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大原美範

①吾郷健二「１９８２年：メキシコの経済危機」西南学院大学経済学論集，第１

８巻第４号，１９８４年３月。

②吾郷健二「近代化とメキシコ農業」西南学院大学経済学論集，第２０巻第２．

３号，１９８５年１２月。

③山本純一「メキシコ経済の危機の歴史」海外事情（拓殖大学海外事情研究所）

第３２巻３号，１９８４年３月。

④山本純一「メキシコにおける大恐慌以前の『輸入代替』工業化」立教大学ラテ

ン・アメリカ研究所報創立２０周年記念号。

⑤湯川攝子｢資源管理と経済発展一メキシコの事例研究一｣経済経営論叢（京

都産業大学経済経営学会），第２０巻第２．３号，１９８５年１２月。

⑥植木英雄「メキシコにおける民族企業集団の形成と企業者の特質」拓殖大学論

集１３９号（１９８２年９月），１４０号（１９８２年１２月）。

⑦植木英雄「メキシコの経営風土における日本的経営技術の移転と適応性」ラテ

ン・アメリカ論集第１９号，１９８５年。

⑧丸谷吉男「メキシコの経済再建と外資政策」

小坂允雄／丸谷吉男編『変動するラテン・アメリカの政治・経済』アジア経済

研究所，１９８５年３月。

⑨大泉光一「メキシコの石油資源と工業化」

大泉光一,今井圭子,小池洋一共著『ラテン・アメリカ中進国の資源と工業化』

泰流社，１９８４年６月。

⑩宮井陸「メキシコ移民とアメリカ合衆国」神奈川大学人文学研究所報第１７

号，１９８３年１２月。

わが国におけるメキシコ経済の研究についてはここ数年著しい発展，深化がみ

られたことは「ラテン・アメリカ論集」第１７号（１９８３年）の学界展望欄に
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おいて指摘したところであるが，今回とりあげた上記論文のうちにも１９８２年

のメキシコの経済危機を論じたものが３あり，いずれも危機の本質を究明した優

れた論文である。

①（吾郷健二）③（山本純一）⑤（湯川攝子）はいずれも膨大な量の石油資源

を手にしながらかえってその経済を悪化させた織造的原因を明らかにしようとす

る。

③はメキシコ経済の構造的不均等が深化する過程として１９２５～８３年の５

の危機をとりあげる。１９２７～３２年の大恐慌期，１９５３年の朝鮮戦争終結

後，１９５９～６２年のキューバ危機前後，１９７１年とそれに続く１９７５～

７７年の石油ショック期，１９８２年から進行中の現在の危機の５である。本稿

はこれらの危機を通じてメキシコ経済の櫛造的問題すなわち国際収支の不均衡，

財政赤字，対外債務の累積が進んだ過程を概観し，次いでこれら過去の危機の根

本的原因である不均衡が除去されることなく今日までむしろ拡大再生産された必

然的帰結として大恐慌以来という現在の危機が生みだされた事情を分析する。

１９２７～３２年に，世界大恐慌の影響は対外部門を通じてメキシコに波及し，

１９３２年の輸出は１９２５年に比べて半減したが,主要輸出部門(石油，鉱業）

が国民経済の中で飛び地を形成していたので，大恐慌の影響は他のラテン・アメ

リカ諸国よりも小さく，回復も早かった。

１９５３年は，第２次世界大戦後赤字に転じたメキシコの国際収支が朝鮮戦争

により一時好転したにもかかわらず再び悪化した年である。国際収支の赤字を埋

めるため１９５６年以後も対外債務は慢性的に増加した。

１９５９～６２年には民間投資の減少が成長率の低下をもたらした。これを契

機に対外債務が急増し，国際収支および財政にみられる櫛造的不均衡を繕った。

１９７１年および１９７５～７７年には，輸入代替工業化が次第に困難になり，

伝統的一次産品輸出の見通しも暗く，国内市場の狭陰が民間投資を減退させた。

その結果国際収支の赤字が著しく増大し，これ以上対外償務に頼りえなくなった。

以上の危機を経験したあと石油輸出収入のみに頼る開発戦略が１９８２年から

の現在の危機をもたらした。メキシコ経済の榊造的体質とは「その産業構造が景

気循環のさまざまな段階で均質的成長をとげていないことである。すなわち，景

気の上昇期には耐久消費財部門，資本財部門ならびに建設部門が非耐久消費財部

門やサービス部門よりも成長を高める傾向にあり，景気の下降期にはその逆の現
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象が現れる。従って各産業部門の需要に占める輸入の比率がそれぞれ変らなくと

も，好況期には輸入依存度の高い耐久消費財部門や資本財部門の輸入がさかんで，

全体の輸入も増加する。その結果経済全体の高い成長率が維持されるほど国際収

支は悪化する」という。

過去の危機の原因を分析して現在の危機との相互関連を明らかにしようという

意図は当をえたものであり，構造的体質の解明に取り組んだことは評価できる。

ただ問題が大き過ぎて相互関連について十分説明できたかどうか疑問が残る６同

じ視点からとくに現在の危機については①でより詳しい分析がなされる。

①は１９３０年代の大恐慌に匹敵するといわれるほどの一大危機を招いたメキ

シコ経済の推移を跡づける中で危機の原因を解明する。先ずメキシコ経済の近年

の動きを概観し,･危機の原因がどこにあるかをみる。危機は基本的にはメキシコ

経済の対外関係における破綻という性格を濃くしているが，対外的要因は対内的

要因から切り離せるものではない。従ってメキシコ経済の問題点として先ずイン

フレ，国際収支の赤字，財政赤字の直接的原因を明らかにする。

次いで危機の根本的原因と性格を分析する。とくに１９８２年の危機の直接的

原因が対外悩務の累積による対外支払不能一対外破算にあることから，この問

題に焦点を絞っている。対外債務は１９６０年代以降金融的不均衡（国際収支と

財政収支の赤字）と国内資源動員の不能とを解決する上に最も重要な不均衡調整

メカニズムへと徐々に転化した。当初この債務依存は一時的補足的なものとみな

されたが，次第により本質的，より永続的なものとなった。エチェペリア期に事

態はさらに悪化し，１９７６年８月のペソ切下げへと発展した。

ロペス・ポルティージョ政権はＩＭＦによる調整政策を事実上実行せず，か

えって大規模な石油開発を軸に新高度成長政策にのりだした。その結果１９７８

～７９年の高度成長を実現したが，石油依存度はますます高まった。輸入能力が

突如拡大し，しかもそれが永久に続くかのように信じられ，葱侈的消費財はいう

までもなく，国内生産が可能な中間財，資本財をも輸入した。国際収支の不均衡

は拡大し，対外俄務は激増し，１９８２年に危機は爆発的に再現した。この危機

は石油ブームの中で政策当局者を含めて大部分の人が事態を楽観視した結果であ

る，と考える。

ロペス・ポルティージョ政権が１９７６年の危機と１９７７年の調整期の後石

油資源を利用する大胆な高度成長政策に乗り出した理由は失業問題を解決するた
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めであった。経済成長を通じて雇用の増加をはかるため，石油資源を利用するイ

ンフレ的公共支出の増加をはかった。この過程で１９３０年代からの輸入代替工

業は衰退し，とくに中間財，資本財については国内生産の伸びを上まわる輸入の

増加がみられた。しかも対外債務や石油資源はメキシコ人の血と汗の結晶ではな

く，いわば「タナからポタモチ」の類であって，もっぱら政治的に実行が容易な

方法にのみ訴える風潮を生じ，危機を悪化させた，とみる。

本論文は債務累積や危機の原因を原油価格の低下，世界不況，高金利と借款条

件の不利化というような対外条件に見出すのでなく，長期的構造的文脈のなかで

メキシコ経済を分析する点に特徴があり，危機が対外的要因による一過性のもの

でないことを明らかにした。欲をいえば石油と対外債務への依存がきわめて安易

に政策手段の軸となった点についてより詳しい説明が望まれるが，メキシコ経済

の構造的問題を分析したユニークな論文といえよう。

⑤は，新興工業国として世界の注目を浴びる発展をとげ，石油ブームによって

近代化への歩みをさらに進めるかにみえたメキシコが一転して世界第２の累積憤

務を抱え，その経済に破綻をきたした過程を分析し，経済開発政策の中心課題で

ある資源管理問題の重要性を明らかにしようとする。

先ず物価安定期からインフレ期に移行する過程を分析する。石油価格の大幅引

上げによる世界的インフレがエチェペリア政権期の拡張的財政政策から生じた国

内要因によるインフレ傾向を一層促進した。政府の拡張的財政政策は輸入を急増

させ，貿易赤字を著しく増大した。石油価格の上昇はメキシコ内での石油開発に

刺激を与え，大油田が相次いで発見された。この過程でメキシコは従来の資源温

存政策をやめ，石油資源の大規模な開発と輸出によって開発資金を得，高度成長

を追求するようになった。

次いで石油ブームに伴う内外不均衡の拡大を分析し，経済危機の背景を税明す

る。政府が石油政策を転換したときに期待した財政基盤の強化や慢性的貿易赤字

からの脱却という課題は一向に達成されなかった。１９７６年に成立したロペス

・ポルティーヨ政権は一連の改革を断行するよりは，エチェペリア時代から進め

られていた石油開発を－厨大規模に実行し，石油輸出国に転ずることにより高度

成長政策を推進しようとした。その結果石油輸出収入と石油関連の財政収入が急

増した。そのとき「石油輸出が生み出した余剰資金」にいて「これを如何に利用

するか」が議論の焦点になったが，財政健全化のための措置の多くは背後に押し
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やられた。このため財政収入急増の一部は必要な公共投資の増加に役立ったが，

他方では不要不急の支出を膨張させ，むしろ財政赤字を拡大する結果になった。

この財政赤字は内外からの借入れによって補填されたが，それは公的部門の対外

憤務をますます増加させた。

高度成長政策と財政赤字の増加はインフレを持続させたのみならず，通貨の過

大評価をもたらし，輸出に悪影響を及ぼした．農業生産の不振による農産物輸入

の増加，工業製品輸出の停滞も加わって，石油輸出の増加にもかかわらず貿易収

支の赤字は増加した。

最後に輸出ブーム期の経済政策について述べる。１９７７年以降の石油依存の

成長期に石油輸出収入の多くはその開発に必要な資材の輸入に当てられ，石油に

よる財政収入の増加もかなりの部分が石油産業部門への支出に向けられた。加う

るに食糧からぜいたく品に至るまで輸入を増加して貿易収支を赤字にし，エネル

ギーや食糧品価格を不当に低く抑えて政府系企業の赤字を増し，財政収支を悪化

させた.加うるに現在の石油輸出収入だけでなく，将来のそれをも見込んで外国

借款を急増させた。通貨は過大評価を続けて輸出を不利にし，経常収支赤字を拡

大した．この間従来から必要性を指摘されていた抜本的な税制改革や保護措置の

見直しなどメキシコを近代的な工業国に脱皮させるための構造改革は後廻しにさ

れた。

要するに自国の経済を世界経済の動きに結びつけることは重要であるが，発展

の原動力は基本的には国内に求めるべきであり，豊富な資源の開発も全般的な経

済発展政策の中に適切に位置づける努力がなされない限り開発目的のためにそれ

を十分生かすことは望みえない，と結んでいる。

本論文は石油埋蔵量の増加による開発の促進がかえって国民経済を危うくした

原因を明らかにし，メキシコの例をとらえて資源管理の重要性を論じ，その問題

点を指摘した優れた論文である。

①⑤はともに膨大な石油収入の管理に失敗したことを明らかにし，石油収入の

利用が安易に行われ，メキシコ経済の櫛造改革がおろそかにされたことを指摘す

る。③は過去の危機と対比しながら１９８２年の危機を論じており，①⑤とあわ

せて１９８０年代のメキシコ経済の危機を分析する見ごたえのある論文である。

さらに膨大な自然資源に恵まれながらそれを管理し，利用できない経済体制の欠

陥を指摘できればその意味は一層大きかったと思われる。
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②（吾郷健二）は「緑の革命」の本質的性格，この技術を伝統的および商業的

小農民に普及しようとするときの小農民の反応，「緑の革命」の技術が何故大農

のみに限られ，伝統的小農民の間に普及しなかったか，を明らかにしようとする。

「Ⅱ」では「緑の革命」の本質的性格を論ずる゜要するに「緑の革命」の技術は

飢餓と栄養不良の農村住民大衆の自立と福祉のためではなく，都市と工業を養う

ために比較的良好な商業的農地での農業生産の大幅な引上げを目的とした。「化

学肥料，農薬，適切な水利管理（潅滅，排水設備など），機械などを含む高価な

技術パッケージに統合されて始めて多収穫があげられる一代交配種であるという

技術の特徴から新技術はメキシコ農民の大多数には利用されないものになった」

というのである。

「Ⅲ」は「緑の革命」を半ば強制的に実施させられた商業的小農民の反応を，積

極的にそれを受容し，大きな利益を引き出した大農民と対照しながらヤキ渓谷の

事例を検討する｡新技術導入の結果反当り収量は増加したが,私的大地主とエヒー

ド農民との間には格差があり，両者の不平等な関係をさらに大きくした。大地主

の高収量，高利潤は小農やエヒード農民より効率が高かったからではなく，より

多くの資源（土地，水，肥料，農薬，機械，労働力，発電所，道路，鉄道など）

を支配していたからである。

「Ⅳ」では「緑の革命」への参加を拒否し，自分たちの在来農法を守った自給的

小農民のビヘィビアをネアルティカンの事例から考察する。ネアルティカン農民

が「緑の革命」を拒否したのは，それが地域の環境上，経済上，文化上の属性に

合致しなかったからである。

「Ｖ」は「緑の革命」について総合的に評価する。１９６０年代末までは農業生

産の驚異的な増加と収益増加があったが，１９７０年代にはいるとメキシコ農業

に危機があらわれ，「緑の革命」への批判が高まった。その原因は第１に，メキ

シコの「緑の革命」＝農業近代化のレーゾン・デートルは都市の工業化であって，

農村の発展ではなかった。「緑の革命」は工業化との関連においてのみその本質

的性格を把握できる。第２に農業の近代化はきわめて高価である。第３に。社会

的公正や福祉の観点からみて，「緑の革命」＝農業近代化路線のもとに伝統的農

業部門やエヒード小農民は商業的大・中農民に比べて大きな不利をこうむった。

要するに「緑の革命」的農業近代化は，農村住民自身による農村内部の資源に

依存した自律的かつ内発的な農村発展とは異質であり，むしろそれを抑圧する開
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発路線である，というのであって，農業近代化路線に対するきびしい批判を行っ

ている。「緑の革命」の成果が当初高く評価されながら，１９７０年代になると

メキシコ農業の悪化が顕在化し，さらに’９８０年代にはメキシコ経済危機の原

因の一翼をもになうのをみるとき，「緑の革命」の本質をついた本論文の意義は

一厨明らかになろう。

④（山本純一）はメキシコにおける輸入代替工業の発展について，大恐慌から

第２次世界大戦にかけての時期に先進工業国からの工業製品輸入がとまったこと

から国内に工業がおこされたとの説に疑問を投げ，工業は独立戦争の直前にすで

にある程度成長していたとみる。政府による工業化努力も１９３０年の興業銀行

設立時にみられるという。

消贄財工業はポルフィリオ・ディアス期以前にすでにかなり存在し，同時代に

飛鋼的発展をとげた。中間財についても同様である。従って’９２９年頃消費財

と中間財の輸入代替はかなり高いものであった。とくに繊維工業は１８５３年頃

すでに国内需要を満していた。ポルフイリオ・ディアス期とくに１８９０年代は

工業発展の最盛期であった。２０世紀にはいると生産財部門が比重を増すととも

に消費財部門の生産活動は停滞した。しかし当時の国産製造品の主要職買層は農

村と都市のプロレタリアートで，国内工業がさらに発展するためには中間階級お

よび一般大衆の鱗買力の上昇が不可欠であった。

次いで輸入代替の促進と輸入構造の変化をみる。ポルフィリオ・ディアス体制

末期に綿布についてほぼ輸入代替を完了した。ポルフィリオ・ディアス期以前に

は消費財輸入が圧倒的に多く，そのうちでも繊維製品の輸入が半ば以上を占めて

いた。しかし同期間中に消費財輸入が減少し，中間財および資本財輸入が増加し

ており，この時代の工業発展を反映している。

従ってメキシコの工業発展および輸入代替は１８４０年前後から始まり，今日

まで続いているとみられる。とくにポルフィリオ・ディアス期に製造工業が急速

に成長した。大恐慌以前のメキシコ工業化の最盛期は１８９０年代で，この頃に

建設された工業施設が１９２０～４０年代初めの工業化の基盤になった。また１

８９０年頃から政府は積極的な工業振興政策をとるようになった，という。

本論文はメキシコの経済発展について１９世紀からの資本主義的発展過程の連

続性を重視し，産業革命の時期をポルフィリオ・ディアス期にあった，とみる。

たしかにポルフィリオ・デイアス期の工業発展はそれ以前に比べてかなり顕著な
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ものであったと思われ，１９世紀からの資本主義的発展過程の連続性を重視する

意義は大きい。１９１０年頃にメキシコはラテン・アメリカで最も工業化された

国であったことを認識する必要があろう。

⑥⑦（植木英雄）はメキシコの経営についての論文である。

⑥はメキシコの企業者が経済発展の担い手としての資質を十分に備えているか，

また民族系企業の支配形態並びに所有と経営の関係はどうか，という問題解明へ

のアプローチとして，民族系企業集団の形成および企業者の特質を究明しようと

する。

第Ｉ章では民族企業形成の背景を明らかにする。メキシコに初期の民族企業が

創設されたポルフィリオ・ディアス期以降現在までを４区分し，それぞれの時期

の経済開発政策と民族企業の形成との関連を明らかにする。次にメキシコ経済に

おける民族企業の位置付けを外資企業ならびに公営企業と対比しながら検討する。

第Ⅱ章は主要な民族企業集団の特徴をあげる。北部の企業グループ群はメキシ

コ最大の企業集団であり，血縁的結びつきの強いモンテレイ・グループがある。

中央の新興企業グループ群はメキシコ市を中心に１９４０年以降に形成され，政

府の輸入代替工業化政策や各種の支援を受けて急速に発展した。そのほか金融機

関を中核とした中央の金融グループ群がある。

第Ⅲ章は上述の民族企業集団と政府および企業者組織との関係を検討する。北

部の企業グループは一般に中央政府からの独立意識が強い。これに対して中央の

新興企業グループは一般に政府との一体感が強く，政府から保護，支援を受けて

いる工業が多い。中央の金触グループは上述両グループの中間にある。

企業者組織は組合国家主義的な混合経済体制において重要な機能を果している。

それに加盟する主要な企業グループは政府の経済政策に対してそれぞれの加盟組

織の立場から主張を行っている。

第Ⅳ章はメキシコの経営風土と企業者の特質を述べる。一般にメキシコの企業

者は家父長的権威をもっており，企業経営においてもトップのオーナー型経営者

に全権力と権限が集中する傾向がみられる。メキシコの民族企業の多くではまだ

「所有と経営の分離」が十分進展しておらず，血縁関係による同族支配型の企業

体制が根強く残っている。またメキシコの企業経営を特徴づける重要な要素とし

てアミーゴ関係があげられる。他方ファミリーのつながりも強く，家族など自分
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にもっとも身近な者の利益の保護が優先される。

以上にみるような民族企業者の伝統的な経営体質は最近の金融危機や経済変動

に対処し切れず，経営危機に陥り易い。他方，近年の石油ブーム以来外資系企業

はメキシコへの進出に積極的になっており，合弁事業も活発になった。これは外

来の革新的な経営技術を導入することにより伝統的なメキシコ企業者に革新的な

刺激を与えることになろう，という。

本論文はメキシコの企業者の特質を分析したユニークな論文であり，とくに第

Ⅳ章で経営風土の特徴，企業者の特質について重要な指摘があり，メキシコで事

業を営む人々にとって貴重な参考資料になろう。しかしこの種の問題は住民の価

値観ともからんできわめて複雑な様相を呈するものであり，実例をも含めてより

詳しい説明が望まれる。

⑦はメキシコの経営風土に日系企業の経営技術が移転されるかを検討する。⑥

の研究を基盤に，メキシコの伝統的経営スタイルとしてトップのオーナー型企業

家による上からの強いリーダーシップと権限の集中をあげ，現地企業家の多くに

血縁関係による企業の同族支配や個人的利益優先の考えをもつものが少なくない

ことを指摘する。このようなブルジョア階級と層の薄い中間管理者および大多数

の従業員間には社会的身分階層の隔壁がある。このような社会的階級差別を背景

に従業員の勤労に関するモチベーションとして性や賃金などの基本的欲求以外に

娯楽，自尊心，友情などがある。他方管理者の勤労動機として自尊心，職場の友

情関係，良好な職場環境など人間関係への高次な欲求があげられる。

日本的経営には共通理念として人間尊重主義がある。この理念は職場の共同生

活体的な仲間意識や連帯感の形成と関連し合う面があり，メキシコ人の勤労動機

誘因に類似している。したがって，このような理念に基づく経営実践は現地の価

値システムや歴史風土的慣行と調整をはかりながら漸次変換適応させるならば，

現地人側に受容される面が大きい，という。

ラテン・アメリカの経営慣行は日本の伝統とはかなり異なるとみられる場合が

多いが，そのなかにも類似する条件があることを指摘し，日本的経営技術を移転

する可能性をさぐろうとする点に特異性が見出される。しかし類似する条件が果

してあるかについてはなお説明が必要であろう。

⑧（丸谷吉男）は１９８２年に累積対外債務の返済に困難をきたし，重大な金
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融危機に見舞われたメキシコの経済再建および外資政策について述べる。

第１に，１９８２年末に発足したデラマドリ政権下の経済再建過程について1

９８４年９月に発表された大統領教瞥を通じて紹介する。第２にメキシコ経済の

予想以上に着実な再建を可能にした要因として，(1)ＰＲＩ体制による政情の安定，

(2)軍部をめぐる特殊な情勢，(3)綱紀粛正の推進，(4)テクノクラートによる政策運

営，(5)参加型計画迎営にもとづく経済運営が民間部門の活力を引きだした，(6)１

９８２年９月の銀行国有化に対する補償，(7)ＩＭＦ協定の順守による対外憤務交

渉の成功，(8)国際収支対策の成功をあげる。

第３にデラマドリ政権下の外資政策を説明する。１９７３年に制定された「外

国投資を規制しメキシコの投資を促進する法律」はエチェペリア政権のナショナ

リズム路線を反映して外国資本の出資比率を４９％以下に制限するなど外資規制

の色彩が濃いものであった。しかし１９８２年末に発足したデラマドリ政権は経

済危機の克服に外資が果たすべき役割を重視し，発足当初から外資法の弾力的な

連用を示唆してきた。当面の危機が沈静化するにつれて，国内貯蓄の不足を補う

ために外国資本を積極的に導入すべきであるという方針が鮮明になり，外資法並

びに外資政策の再検討を行った。１９８４年２月に外国投資委員会は外資に関す

る基本方針と外資の優先受入分野を発表した。次いで１９８４年８月，外資委員

会の外資法運用基単を改正した。以上の経過について極めて詳細に解説している

ので，実務家にとっても便利な資料である。最後にメキシコへの外国投資，とく

に米国資本について現状を概観している。

⑨（大泉光一）は第１にメキシコの石油産業の実態，第２に工業化促進と公共

投資，第３に鉱業開発と資源ナショナリズムについて述べているが，それぞれ別

個の稿なっている。

「第１」は石油埋蔵量と産地帯，石油，天然ガスの生産量，石油の輸出実績，石

油,天然ガスの輸出価格政策を統計資料によって説明し,ペメヅクス（石油公団）

の組織形態，ペメヅクスの対外債務累積について述べる。

「第２」はメキシコの公共投資と公企業の榊築過程を統計資料で説明したあと，

ナショナル・フィナンシェラの工業振興措置，雇用増を期待する国家工業開発計

画，石油輸出と食轍輸入について述べる。

「第３」は鉱業部門のメキシコ化促進過程，鉱業生産，鉱山会社の資本櫛成と鉱

山振興局の役割，鉱業の寡占構造について統計資料をもとに説明する。
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石油，鉱業，工業部門について詳細な統計が示され，それをもとに説明してい

るので，上記諸部門の詳しいデータをみるにきわめて有用である。

⑩（宮井隆）メキシコから米国に向けて大きな人口移動がおきており，メキシ

コの農業や農村問題を研究する場合にも無視できない現象になっている。本論文

はこの問題について素描しようとする。

米国におけるメキシコ系移民の分布をみた後その社会的特徴を述べる。メキシ

コ系住民は大部分が大都市の中心か郊外に居住し，家族数は多く，米国の平均に

比べて未熟練労働者，単純労働者の比率が高い。メキシコ系住民の多くはもぐり

移民（不法外国人）であるが，その関係は婚姻，出生などとからんできわめて複

雑である。もぐり移民の本国送金は年間３０億ドルにもなるとみられ，観光収入

をこえるという報告もある。

次いでこれらメキシコ移民の変遷を歴史的に考察し，メキシコ側の問題を指摘

する。もぐり移民現象はメキシコ経済が慢性的貧困状態にあることから生じ，２

９００キロメートルに及ぶ陸続きの国境という地理的条件および過去においてメ

キシコ領であったいう歴史的条件が米国への人口移動を容易にした。しかしもぐ

り移民はメキシコ全体からみて貧困層の一部に過ぎない。しかも米国への移民を

出す家族の水準，教育水準などは一般水準より高く，かれらは極貧層ではない。

この人口移動現象を，政治的，経済的な米国帝国主義に対するメキシコの空間的，

社会的奪還過程である，とみる。

本論文はもぐり移民を通じてメキシコ社会における問題を分析し，メキシコと

米国との関係を特異な視点からとりあげようとするユニークな論文である。メキ

シコの都市や農村で何がおこっているかの個別研究が課題として残されることは

執筆者が指摘する通りであり，いまだ素描の段階にとどまるが，今後の研究の深

化が期待される。
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