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>海 外展開の視点 >南 北アメ リカ大陸の輸出製造拠点 先として注目されるメキシヨの魅力

中小企業の海外展 開に必要 とされ る実務情報を掲載 し
実務経験のある国際化支援ア ドバ イザ ーの視点で、中小企業の海外展
ています。
￨

南 北 ア メ リカ の 輸 出製 造 拠 点 先 と して 注 目さ れ る メ キ シ ヨの 魅 カ
国際化支援ア ドバイザー 瀧澤 寿美雄
目次

メキ シヨはス ペ イ ン語読みで 「メ ヒコ」 と呼ばれ 、世界でス ペ イン語を話す全人回は4億 人 と言われていますが 、
その中で最大の人口1億 2千 万人 (日 本 に次 ぐ世界第 11位 )を 有 する中南米 の大国です。 2005年 4月 の 日墨経済連携
協定 (EPA)の 発効以降、日系企業 によるメキ シヨ進 出は加速 し、現時点で はフ00社 近 くにな つています。メ ヒコが実
は、OECD(経 済開発協力機構 )、 NA「 FA(北 米 自由貿易協定 )、 TPP(環 太平洋経済連携協定 )の 加盟国である
ことはメキ シヨ経済の優位性や その実力を示 している証 しと言えます。
最大 の 強みは、米州大陸 における地理上の戦略的な位置 にある ことです。すなわち、北 に国境を接 し巨大な米国
市場を持ち、南半球 の ラテ ンアメ リカ最大の市場であるブラジル とはメキシヨ湾側の港で結 ばれ、さらに太平洋側
の港湾か らは経済成長著 しいアジア市場 とつながつているという新大陸における非常 に有利 な立地です。
北米市場 向けの海外直接投 資先 としてメキシヨは、音か ら日本の製造業か ら注 目されていま した。いわゆる、マ
キラ ドーラ と呼ばれ る米 国 との国境付近で保税 加工地域があ り、 日本の大手電機 メーカーが この制度 を活用 して進
出 していま した。 しか し、この数年 日系企業でメキシヨに投資するの は主 に自動車関連産業 にな り、主役が交代 し
た と言えます。また、進 出地域 も米国 との国境付近や Jヒ 部 か らメキシコ中央高原地域 にシフ トしてきているのが大
きな特徴で す。

2011年 6月 にマツダの新規投資 (グ アナフア ト州サラマンカ市)が 発表された直後、同年8月 にはホンダの第2工
場建設 (グ アナフア ト州セラヤ市)、 翌年1月 にはニッサンの城下町と言われるアグアスカリエンテス市に大規模な
大型投資がそれぞれ発表されました。実際、2013年 11月 にはニッサン第3工 場の定礎式、
第3工 場建設という追カロ
2014年 2月 にはホンダ第2工 場の記念式典、その1週 間後にはマツダ初の新工場の開所式がそれぞれ盛大に関係者を

招待 して行われ ま した。いずれの式典 にもぺ三 ャ ・ニエ ト大統領が出席 したのは、メキ シヨ政府が 日本の 自動車産
業の直接投資を心か ら歓迎 している表 明 と受け とっていいで しょう。

日系自動車メーカーばか りではなく欧米の有力完成車企業もパ ヒオ (Bajio)と 呼ばれるメキシヨ中央高原地域に
工場が集積する傾向が見られます。特にアグアスカリエンテス、グアナフア ト、サンルイスポ トシの3つ の州への自
動車産業の進出が盛んで、各州政府は外国企業誘致にしのぎを削つています。

相次 ぐ完成車メーカーのメキ シヨ進 出の表明は、名実 ともに、メキシヨが 北 中南米市場の輸出製造拠 点 として最
適な条件を備えた国であることを証 明 した ことにほか な りません。系列の 自動車部品メーカーはもちろん、独立系
のメーカーも、一 斉 にメキ シヨに工場 を建設するため フィージ ビリテ ィ ースタデ ィ ーを開始 して今 日に至 つてい る
わ けです。
今後 はこの 自動車部品の中小メーカーのメキシヨ進 出 に拍車がかかるもの と期待 され ます。私 自身も昨年中小機
構 のメキ シヨ担 当の ア ドバ イザ ー として埼玉や名古屋か ら自動車部品関連のTier 2、 Tier3の サ プライヤーか らの
問い合わせを受け、メキ シヨ進 出の相談 に応 じた ことがあ ります。

さて、 ここか らは、 「海外直接投資先 としてメキ シコが持 つ 10の 魅力」 と題 して以下 にま とめ ま した。今後のメキ
シヨ進 出 に関心ある企 業 の 皆様 の判断材料のお役 にたてれ !剖 可よ りです。

1.政 治の費定
メキ シヨは、 1917年 に制定 された 「革命憲法 」で、任期 6年 の 大統領の再選を禁止 した議会制民主主義の国で
す。 2012年 12月 に、 2000年 の大統 領選挙で歴史な勝利 を収め2期 続いた PAN(国 民行動党 )か ら再び政権 に返 り
咲いた保守党である PRI(制 度 的革命党 )の ぺニ ャ 。ニエ ト大統領が就任 しま した。前政権の 経済政策 は基本 的に
は受 け継ぎなが らも改革 に取 り組む新大統領 は、エネルギ ー改革 法案を 2013年 12月 に国会で通過 させま した。 こ
れ は画期 的な ことで、憲 法で規定 され ている炭化水 素資源 は国家 に帰属 し、 PEMEX(国 営石油公社 )も 民営化 は し
ないものの、石油化 学や電力市場 な どの分野 に民間企 業が参入できるようにな りま した。

2.経 済の安定
近年の順調な経済成長 によ り2011年 には、国内総生産 1.2兆 ドルで世界第 14位 の規 模 にな り、一 人あた りの GDP
は1万 ドル に達 しま した。過去 10年 間 のイン フレ率 は概ね 60/0以 下で推移 し、 2011年 以降の経済成長率 は30/0台 を保
ち、2014年 以 降も3〜 40/0の 安定成長率が見込 まれています。また 、現在 日本 を始め多 くの先進国が財政問題を抱
える中、メキ シヨは政府 による規 律ある財政政策が行われています。
3日

世界主要国 との 自由貿易ネ ッ トワークを構築

現政権 は、世界各国 ・地域 との 自由貿易協定 (F「 A)や 環太平洋経済連携 協定 (TPP)を 通 じて貿易の 自由化を積極的
に推進 し、米 国、 EU、 日本 をは じめ 44ヶ 国 とF「 Aや EPAを 締結 しています。さらに、メキ シコヘ の直 接投資を 一層
促進 する枠組み として最近注 目されているのが 「太平洋 同盟」で、メキシヨ、コロン ビア、ペル ー、チ リがカロ
盟国
でパ ナマ、コスタ リカや 日本 もオブザ ーバ ー として参加 しています。

4.地 理 的a4t性 ・ 戦略的な立地
メキシコは中南米諸国の 一 員ですが 、地 図を広 げる と北米大陸 に位置 し、米州大陸の通 商の重要な中継地点 にあ
ります。北 は NA「 FAの メンノミ
ーで 巨大市場である米 国 と国境を援 しています。東海岸の ベ ラクルスやアルタ ミラな
どのメキシヨ湾側か らは欧州 とラテ ンアメ リカの消費 市場 とつなが り、さらに、西海岸のマンサニ ージョ、ラサ
□・ カルデナス、エ ンセナダ な どの太平洋岸の港湾 か らはアジア太平洋諸国 と結びついています。
5日

安く若い豊富な労働力・穏健な労働組合

ブラジル、ベ トナム、タイなどの他の新興国の労働コス トが上昇する中で、メキシヨは賃金上昇率が低 く安定 し
ています。2012年 の製造業での単純労働者の月給 (USs)を 例にとると、米国 2′ 801ド ル、中国 329ド ル、タイ
345ド ル、ブラジル 630ド ル、ペルー 473ド ル、メキシヨ 391ド ル となつています。労働組合はプエブラ州や全
国組織の教職員組合な ど一部を除いては過激で闘争的な組織は少な く、穏健派の労働組合が大多数です。イン ドや
中国と比較 して、日系企業でも労働争議を起 こされて組合運動に悩まされる進 出企業は少ないと言えます。

6.整 備が進むインフラ網

経済成長を軌道 に乗せるには国内の社会基盤であるイ ンフラを再整備 する必要があ り、新政権 はイ ンフラ整備計
画を進めています。港湾 、貨物 ・旅客鉄道 、高速道路 、空港等の国内イ ンフラ網の整備が進行中です。2013年 〜
2018年 までの政府予 算 と して 2012年 の GDPの 5。 50/0に 相 当する 1′ 350億 ドルの投資が見込 まれ ています。例えば、
旅客鉄道の建設計 画 として、日系企 業 も進 出 しているケ レタロ とメキシヨシテ ィー 問 200kmを 結ぶ高速鉄道のプ ロ
ジェク トがあげられ ます。
フロ 回 と地方 による外 資誘致奨励策
外資参入 は歓迎 され、連邦政 府の奨励策 にIMMEXや PROSEC(産 業生産分野別促進 プログ ラム )を 提供 していま
す。IMMEX(輸 出 に関連 する製造 業 ・ マキ ラ ドーラ・ サ ー ビス産業振興 策 )と は、完成 品を輸 出する企業 に対 し、
製造過程 において使 用 され る設備 ・ 機械な どの輸 入関税を 一 時的 に免 除するものです。州政府や地方 自治体では土
地の無償提供 、イ ンフラ整備 、従業員の 研修費助成金な ど各種優遇 奨励策を準備 しています。

8.成 長見込 まれる新興国内市場
輸出製造拠点 としての注 目度が高いメキ シヨですが、潜在 力ある国内市場の大 きさは忘れてはな りません。GDP
一 人当た り1万 ドル を超えたメキ シヨの 消費規模 は、ブラジル には及 ばないものの イ ン ドと同 じ規模 で、また、消
費
意欲が高 い傾 向がみ られます。これ は同国の人口構成 を見れ ば明 らかできれ いな ピラミッ ド型で、 20歳 以上が
400/0、 30歳 以上で は570/0の 年齢層が 占め るので、大 きな購買力が 期待できます。メキシヨ市場 で成功する
には若
者の心を とらえるマーケテ ィングが欠かせ ません。

9.日 本 と経済連携強化を 目指すメキシヨ
日本 とは2005年 4月 にEPAが 発効 し、TPPの 加盟国 と してメキシヨは、 アジア太平 洋の貿易 自由化 をさ らに強化
すること目指 しています。 日本 は中南米へのゲ ー トウエィ 国 と してメキシコを重視 、両国 は戦略的ノ《
一 トナ ーであ
り相互補完 関係 にあ ります。

10B親 日回メキシヨ r′ Jap6n,Mlxico′ AmigOs″ 「メ球

｀
ン、メ ヒコ、アミー」ス」

400年 前の 1613年 に、支倉 常長の遣欧使節 団はメキシヨで手厚 いもてな しを受け、 1888年 に開国後の 日本が初
の 平等修好条約を締結できたのがメキシヨです。その返 礼 として、 日本政府 は在 日メキ シヨ大使館の所在地 を皇居
にも近 い永 田町の 一 等地 に構えた と言われていま す。対 日感情 も良好で 日本食や 日本製品も愛されてい ます。 19フ 1
年 に始 まった 「日墨交流計画 」でメキシヨ人 と日本人の人 的交流が行われ 、今年で第42期 目を迎え、延べ 4′ 000人
が交流を深め ま した。今 年 は「日墨 交流 400周 年」の行事が両国各地で行われ ることにな つています 。

メキシヨに関 する役 に立つ参 考書籍
「メキシヨ
中畑貴雄著

経済の基礎知識 (第 2版 )」
ジ ェ トロ 2014年 4月

「メ キ シヨにおける機械産 業の生産 ・ 販売環境」
日本機械輸出組合 2013年 3月
「現代メキ シヨを知 るための 60章 」
国本伊代 編著 明石書店 2011年 7月
「MEXLIFEメ キ シヨ生活情報 2013年 版 」
メキシヨ生 活向上委員会編 著 メキ シヨ日本 商工会 議所

2013年 3月

日本語で読めるメ キシヨ経済 に関するお薦めサイ ト
日本貿易振興機構 (」 ETRO)メ キ シヨ
(新 規 ウィン ドウに表示 )

国際協力銀行 (JBIC)メ キシヨシテ ィ駐在 員事務所
httDi〃

WWW.ibic口

oo,lD/ta/about/mettco―

cttv(新

規

ウ

ィ

ン

ド

ウ

に

表

示

)

海外投融資1青 報財団 (」 OI)メ キシヨの投資環境
httDS://Www口 lol.or口 iD/mOdules/investment/index.DhD?COntent id=55(新 規 ウィン ドウに表示 )
在 日メキ シヨ大使館

httDi//embamex,sreロ ロob.mx/iaoon/(新 規 ウィン ドウに表示 )
メキ シヨ経済省 駐 日代表部
httDi〃 WWWttrnexicotradeandinvestment口

在メキ シヨ 日本大使館

com/(新 規 ウィン ドウに表示

)

企業関係者の 皆様 (経 済班 )
(新 規 ウィン ドウに表示 )

メキシヨ日本商工会議所
httDi〃 WWW口 iaDOn.Oro.mx/(新

規 ウ ィ ン ドウ に 表 示 )

国際協力機構 (JICA)メ キシヨ事務所
httD:〃 WWW.1に a口 Qo.lD/me苅 Co/(新

規 ウ ィ ン ドウ に 表 示

)

国際化支援ア ドバイザー
麗輝

申 美巌

た書ざわ
〔

すみお )

(経 歴 )

1975年 日墨交流計画の 奨学生 としてメキ シコの大学へ 留学後 1979年 か ら約 9年 間社 団
法人 日本能率協会 にて国際業 務 に携わる 。
その後 、在 日ス ペ イ ン大使館商務部 、米 国カ リフォルエア 州政府事務所 、豪州ニュー
サ ウス ウェールズ州 政府事務所 、メキシヨ経済省駐 日代表部な どで勤務 。
貿易促進 と投資誘致 に関するコンサルティング 業務 に通算 30年 余 り従事 し、現在 はメ
キシヨ進出を目指 す日本企 業のサポ ー トを している。
(得 意分野 )
自動車部品、建 材 、食品
(専 門地域 )
メキシヨおよび 中南米 、ス ペ イン、豪州

(2014年 3月 掲載 )
各 コンテ ンツの内容 につ きま しては、すべて 掲載時点のものです。各種規制の変更等 によ り、数値や内容が現在
のもの と相違 する場合がござい ますのでご注 意 ください。

個剛具体 的な質問は
個別具体的な質問については、国際化支援ア ドバイス支援

(無 料)を ご利用 ください。

革 国際化支援ア ドバイス制鹿 とは ?
中小企業の方 々の 海外事業展 開 (海 外投資・ 国際取 引 )に 関する課題 に対 し、海外経験が豊 富な国別 ・ 分野別の
専門家 (経 営支援専門員 ・ 国際化支援 ア ドバ イザ ー )が 個別ア ドバ イスを中」ヽ
機構本部 ・近畿本 部では毎 日、各
地域本部では定 期 的に行 つています 。
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