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はじめに

１９７０年代，石油危機，オイル・ショックによって世界の大多数の国々が大

きな衝撃を受け，その経済構造，経済運営を根本的に変革することをよぎなくさ

れたが，ほぼ同じ時期にメキシコは相い次ぐ巨大油田の発見によって，またたく

まにサウジアラビアに次ぐ石油大国へと変貌した。

しかし，メキシコの石油は，①開発の歴史の長さ，②１９３８年の国有化，③

ＯＰＥＣへの非加盟に象徴される独自の石油政策の維持，などの点でその他の産

油国とは著しく異なる特徴を示している。

このようなメキシコ石油の特徴，独自の石油政策の実態やそれが生み出された

原因を解明するために，筆者はこれまでに「国有化以後のメキシコ国営石油企業

の発展」⑪)，「メキシコ革命と石油資源ナショナリズム~石油産業国有化への

道」(2)，｢非ＯＰＥＣを貫く－メキシコの石油政策」(3)，「新興石油大国の星ペ

メックスの凋落」(4)などの論文を発表してきたが，本稿ではメキシコ石油産業の

揺篭期のディアス政権と米英系石油会社の関係，１９１０年の「メキシコ革命」

への外国石油会社の関与または干渉，第１次世界大戦による燃料需要急増の影響

などの諸側面に焦点をしぼり，しばしば「不可解な」とか，「ユニークな」とか，

「ナショナリスティックな」というような形容詞を付して語られるメキシコの石

油政策を生み出した背景を明らかにしてみたい。

第１節ポルフィリオ・ディアス政権と石油産業

Ｉ外資政策と投資環境

１８７６年から１９１１年までの３５年間にわたってメキシコを支配したデイ

アス政権は，産業の開発こそがメキシコを貧困から脱却せしめる方策であるとの

立場から，産業の近代化を最優先課題とし，それによって社会的進歩を実現しよ
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うとした。

そこで「シエンティフィコス」とよばれる人々が政策プレーンとして起用され，

経済の近代化のための投資環境の整備に力が注がれた。具体的には，①土地や資

金調達に有利な利権の供与，②租税の減免，③軍隊，警察，「ルラーレス」（私

設警察）による治安維持，④賃金，労働迦勤対策への協力，などの誘因が提供さ

れた。

その結果，１８７９年以降，メキシコに対する外国資本の進出ブームが続いた。

第１は鉄道建設ブームであり，世界の鉄道史に名を連ねるハンチントン，ゴウ

ルド，ハリマンなどの米国の鉄道王たちにより，メキシコの鉄道網は１８７７年

から１９０１年の間に４１７マイルから９，６００マイルへとめざましく拡張さ

れた(s)。

鉱山開発もまた新設された鉄道を利用して積極的に進められ，金，銀，銅，鉛，

亜鉛の開発が進められた。この分野でも米国企業の進出がめだち，約１，０００

社のうち８４０社は米国企業であった。そして，１９０２年にメキシコは銀の生

産量では世界第１位となり，１９０４年には銅の生産鐡で世界第２位となっ

た(6)。

このような外資の進出を助長した要因の一つとして見落とせないのはリマン

トゥール蔵相による財政・金融制度面の整備である。同蔵相によって，①財政改

革，②銀行制度整備，③１９０４年の金本位制採用，などがあいついで行われ，

メキシコに対する諸外国のクレジット・レーティングが改善され，１９１１年に

メキシコはその対外債務を４％の金利でリファイナンスしうるにいたった(7)。

このような積極的な外資導入政策により，ディアス政権下の工業，商業は著し

い発展を続けたが，１９世紀末にいたってディアス政権の外資に対する姿勢にひ

とつの変化が現れている。それは米国資本のオーバー・プレゼンスに対する警戒

感であり，１９０３年からメキシコ政府は鉄道債券の買い戻しを始め，１９０９

年までに大部分の債券を買収し，政府資本マジョリティの国営鉄道会社に転換さ

せている。

やがて活発化するメキシコ石油産業の開発の重要な背景として，このような

ディアス政権期の投資環境の変化を見落とすことはできない(6)。

Ⅱ石油開発の先駆者たち
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メキシコでは，スペイン人の到来以前から原住民インディオの間で石油の存在

が知られており，宗教上の儀式や医療用として，また船の防水用塗料として使用

されていたが，とくにメキシコ湾岸地帯では，「エル・チヤポポテル「エル・

チャポポタル」，「チャボポティーヤル「ゼロ．デ・ラ・ペスル「オホ・デ・プ

レア」などの地名はいずれも石油の鯵出を意味するものであった(9)。

メキシコで最初に石油を商業ベースで開発した人物としては，イングランド人

のセシル・ローズがあげられる。しかし，かれはロンドン・オイル・オラスト社

を設立し，メキシコ石油にかなりの投資を行ったにもかかわらず，十分な利益を

あげるにいたらず，メキシコ石油会社に資産を売却して撤退している。

次に米国人のピアースが名乗りをあげている。かれは１８８５年にロックフェ

ラーのスタンダード・オイル・オブ・ニュージャージー社の系列会社のウォー

タース・ピアース社の３５％の株式を所有する代表者としてセントルイスからメ

キシコに進出し，ディアス大統領から石油輸入の利権を取得し，販売組織を作り，

米国のペンシルバニアから石油を輸入して，ベラクルスおよびメキシコ市でケロ

シンにして販売し，ほぼ市場を独占するにいたった。当時のディアス政権にとっ

てはピアースの支払う輸入税収入がかなりのメリットとなった。その間，ピアー

スはエルパソ～メキシコ市～タムビコを結ぶ中央鉄道会社の株式の過半数を取得

し，社長になることをめざしていた('⑪。

やがて，米国から輸入した石油を販売するよりもメキシコ国内の石油を利用す

る方が有利であると判断したピアースは１９００年に当時米国の石油主として知

られたドヘニーを招いて石油の探査を開始した。ドヘニーは１８９２年に米国の

ロスアンゼルスで石油を発見し，巨万の富を築いていたが，ピアースから中央鉄

道会社の敵地の周辺での石油探査を依頼され，産出された石油を機関車の燃料と

して買い取ってもらうことを条件に探査を引き受けたのであった。

そして，タムピコ西方３５マイルで石油が発見されると，ピアースはその周辺

の土地４５万エーカーを買収し，地下の資源に対する権利をも確保した（ディア

ス政権の法律面での最初の業績とされている１８８４年の「鉱業法」は土地の所

有者に地下資源に対する権利を認めていたからである）。この時，ピアースは郵

税以外の全ての税の１０年間の免除，石油開発に必要な機械の免税輸入の特権を

も取得している《11)。

１９００年５月１４日にセロ・デ・ラ・ペスでエパノ油田が発見されたのに続
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いて，タムピコ南西６５マイルの地区でカシアノ油田が発見された。しかし，当

時，ロンドン・オイル・トラスト社が経営危機に陥るという事件が発生したため

資金調達が困難となり，また地主の反対のためにパイプラインの敷設が遅延する

という事態も発生した。さらに，中央鉄道が石油買入れの約束を撤回したため，

産出された原油をメキシコ市の道路のアスファルトに使用せざるをえないという

事態すら発生したが，この時，スタンダード社が５年間にわたって毎年２００万

バーレルを職人することを提案し，事態は一挙に好転した('２)。

１９０５年になると生産は順調に伸び，スタンダード社への供給も着実に実行

され,ピアースはメキシコの石油市場を支配するにいたった｡ここにいたってディ

アスとその側近のシエンティフィコスはピアースの独占と外国資本への石油資産

の売却について大きな懸念を抱くにいたった。

ドニヘーの米国上院外交委員会での次のような証言がその間の事情を明らかに

している。「ディアスは独占に強く反対し，私にスタンダード社との特別な結び

つきについて執勧に質した。私がそのような特別な関係はないというと，メキシ

コの石油資産が外国の強力な機関の手に渡るのを阻止するために，資産を売却する

場合には，メキシコ政府がそれを買収する機会を与えることを私に約束させた」（ｗ・

メキシコの石油が米国の巨大企業に支配されることに対する不安が第３の人物

の登場の舞台を設定した。それは１９１１年に初代コードレイ卿となるイングラ

ンドのピアソンである。

ピアソンの会社（ピアソン．アンド・サン社）は米国のハドソン河トンネル，

英国のドーバー港，テームズ河トンネルなどの建設会社として国際的に知られ，

またメキシコではメキシコ市の排水工事，電灯，路面電車，ベラクルス港，テヮ

ンテペク鉄道修復などの工事の実績があり，かれ自身ディアス大統領とも親交が

あった（テワンテペク鉄道はピアソンが５０％出資し，その開業式にはディアス

大統領とピアソンがその家族たちと全線を試乗している）（Ｍ)。

石油の分野では１９０１年にテワンテペク地峡のサン・クリストーバルで探査

を行い，ミナティトランに製油所，貯蔵センター，パイプラインを建設したが，

生産は低調を続けた。そこで政府はピアースの独占を阻止するための対抗勢力と

してのピアソンを支援するために５つの州における開発利権を与えた。

やがてピアースとピアソンの間に「石油戦争」として知られる価格戦争が展開

され，２０リットル当たり３ドル５０セントであったケロシンが１８カ月後に８
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０セントになるという激しい競争となった。その戦いは１９１０年にピアソン側

の敗北に終り，ケロシンの価格は２ドルに戻った（１s)。

敗北に打ちひしがれたピアソンを藤えらせたのは１９１０年の「ポトレロ・デ

ル・ジヤノ４号」油井の成功であった。数１００万ポンドを投入した最初の試掘

が失敗に終ったあとに的中されたその油井はその後８年間に１億バーレルの石油

を産出することになる。この油田の開発のためにメキシカン・イーグル社（エル

・アギラ社）を設立したピアソンはデイアス大統領の息子を重役に配するなどし

て資金面の不安を解消することに努めた。そしてピアソンは「おそらくスペイン

の征服期およびその後のいかなる人物よりも多くの利益をメキシコから取得した

人物」（'`)といわれることになる。

メキシコの石油開発の初期には世界の石油産業史に残る３つの伝説的油井が発

見されている。

その第１は１９０８年にピアソンによって掘られた「ドス・ポカス」油井であ

り，それは噴出圧力によって火災を発生し，５８日間にわたって１，０００フィー

トの焔が燃え続け，鎮火した時にはもはや塩水しか噴出しなくなっていたという

「幻の油井」であるが，その火災のすさまじさが全世界に報道され，メキシコの

石油に対する関心を高めたのであった。

第２は，１９１０年にピアソンによって掘られた「ポトレロ・デル・ジャノ」

油井であり，ピアソンは「ドス・ポカス」の苦い経験を教訓としたため，火災の

発生を防ぐことに成功し，その後，日量１ｏ万バーレルの原油を産出した。

第３は，１９１６年にドヘニーによって掘られた「セロ・アスル４号」油井で

あり，噴出した原油の柱は６００フィートに達し，やがて日量２６万バーレルと

いう産出量の新記録を達成したい？)。

これらのメキシコの油井の特徴は自噴を続けたこと，および米国の油井をはる

かに上回る産出量を記録したことであり，それらについての報道は，最近のペル

シャ湾での大油田より大きな世界的反響をよびおこした。

このような石油ブームは，国内においては，ディアス政権に保護された外国資

本の経済的支配の象徴とみなされた。当時のメキシコの経済発展は貧困に打ちひ

しがれた農業社会の上に，「飛び地」のような工業を積み重ねたものにすぎず，

石油ブームの恩恵はごく一部の階層にしか及ばず，貧富の格差を拡大したにすぎ

なかったからである。
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ディアス政権期に，かつて村落共同体の共有財産であった土地の多くは外国企業や

プランテーション経営者によって私有化され，１９１０年には８３４人が国土の４分

の１を所有するという事態となった(１８)。そして農奴制が拡大し，ディアス体制に反

対する者には私設警察やユカタン半島での強制労働による弾圧が続けられた。外見的

には，安定と進歩と秩序の国とみられたメキシコの社会には不満が充満していったの

である。そして，シエンティフィコスたちはさまざまな公職を次々と渡り歩くことに

よって財を築き，社会の腐敗のシンボルとして指弾されるにいたった('．)。

他方，１９１０年ごろになると,外国資本のなかにも反ディアスの風潮が強まっ

た。それはディアス政権がピアソンなどヨーロッパ諸国の資本に多くの優遇措置

を与えたことに対する米国資本の怒りと恨みを起爆剤としたものであったが，と

りわけロックフェラーのスタンダード社はその財力と政治的影響力を駆使して

ディアス政権と対立する姿勢を強めた《２０)。

やがて，メキシコ社会に充満する国民の不満と米国資本の不満が結合し，外国

石油資本が「メキシコ革命」に大きな影響を及ぼし，デイアス政権没落へのプロ

セスを加速することになった。

第２節メキシコ革命期の石油開発

Ｉディアス体制の崩壊

メキシコ革命が勃発した１９１０年のメキシコ石油産業をみると，ポトレロ・

デル・ジャノの発見によってドヘニーを追い抜いてメキシコ最大の石油企業とな

り，従来のピアースによる市場の独占状態を崩壊せしめた英国のピアソンのアギ

ラ社の優位が明らかとなっていた。もちろんその背後にディアス大統領とリマン

トゥール蔵相の支援があったことはいなめない。

他方，米国のピアースはディアス政権によるピアソン優遇政策によってその立

場を著しく不利なものにされた。ピアソンがメキシコで生産された石油を使用し

たのに対して，ピアースの製油所は米国から石油を輸入していたので輸入関税の

分だけ不利になっていたことから，ピアースはメキシコ政府に対して関税の撤廃

を要求したが，受け入れられなかった。事態を決定的にしたのは１９０９年の鉄

道国有化であり，ピアースの中央鉄道会社もその対象とされ，新経営陣のなかで

ピアースが少数株主の地位に追いやられることとなり，ディアス政権との対決を

決意することとなった(2')。
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ドヘニーはといえば，エバノ油田とカシアノ油田を掘り当てていたため，ピア

ソンの進出にもかかわらず，相対的に安定した地位を確保していたが，メキシコ

革命が始まり，米国政府がディアス擁護のために介入することを知るや，タフト

大統領に電報を打ち，そのような介入が英国石油会社を有利にするにすぎないと

主張して介入を阻止した…。

当時の石油産業界では，そのほかにもテキサコ社，ガルフ社，スタンダード．

オイル･オブ･ニュージャージー社などの大手石油会社がメキシコの石油開発に

進出する機会をうかがっていた。そして，それら各社にとってはディアス政権の

存続よりも，革命政権になった方がさまざまな利権を取得しやすいとみられたた

め，各社ともに反ディアス勢力を支援することになった。

１９１２年の米国上院外交委員会の｢メキシコの混乱状態に対する米国の関与」

に関する公聴会での証言がその間の事情を示している。

例えば，トロクセルの証言によれば，かれは１９１１年にスタンダード・オイ

ル社の代理人として，エルパソ市において革命軍に接触し，権力を掌握したのち

に利権を提供するという条件で，革命軍に１００万ドルを供与したとしている。

また革命派のマデロ軍に参加した米国軍人コンバースは，マデロ軍がスタンダー

ド・オイル社から資金援助を受けていたことを証言しており，さらには，メキシ

コ油田会社の元社長のメキシコ人フルベルは，ピアースがマデロに資金を提供し，

革命を始めさせたことを証言している(2ｍ。

いずれにせよ，石油会社側には資金援助をする能力と動機があり，マデロ軍が

それを必要としていたことは明らかでである。そしてマデロ政権成立後の１９１

１～１２年に，テキサコ社とガルフ社がメキシコに対する最初の投資を行ってい

ることやスタンダード･オイル社系のマグノリア社が４００エーカーの土地を取

得していることからみて，両者の関係は明らかである。そしてマデロが石油会社

の資金援助を得ていたことが英国，米国のみならず，メキシコにおいても周知の

事実となった結果，マデロ政権に対する国民のイメージが急速に低下することに

なった(24)。

Ⅱマデロ政権期の石油産業

ディアス政権の崩壊とマデロ政権の成立は外国資本にとっては大きな打撃と

なったが，とりわけビアソンなど英国資本に対する風圧が強まった。しかしピア

ソンは本国政府に保護を求めず，英国政府も米国の「モンロー主義」を考慮して
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行動を自粛していた。そのような状況下で，１９１１年８月２６日，ピアソンと

マデロ大統領が会談し，①ディアス政権期の利権を尊重すること，②付加的投資

を保証すること，③スタンダード・オイル社の支配に配慮すること，などで合意

し，その返礼として，ビアソンは１９１２年３月に，反マデロのオロスコ軍に対

する米国の武器などの禁輸キャンペーンを展開し，数日後にそれが実現されると

マデロはピアソンに感謝の電報を打っている(25'。

この時期の米国の動きのなかでとくに注目されるのはウィルソン大使の動向で

ある。当初，同大使はマデロが国内を安定することを期待したが，オロスコ軍の

反乱，サパタ軍の反乱が続き，外国人の資産や利権が略奪されるにいたり，行動

を起こしている。１９１２年９月に米国国務省がマデロに発した「最後通告」は

その表れであり，同通告はメキシコの地方当局の圧政や反米感情の高まりを指摘

し，とくに米国の石油会社が「負担に堪えない重税」や「略奪的迫害」を受けて

いるとして，そのような事態を即時中止させない場合には，反政府軍への禁輸を

解除するほか,法と秩序を回復できなければ，「米国はなすべきことを検討する」

としている⑫`)。

その２カ月後に出されたメキシコのラスクライン外相の回答は，①石油に対す

る新税は反米感情によるものではない，②石油1バーレル当たり３セントの税収

は政府にとって必要なものである，③英国，米国のみならず，すべての石油生産

者に課税している，などをあげて反論するとともに，この直後に同外相はワシン

トンへ飛び，タフト大統領，クノヅクス国務長官と会談している。

ともあれ,在メキシコの米国の資産を保護するための軍事的介入を示唆した｢最

後通告」が劇的な転換点となり，ウィルソン大使はマデロの退陣へと動くことに

なる（27)。

１９１３年２月にフェリクス・ディアスの反乱が起きるとウィルソン大使はま

ず米国の海兵隊をメキシコ沿岸に展開させること，およびマデロ政権に圧力を加

えることを本国政府に要請するとともに，メキシコ市の防衛に当たっていたウエ

ルタ将軍と接触を持った。そして２月１８日にそのウエルタが反乱を起こし，２

日後に暫定政権を樹立すると，クノヅクス国務長官にその承認を求めている【28)。

要するに，ウィルソン大使は米国の石油会社の利益を擁護するためにウエルタ

を支援したのであるが，その結果として起こったマデロ政権の崩壊によってメキ

シコのデモクラシーの流れが分断されることになった。それゆえに，マデロの悲
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劇的な死は革命の神話となり，メキシコ国民のなかに外国石油会社が革命を挫折

させたという認識をひろめることになったといえる。

Ⅲ米国内の意見の対立

ところが，米国政府はウィルソン大使の要請にもかかわらず，ウエルタ政権を

承認しなかった。１９１３年３月１１日に就任したウヅドロウ・ウィルソン大統

領は「個人的利益や野心のために権力を把握した者に対しては何らの共感をもち

えない」《”》としてウィルソン大使の要請を却下するとともに，同年６月にヘイ

ル特使をメキシコへ派遣し，ウィルソン大使が大使館での晩餐会にウエルタを招

いたことなどを確認するや，８月４日に同大使を解任している。

この背景には三代にわたって共和党が支配してきた国務省と新任の大統領の間

の意見の対立があり，そのためウィルソン大統領は以後，Ｅ・ハウス，Ｗ、Ｂ、

ヘイル，Ｊ・リンドという特派大使を通じて対外政策を展開することになった。

当時，石油会社の関心は，①連邦軍と護憲派軍の略奪から資産を守ること，②

ウエルタ政権の承認を本国政府に働きかけることであった（それは英米両国のウ

エルタ承認競争となった）。

ところで，ウエルタが権力を奪取して１カ月の間に，「護憲派」のカランサの

反乱に続いて，北部ではパンチョ・ビヤ，アルパロ・オブレゴン，中部ではエミ

リアノ・サパタがあいついで軍を蜂起しており，かれらの第１の目的はタムピコ

からベラクルスにいたる石油産出地帯の支配であり，そこから特別税，軍事税な

どの形で資金源を確保することであった。当時の状況をドヘニーは次のように証

言している《３０)。

「１９１３年５月１５日,護憲派軍のララガ将軍が２００人の兵士とともにやっ

て来て，所長を逮捕し，食糧を奪い，５，０００ドルの融資を強要し，すべてのラ

イフルを奪って去った。１０月にはウエルタが最高裁を通じて４０万ドルの罰金

の支払いを命じてきた。１２月には，護憲派のアギラール将軍が１万ドルを要求

し，その支払いを拒否すると，油田のポンプを止め，原油をプエナビスタ河に流

出させたため，落雷で引火し，３カ月間燃え続け，いまなお危険な状態にある。

わが社は対メキシコ政策について米国政府に協力すべきであると考え，リンド特

使に相談すると。ローン”を支払うようにといわれ，そのとおりにしたのでポン

プを止められることはなかった」。「当時，英国人は大量のウエルタ債券の販売

を支援し，ウエルタに味方していた。米国政府は反ウエルタであったので，われ
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われの行動は米国政府の立場と調和し，英国人の行動は英国政府の立場と

調和していた」(３１)。

当時の米国政府の対メキシコ政策は一貫せず，リンド特使は反乱軍に資金を支

払うように指示し，海軍のフレヅチヤー指揮官は支払わないように指示するとい

う状況であった。ともあれ，ウエルタ政権期に反乱軍への資金提供が増えたこと

は事実で，その傾向はカランサ政権になっても続いた。そのような慣行は石油会

社が活動を続けるための不可欠の手段となったわけであるが，結果的には石油会

社が反乱軍を支援したとみられることになった。

メキシコに投資をしていた米国資本は，はじめはウエルタ政権を承認するよう

に大統領に圧力をかけたが，それが無理であると分ると，資産保護のための米軍

の出兵を求めた。とくに，１９１３年５月３日に英国がウエルタ政権を承認する

と米国資本には焦りの色が強まった。

サザン・パシフィヅク鉄道会社社長の大統領あての書簡はそのような立場を示

している。「ウエルタは事実上大統領であり，行政能力があり，軍を指揮してい

る。英国はビアソンの努力により，国王がウエルタを承認し，ウエルタは英国政

府の承認を条件に英国で多額の借款を調達しようとしている。……英国とドイツ

の影響によってメキシコがトラブルを脱出したならば，米国の威信はさらに損な

われ，大きな損失となろう」(３２)。戦争行為の中止と早期選挙の実施を条件にウエ

ルタを承認することを示唆したこの書簡は大統領に影響を及ぼしたが，ウエルタ

の態度の傲慢さと独裁的姿勢のゆえに承認を拒否した。その後，１９１３年７月

になって対メキシコ政策をめぐるロビー活動が激化すると，同大統領は「私は自

分が米国の大統領であって，メキシコに既得権益をもつグループの大統領ではな

いことをつねに想起していなければならない」と決意を表明している(33)。

ウィルソンは米国のビッグ・ビジネスが対メキシコ外交を混乱させていると考

えていたようであり，ダニエルス海軍相も「メキシコにおける一連の事態の主因

は英米石油会社の競争にあるというのが閣内の一般的意見である」と述べてい

る（34)。

米国国務省は油田での紛争が生じた場合は油田を退去するよう指示したが，石

油会社は油田を放棄できないとして，ウエルタ承認通勤から米軍の軍事的保護要

求へと戦術を転換した。やがて「英国，フランス，ドイツ，スペインの軍艦がメ

キシコ湾に集まり，各国海軍は連邦軍と護憲派軍の両軍に石油施設から離れるよ
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うに警告した」（…のであった。

そして，１９１４年４月７日タムピコ総領事が「２日間にわたる護憲派軍の占

拠，連邦軍の砲撃を受けたピアース製油所は保護を求めており，製油所のそばの

ドイツ商社の倉庫は焼け落ちた。その被害は５０万ドルといわれ，外国資産は重

大な危機にさらされている」と打電したのに対して，４月９日ブライアン長官は

「外国資産が危機にさらされているがゆえに，国務省は湾岸艦隊の指揮官に，貴

官と協議してしかるべき措置を識ずるよう指令した」と回答している⑬`)。

その４月９日，タムピコで米国水兵７名が逮捕され，口頭での謝罪によって釈

放されるという事件が発生し，マーヨ提督が米国旗に対する２１発の礼砲による

謝罪を要求したのに対してウエルタがそれを拒否するや，その１２日後に米国海

兵隊がベラクルスに上陸し，メキシコ海軍士官候補生と市民の反対に出会い，２

００名の死傷者を出すにいたった。米国海兵隊は以後７カ月間にわたってベラク

ルスを占拠し，メキシコ国民はあげてその占拠を非難したが，ウエルタはその怒

りを自らの支持に変えることができず，やがてアルゼンチン，ブラジル，チリが

調停に乗り出し，ウィルソン大統領は独裁者ウエルタ打倒を西半球諸国の共通の

課題としてうたい上げ，１９１４年８月ついにウエルタを国外に追放したので

あった。

Ⅳ１９１７年憲法と外国石油会社

ウエルタ政権期には，外国石油会社は革命内戦の被害から資産を守るために米

国政府の保護を求め，それが軍事介入とウエルタ政権の崩壊に発展した。カラン

サ政権期になってからも米国はメキシコに軍事介入を行っているが，それは国境

を侵犯したビヤ軍に対するパーシングの追討章によるもので，石油問題とは無関

係であった。

カランサ政権と石油会社の対決は，第１次世界大戦下の石油需要の拡大という

新たな事態を背景として，メキシコ，ワシントンおよびロンドンでの法廷闘争と

いう形をとることになった。それはメキシコの１９１７年憲法が「鉱業法」に新

しい解釈を与え，外国の既得利権を否定したことに対する石油会社の共同戦線を

生み出し，米国政府も石油会社を支持した(37)。

争点となったのは１９１７年憲法がデイアス政権以前の伝統的鉱業法の概念を

復活させたことである。１７８３年にカルロス３世によって制定されたヌエパ・

エスパーニャの「鉱業法」は，鉱物資源の所有権は君主に属するものとし，君主
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は開発の権利を与え，その指示に基づいて鉱山活動を行わせうるとしていたが，

その考え方はメキシコで１８６３年に制定されたフアレス法に引き継がれてい

た(38)。

しかし，ディアス政権の外資優遇政策のもとで米国，英国などの鉱山会社は１

８８４年までにメキシコに多額の投資を行うにいたり，法律改正の必要性が高

まった。そこでディアスはまず鉱山問題を国家の管轄権の対象とするために憲法

を改正し，次いで鉱業法を制定するという二段階の措置を講じている。そして，

１８９２年６月４日の「鉱業法」改正によってより徹底した解釈を打ち出した。

とくに第４条は，土地の所有者が鉱物性燃料，石油およびミネラルウォーターを

特別な許可なしに開発しうるとし，第５条は，合法的に取得されたすべての鉱業

資産，および同法に基づいて取得されたすべての鉱業資産は取消し不能で，永久

的な権利となるとしている`…。

１９０９年１１月２５日に改正された「鉱業法」はさらに徹底して，「鉱物性

燃料の鉱床はその形態，品種にかかわりなく，その土地の所有者の独占的資産で

ある」ことを規定した。そして石油会社はこれらの鉱業法のもとで土地の購入や

リースを行っていたので，カランサがそれらの法律を無効にし，石油会社の既得

利権をおびやかす憲法を制定したために，石油会社は大きな衝撃を受けることに

なった。

憲法第２７条は，土地，水域は本源的に国家に帰属し，すべての鉱物は国家が

独占的に支配すること，開発のための利権を取得することができるのはメキシコ

人のみであり，外国の会社はその対象外であること，国家が利権を与えるのはカ

ルポ条項に同意した場合のみであることを規定したが，これらの点はマデロ，ウ

エルタ，カランサの演説などから予想された内容であった。換言すれば，第２７

条は，①メキシコ経済における外国の企業とその資産を減らすこと，②鉱物資源

の流通と利用に対する国家の監督を強化すること，という革命の２つの理念を具

体化したものであったが，憲法の規定を実効あるものにするための法律は１９２

５年まで制定されなかった(`｡'。しかし，資産の収用を恐れた石油会社は大統領

と国務省に保護を求めた。

１９１７年８月，石油会社のフレッチャーはカランサと会談し，「いかなる法

律もすべての人に対して不利な形で遡及的に適用されることはない」，「メキシ

コ政府は石油産業を国有化しないし，米国の資産，とくに石油資産を保護する」
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などの保証を得たため，米国はカランサの承認にふみきった(０１'。

しかし，カランサはその後１年以内に一連の政令を公布し，①新しい油井の掘

削には政府の許可を取得すること，②石油保有地を政府に登録すること，③１９

１７年５月１日以前にリースされた石油保有地に新税を課すること，などを明ら

かにした。石油会社はとくに新税について，憲法第２７条の承認を意味すること

になるとして反対するとともに，それらの政令によって戦時下の石油生産が妨げ

られているとして米国の軍事介入を求めた。また，カランサ路線が続き，石油が

国有化されれば，石油供給が杜絶すると主張し，国務省もまた新税の負担が重く，

没収につながると警告した。

１９１８年に入ると，ダニエルス海軍相が米国の軍事介入を求めたのに対して，

燃料局長ガーフィールドと戦時産業局長バルッチが反対し，石油会社が戦争を利

用して不当な譲歩をかちとろうとしていると主張した。この対立は，「諸君はわ

れわれにとってメキシコの石油が必要だというが，それはドイツ軍がベルギーに

侵入した時にドイツ人が主張したのと同じことだ。われわれはすでにもっている

だけの石油で戦争を続けなければならない」（'2)というウィルソン大統領の判断

によって決着がつけられた。ウィルソンの軍事介入拒否により，石油会社はメキ

シコでの法廷闘争に戦術を転換し，１９１８年から翌年にかけて１５０件以上の

提訴がなされた(４３'･

カランサ期の石油問題を緊迫化せしめた要因は第１次世界大戦と石油需要の急

増であり，それは米英海軍の燃料の石油への転換によるものであった。戦争によ

り中東とソ連からの石油の調達は不可能となり，海軍の需要増加はメキシコ石油

によって充足する以外になかったからである。

英国海軍の燃料を石炭から石油に転換したのはチャーチルであり，ドイツの艦

隊と対決するために，自国で産出される石炭から外国産の石油に転換することを

決断したのであった。そこでピアソンはいち早くチャーチルと会見し，海軍がメ

キシコ産の石油を購入すること，石油会社の資産を保護するために英国外務省が

支援することで意見の一致をみていたい⑪。

米国でも１９００年から海軍の燃料の石油への転換の実験が行われており，１

９１２年の戦艦アイダホ号がその成功を証明していたが，当時国内で石油を産出

していたため大きな問題は生ぜず，またメキシコの石油も引続き利用することが

できた（カランサ政権は外国の抗議に屈して国有化を行わず，新しい油井が掴ら
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れ，生産も伸びていた）。

１９１７年から１９２１年にかけてメキシコ石油の黄金時代となった。革命の

混乱を恐れて石油以外の外国企業は閉鎖または撤退に追いこまれたが，石油産業

のみは繁栄を謡歌した。１９０６年に５０万バーレルであった生産鑓は１９１７

年には５，５００万バーレルとなり，１９１８～２１年にはビアソンのエル・ア

ギラ社だけでも生産量を１，６８０万バーレルから３，２４０万バーレルに倍増し

ている（そして’９１９年にピアソンは繁栄の頂点で同社をロイヤル・ダッチ・

シェル社に売却している）(…。

メキシコ革命の混乱にもかかわらず，石油産業が繁栄を続けえた理由として，

①石油資源の豊富さ，②石油企業家グループに固有の忍耐力，③第２次大戦中の

連合国政府の戦略上の配慮（当時世界の総供給量の約２５％に連していたメキシ

コ石油の需要に鑑みて，米英両国政府がカランサに圧力をかけ，収用などの措置

を阻止した），④石油会社にとって本国政府の支持と保護が大きな刺激となった

こと（政府は外交文書や脅迫や現実の介入によって革命政府を屈服させた），な

どがあげられる。

おわりに

１９１０～２０年の革命期に，①反デイアス軍に対するスタンダード社の資金

援助，②マデロ政権崩壊に際してのピアソンの策略，③米国大使によるメキシコ

大統領への辞任勧告，④米国海兵隊のベラクルス占拠，⑤反乱軍諸派に対する米

国石油会社の資金援助などの介入が続けられ，それに石油会社の不当な活動や倫

理上の問題が加わって，石油会社に対するメキシコ人の不信，石油産業への外国

会社の進出に対する反感が高まり，経済的ナショナリズムが醗成されいった。

換言すれば，石油会社がマデロ政権とウエルタ政権を生み，その崩壊を助長し

たという認識が一般化したのである。そして，その後しだいに革命が神格化され，

マデロとカランサがデモクラシーの使徒としてあがめられてゆくにつれて，外国

企業を反革命の象徴とし，その活動に抵抗することが「革命的行為」であるとす

る風潮がメキシコ社会に広まっていった。

いずれにせよ，メキシコの石油が外国の会社によって発見され，開発されたと

いう事実が，メキシコ石油産業の歴史に大きな痕跡を残し，革命内戦期と第１次

大戦期の混乱と好余曲折の中で，経済的ナショナリズムを生み出し，やがて１９

３８年の，世界にさきがけた石油産業国有化への底流を形成していったのである。
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