的革
命党（PRI）のペニャ・ニエト大統領は、大統領選挙

なぜ筆者が今回の改革は必ず実現すると確信してい

中より、自身が大統領になった暁には各種改革を断行

たかということに少しだけ触れておきたい。先述した

図２

図３

実質 GDP 成長率（2000 ～ 2013 年）
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とおり、メキシコでは過去に何度も石油産業への民間

は間違いないはずである。正直現状日本勢は欧米勢に

参入の是非が議論されてきた。筆者の前回の駐在時代

比べやや出遅れの感は否めないが、先の安倍総理の日

にも何度かそうした議論が行われたのだが結局実現は

本の総理としては10年ぶりのメキシコ訪問を契機に、

されなかった。やはり根強い抵抗感があったのであろ

日本企業に非常に前向きな動きが出てきていることは

う。しかし、今回駐在に来て、風向きが変わっている

大変うれしいところである。筆者としてはこれから大

ことを実感した。まずはカルデロン前政権時の2008年、

きな変革が期待される時期に日本あるいは日本企業の

十分な内容ではなかったにせよ一部エネルギー改革が

ためにこれまで以上に貢献したいと思っていた矢先に

行われていた。恐らくカルデロン前大統領は今回のエ

メキシコを後にすることになり非常に残念ではあるが、

ネルギー改革と同等のものを実現させたかったのであ

ぜひ大きなビジネスチャンスにつなげていってもらえ

ろう。ただ残念であったのは議会がねじれ状態であっ

ることを切に願うばかりである。

たのが不運であった。しかし、同大統領は政権最後ま
でこのエネルギー改革を実現すべく努力をしていた。
これに対し、ペニャ・ニエト大統領を先頭にPRIは、

5. 終わりにあたって

エネルギー改革を行うのは自分たちだと主張した。恐

1609年、メキシコの船が現在の千葉県御宿沖で座

らくこの時点で今回のエネルギー改革への道筋ができ

礁し、当時の日本人が乗組員を救助、また14年、支倉

上がったのであろう。こうした一連の流れが、筆者が

常長の使節団がメキシコに上陸してから400年が経つ。

今回はメキシコは本気でエネルギー改革を実行するで

また1888年、メキシコは初めて日本と平等条約を締結

あろうと踏んだひとつの根拠であった。

してくれた。ここでは事細かに日本とメキシコとの歴
史を記載するつもりはない。ただ、メキシコという国

果たして、2013年12月、ペニャ・ニエト大統領はエ

は日本にとってとても長きにわたって非常に友好的で

ネルギー改革にかかる憲法改正を実現し、また今年に

あった。こうした関係はさまざまな状況が大きく変

入り、下位法案についても多少の遅れはあったものの、

わった今でも変わっていないと筆者は信じたい。メキ

見事８月には議会の承認を取りつけ、大きな一歩を踏

シコは今一連の構造改革を機にまさに大きく変革を遂

み出したのである。早ければ来年上期中には同改革に

げようとしている。間違いなく変わっていくと思う。こ

基づく最初の入札が行われるであろうとの見込みであ

うした時期に日本としてあらためてメキシコとの関係

る。筆者としては、メキシコにとってエネルギー改革

を再考、発展させていってほしいと願う。

はこれまでの長い間タブーとされてきたものに手をつ

メキシコについていろいろと書いてきたが、結局、

けたのであるから、まだまだ紆余曲折はあるのだろう

筆者はメキシコが大好きである。メキシコ人によく「メ

と考える。ただし、こうした個々の紆余曲折に悲観的

キシコは好きか？」と聞かれるが、筆者はいつもこう

になる必要はなく、大きな流れからいえば、後戻りは

答えるようにしている。
「もちろん。メキシコは自分に

ないと考えるべきで、じっくりどう取り組んでいくの

とって第二の故郷だから。
」次にいつメキシコに戻れる

か考えていく時期だと思う。メキシコにとって大きな

のか、あるいはもう戻ることはないのかもしれないが、

変革かつ躍進する契機であるとともに、日本および日

10年後、20年後さらに発展した第二の故郷の話を耳に

本企業にとっても大きなビジネスチャンスになること

するのが本当に楽しみである。
まだあと何日かメキシコでの生活が残っている。メ
キシコを去る最後の最後までこの変革の時期をこの目
で見ておきたいと考えている。
（2014年９月19日メキシコシティーにて）

メキシコシティー中心地の高層ビル建設現場
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