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サリーナス政権の

メキシコ経済構造改革政策

バンコメル銀行（メキシコ）柿沼宏之

◆はじめに

今年も、メキシコの証券市場がブームとなっている。株価指数はサリーナス大

統領が就任した1988年12月から、２年半で約５倍になった。昨年来、他の市場が

パッとしないのに続伸している。メキシコ経済への信頼回復から、大鑓の外資が

証券市場に流入しているからである。また、新政権発足以来、経済活動は上昇に

転じ、1989,1990と過去２年間の経済成長率は、３．２％および3.9％と、ラテン

・アメリカ諸国中では高い水準を保っている。メキシコへの信頼回復は、主要調

査機関の発表するカントリーリスク評価に如実に表れている。たとえば、日本公

社債研究所（ＪＢＲＩ）の総合評価表によれば、メキシコは1989年の49位から、

1990年には47位、1991年１月には39位に上昇しているし、国際金融悩報センター

（ＪＣＩＦ）やその他の機関の評価でも、．、緯から．Ｃ”へとランク・アップ

している。

1982年の経済・財政危機以来、主要国際金融市場から締め出されていたメキシ

コも、1990年にやっと復帰することができた。ＮＥＦＩＮ（国立開発銀行）、Ｐ

ＥＭＥＸ（石油公社）、ＢＡＮＣＯＭＥＸＴ（国立外国貿易銀行）等の公的機関

はヨーロッパ市場等でポンドを発行、また商業銀行もＣＤ（譲渡可能預金証書）

やポンド、大手民間企業もＡＤＲ（アメリカ預託証券）やＣ・Ｐ．（コマーシャ

ル・ペーパー）等の発行を通じて資金調連が可能となった。

このようなメキシコ経済の急激な変化は、サリーナス政権の、大きな政府から

小さな政府へ、緊篭調整政策から成長政策へ、保護政策から開放政策へ、等の経
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済政策の転換が成功をもたらしたものである。以下、その経済樹造改革の戦略、

およびその成果、ならびに問題点を以下の項目に分けて検討してみた。

１サリーナス政権の内政策

２経済成長と安定のための協約（ＰＥＣＥ）

３開放政策

４累積憤務の削減

５国営企業の民営化

６北米自由貿易協定

１サリーナス政権の内政策

1988年７月に実施された大統領選挙において、与党ＰＲＩ（制度的革命党）の

候補者であったサリーナス氏は、過半数をやっと超える票数で辛うじて当選した。

対立候補に同じＰＲＩから分離独立した左翼系の強力候補がいたとはいえ、長年

の一党独裁支配に国民が飽きてきたこと、また’982年の経済財政危機以来、耐乏

生活を強いられ、実質所得の低下に苦しんだ国民のＰＲＩ離れが原因である。

1988年12月に発足したサリーナス政権は、経済閣僚に若手テクノクラートを起

用し、内政面では老練な政治家を配した。この内閣を率いて、大統領は糖力的に

国の近代化・改革政策を進めていった。また、メキシコの大統領は任期６年で再

選は許されない。過去何代かの大統領時代、その初年度は前政権の尻拭い、また

最終年は放漫政策で財政困難に陥るといったパターンを繰り返していたが、前大

統領のデ・ラ・マドリー氏は、￣実より名．を取ったといわれたほど、非常にク

リーンな身の引き方をした。このため、サリーナス大統領は初年度から全力投球

ができた訳である。彼は内政面で1989年早々から大胆なタブーへの挑戦を行って

いる（拙文、週刊エコノミスト1990年８月７日１６頁）。左翼政党に資金を供給し

ていたといわれる石油労組のボスを逮捕、証券疑惑の追求、教職員組合委員長の

追放、麻薬マフィアの逮捕等、積年にわたるメキシコの病巣にメスを入れ、国民

の信頼回復と支持を取りつけた。また、州政府の高官や公社・公団の高級職員の

汚職摘発や綱紀の粛澗もより厳しくなった。開発銀行のＢＡＮＲＵＲＡＬ（農業

銀行）やＢＡＮＰＥＳＣＡ（漁業銀行）の不正融資にもメスが入れられた。

さらに国民にとって不人気な税制改革にも手をつけている。メキシコの地下経

済は対ＧＤＰ比約35％といわれているが、税の補足が不十分であった。まず、資
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産税（２％税）を導入し、今まで納税を怠っていた企業に資産の２％の税金を一

律に課した。また、中小零細企業にもキャッシュ・レジスターの設置を義務付け、

正確な所得申告を要求した。もちろんレジスターの設置は段階的に行い、職人で

きないものには、貸与する方法がとられる。その代わり、所得税の減税を行い、

法人・個人共、最高税率が35％に引き下げられた。また、脱税に対する罰則も厳

しくなり、交際費や接待費が原則として非課税控除の対象から外された。これら

の措置により、大蔵省は徴税強化に乗りだしている。

２経済成長と安定のための協約（ＰＥＣＥ）

1987年、メキシコのインフレ率は史上最高の159.2％に連した。このハイパー

・インフレーションはいろいろな意味で国の経済活動を悪化させた。政府の財政

赤字増大（対ＧＤＰ比１６％）は金融のクラウディング・アウト現象を招来し、民

間では資金不足に苦しんだ。諸悪の根源であるインフレの原因である資金と物価

のスパイラル的上昇の悪循環を断ち切るために、当時予算・企画大臣であったサ

リーナス氏が立案し、政府・経営者・労働組合・農民組合の四者代表の協議・合

意の上で署名された．経済連帯協約“（ＰａｃｔｏｄｅｌａＳｏＩｉｄａｌｉｄａｄＥｃｏｎｏｍ‐

Ica通称Pacto）が、１２月１５日に発効した。アルゼンチンやブラジルでの賃金と

物価の凍結政策が一時的なもので、２～３年後には失敗した経験を反面教師とし、

国民全体が犠牲を払うことに合意して発足したものである。

この協約の精神は、政府は財政支出の削減に努める、経営者は製品価格の据え

置きを約束、労働者も賃金の般小限の引き上げを甘受する、農民は農産物の保証

価格の微増に我慢する等、国民全体が協力して経済の再建に努力するというもの

であった。このＰａｃｔｏは３月に第二次の、８月に第三次の改正があり、１２月末ま

で延長された。この間、為替レートは２月２９日から、１ドル2.270～2,310ペソ

のまま、１２月３１日まで固定された。この精果インフレ率は、1988年末には５１．７％

と大幅に低下し、対ＧＤＰ比財政赤字も12.8％に縮小した。

サリーナス大統領は、新任早々の1988年１２月１２日に、このＰａｃｔｏの継続を決定

したが、新しい名称を￣経済成長と安定のための協約．（ＰａｃｌｏｐａｒａＥｓＩａｂｉ‐

IidadyCrecimienIoEconomico、略称ＰＥＣＥ）と変えた。今までの単なる

調整政策から、インフレ無き持続的成長を目指すという積極的姿勢の表れであっ

た。その後、このＰＥＣＥは５回微調整を加えながら、今日まで継続している。
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経営者や労働者に対し、節度ある価格の引き上げ、賃金の上昇を受け入れるよ

うに求めている点は変わりはないが、政府の財政赤字軽減のために、長く据え趣

かれていた公共料金の段階的値上げを決定、また流出した資金の還流や外国資本

の流入を計るために為替の安定に資するペソの切り下げ幅の縮小を行っている。

ちなみに、昨年11月１１日、最後に改定されたＰＥＣＥでは、1991年12月３１日まで

再延長する（１３カ月間）とした上で、(1)為替の切り下げ幅を１日８０セントから４０

セントに変更する（年間切り下げ幅５％）、(2)最低賃金を18％値上げする（月額

給料約130ドル）、(3)給与所得者の減税を実施する、(4)エネルギー価格を10～３３

％値上げする、(5)農産品価格の見直し、(6)行政手続きの簡素化の実施、等を護っ

ている。

この協約は他の諸政策と連動して、メキシコ経済の回復に役立ったことはいう

までもない。すなわち、インフレの沈静、財政赤字の縮少、成長率の上昇である

（付表参照）。

３開放政策（Ape｢tura）

政府筋では、現在の開放度はアメリカよりも進んでおり、メキシコは世界でも

最も開放された国の一つであると自賛している。このメキシコの開放政策は前政

樋時代から始まり、サリーナス政横はそれを継承しさらに前進させている。この

開放政策（自由化と規制緩和政策）のおもなものは次の３点である。

（１）貿易の自由化

（２）外資の自由化

（３）金融の規制緩和

（１）貿易の自由化

メキシコは1986年にＧＡＴＴに加盟した。なぜ今まで加盟していなかったのか

不思醗であるが、ある元大使の説明では、メキシコは誇り高い国で、ＩＭＦ設立

の時には最初から加盟招聰の話があったが、ＧＡＴＴの時にはお誘いがなかった

ので加盟しなかったそうだ。いずれにしてもＧＡＴＴ加入以来、輸入の自由化が

進んでいる。1982年のクライシス以後、全商品が輸入ライセンスを必要とした時

代があったが、ＧＡＴＴ加盟以来、輸入許可品目は大幅に減少、ほとんどの商品

がＩ／Ｌなしで輸入できるようになった（輸入ライセンス必要品目は全体の2.1
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％弱）。また、関税率も完成品で最高20％、部品で１０％に引き下げられ、適用さ

れた関税率の平均は９．５％となってしまった。このため、輸入の自由化以来、メ

キシコの輸入は年ごとに増加し、1989年以来、貿易収支は赤字となった。最初に

増加したのは消費財の輸入である。スーパーやデパートに東南アジアの安い製品

が並び、日本やアメリカ、ヨーロッパからの高級品が溢れた。国内生産するより、

輸入したほうが儲かると考える業者が出たことも事実だし、新規投資を見送る企

業も多くなった。政府では、保護政策に慣れ、自助努力をしない業者に冷たい風

を当て、国際競争力をつけるためだと説明しているが、あまりにも急激な自由化

政策は、両刃の剣であったような気がする。つまり、繊維産業や他の軽工業の空

洞化が始まり、中・小・零細企業の倒産が増加した。一時的な消費財輸入ブーム

が過ぎた後は、中間財の輸入が増大した。1990年度の輸入櫛造のうち、消費財は

17.0％、資本財が22.8％であるのに対し、中間財は60.2％を占めている。メキシ

コの経済柵造が輸入代替型から輸出志向型に変化する過程で、自動車や電子機器、

その他の製造製品の輸出が増えれば増えるほど、その組立て部品の輸入が増える

傾向にあるからである。ちなみに、1990年度の輸入品のトップは自動車組立て部

品で23億ドル、スペアパーツ５億2.000万ドルを加えると、全輸入の約10％を占

める。逆に自動車およびエンジンの輸出は約36億ドルで、原油輸出に次ぎ、第２

位であった。

輸入の自由化はさらに進み、本年度から、乗用車の輸入も一部条件付きながら

も解禁された。つまり、現地生産しているアメリカのビック３，ＧＭ、フォード、

クライスラー、ドイツのＶＷ、日本の日産など５社が、その輸出入の外貨バラン

スに応じ、本社で生産する高級車の輸入を許可され、日産のマキシムやフェアレ

ディーがメキシコを走っている。

（２）外資の自由化

1973年に設立された外資法は、原則として外国資本の参入を49％以下と規制し

ている。しかしながら、前政権時代より外資法の迦用規制が徐々に綱和され、条

件次第では外資100％の会社設立が可能となった。その条件とは、(1)輸出産業で、

外貨を穫得するもの、(2)新技術を持ち込み、その波及効果が望めるもの、(3)地域

開発に資するもの、(4)麗用を増大させるもの、(5)社員教育をなすもの、(6)国益に

合致するもの、等々である。さらに、1989年５月に、サリーナス政樋は新しい外

資法運用規則を制定し、外資マジョリティーの自動承璽を定めた。新規投資が、
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2.500億ペソ以下（約１億ドル）でオペレーション開始後の３年間の外資バラン

スを均衡するなどの制限付きではあるが、外国資本投資を促進するための政策で

あった。

また、初めて外国投資家に対し、中性資本投資によりメキシコの会社株式の取

得を認めた（議決橘のない優先株のみで、投資家は配当とキャピタルゲインを受

けるのみであるが）。

ちなみに、４９％以下のマイノリティーで進出していた日本企業の大部分が、今

はマジョリティー会社に転換している。一番多かったケースは、為替差損や国内

の.販売不振で経営困難に陥った合弁会社が、増資により憤務超過を解消する場合

（メキシコでは、３年間赤字決算を続けると銀行取引ができなくなる）、日本側

のみが増資に応じ結果的にマジョリティーを得た場合や、相手Illlが国営企業で株

の売却を申し入れてきた場合である。ほとんどの場合、日本企業撤退のマイナス

を考え、外資委員会はこれを承認している。また、新規の投資で100％の出資で

会社を設立しているケースとしては、自動車関連企業がある。

輸入の自由化により、関税率が下がったことと合わせ、この外資の自由化は、

今までブームであったマキラ産業（保税加工産業）の魅力を減殺し、輸出のみな

らず、国内市場への参入を可能にしている現地法人設立が多くなる傾向にある。

（３）金融の規制綴和

メキシコの金融制度は国営の開発銀行、たとえばＮＡＦＩＮ（国立開発銀行）、

ＢＡＮＣＯＭＥＸＴ（国立外国貿易銀行）、ＢＡＮＲＵＲＡＬ（国立農業銀行）、

ＢＡＮＯＢＲＡ（国立公共事業銀行）等と、一般商業銀行群の二つから成り立っ

ている。1982年に商業銀行は国有化され、当時の54行はその後統廃合を繰り返し、

現在18行となっている。前者は国の政策に基づき、必要産業の育成やインフラ整

備、外資導入の窓口などの役割を演じ、商業銀行は、総合銀行（ＢａｎｃａＭｕＩＩ－

ｌｐｌｅ）として、短期、中・長期の預金を染める都市銀行や長興銀の役割と、不動

産融資、信託業務等を行っている。しかし、伝統的に政府の財政赤字の補填や優

先産業への資金供給は商業銀行の役割で、調達した75％以上が、法定準備金その

他の名目で政府に吸い上げられていた。1987年当時は、９０％以上が政府に吸収さ

れ、自由裁量分は１０％にも満たなかったことがある。1989年１月、この規制が綴

和され、政府に対するオブリゲーションは3006になり７０％は自主的に運用できる

ようになった。つまり、政府が民間への資金供給を増大させ、民間活力により経
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済発展を期そうとしたためである。同時に、商業銀行の自主性を尊重し、金利も

自由化した。各行は魅力ある金利を設定し、預金艇得に乗り出し、また新しい金

融商品の開発に努力した。たとえば、CuentaMaestra（総合口座）やマネーマ

ーケット・アカウント等を売り出した。今まではアメリカと同じように、当座預

金にも金利が付いている。この結果、預金極得且が増え、国民の貯蓄意欲も向上

し、民間セクターへのクレジットが増大し経済成長を刺激した。

４累積償務の削減

対外累積俄務問題は、1982年以降のメキシコの経済に深刻な影響を及ぼした。

当時の債務残高800億ドル強が、利払いのための償務を重ねることにより1,000

億ドルを超えてしまった。まさにサラ金地獄であった。貿易黒字も焼石に水で、

債務返済のために資本の輸入国から輸出国に転じたのである。ＩＭＦのコンディ

ショナリティーを守るために緊縮財政を続けたが、それには限界があった。世界

銀行は、この誤りを指摘し、成長政策に転ずべきと進言し、輸出振興のためのニ

ューマネーを供給し始めた。また、隣国アメリカは自国の安全保障の立場からメ

キシコの経済を活性化させるべきだとし、国際的銀行団を説得し、いわゆるプレ

イディプランを受け入れるよう、各国首脳に働きかけた。その結果、1990年２月

に償務のリストラクチャーが署名され、約200億ドルの償務の減額に成功した。

５国営企業の民営化

国の経済発展のためには、政府が機関車となるべきだとの思想から、エチェペ

リヤ大統領（1970～1976）は数多くの国・公営企業を創設した。次のロペス・ポ

ルティーリョ大統領（1976～1982）も石油開発耶業を背景に、大量の外資を導入、

成長政策を採り続け、さらに国・公営企業を増設した。その結果、これら企業は

政権末には1.155社に達し、政府の財政赤字の元凶となった。国営企業は、非能

率、放漫経営でどこの国でも問題となっているが、メキシコの場合も例外ではな

かった。デ・ラ・マドリー政権では、これら企業を整理し始め、1988年には449

社にまで減少させた。サリーナス大統領は、さらに大胆にこの整理を進め、１９９０

年には、政府の参加している国・公営企業は280社にまで縮少させ、現在もなお

進行中である。国・公営企業の売却は、巨大に膨れ上がった国内債務（現在159
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兆ペソ＝約527億ドル）を減少させるとともに、補助金の減額により財政赤字を

縮少させるという二つの効果を持つ。1989年１月から1990年12月までに、国営企

業の売却により国廊に入った収入は約37億ドルであった。本年度は、さらに80億

ドル以上の収入が見込まれている。現在までに整理、売却されたもののなかには、

ホテルチェーン、石油化学会社、セメント会社、製鉄会社、航空会社、漁業会社、

鉱山会社、タバコ産業、電話公社、精糖会社、等々がある。財政赤字も付表に見

るように、－時の16％台から、1990年には3.5％に減少し、本年度は２％以下を

予定している。民営化による成功例として、航空会社のAEROMEXICOがある。同社

の国営時代は、出発時間がいつも遅れ悪評噴噴であったが、政府は破産宣告とい

う荒療治を加え、旧社員の１／３を新麗用して新会社を作ったが、今では一番効

率の良い優良会社に変身した。昨年のハイライトは電話公社TELMEXの民営化であ

り、民族資本家が20.4％を落札したが、今年もアメリカ、ヨーロッパ、日本等で

政府の持株．Ｌ”株の売却が行われており、相当額の益金が国庫に入る予定であ

る。今年予定されている大型の民営化は、、シカルツァ薊と．アームサ゛２社の

製鉄会社の売却と、１８の商業銀行株の売却で、その打診は日本にもあった。どち

らかといえば、いまだ日本側の対応は冷たい方であるが、欧米の金融関係者はよ

り積極的な興味を示している。

６北米自由貿易協定

1988年に調印され、1989年１月に発効した米．加自由貿易協定をモデルにした

米塁自由貿易協定（ＦＴＡ）の構想は、当初アメリカ側から提案された。初めは

消極的であったメキシコのサリーナス大統領も、世界の激変と、経済のグローパ

リゼーション、ブロック化の波を考え、1990年１月のヨーロッパ訪問後決断した

といわれる。さらにこの年３月に来墨したカナダのマルルーニ首相の.メキシユ

は米・加自由貿易市場への加盟を恐れるべきではない、この種の同盟でより利益

を得るのは、むしろ発展の遅れた国であり、決して米国への従属を意味しない”

との発言もサリーナス大統領を力付けたといわれる。さらに、ＥＣにスペインが

加入する時も、西独や英国との経済力の差を問題にすることもなかったし、１９９２

年の統合ＥＣを前にして、３億2,000万人の巨大な市場への窓口になるとしてス

ペインに外資が殺到したのではないかとの助言もあったと伝えられている。

国民のコンセンサス作り（日本流の根回し）の得意なサリーナス大統領は４月
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５日に上院に対し、公聴会を開いて米・墨自由貿易協定開始の可否を国民に問う

よう指示した。ＦＴＡの利点として、貿易の拡大、外資導入の促進、逃避資金の

還流等により、メキシコのインフレ無き成長に役立ち、履用の増大、国民の福祉

向上に役立つ等、列挙した。

その後上院は５月末に公聴会報告書をまとめ、米国との自由貿易協定の交渉開

始を大統領に勧告した。この公聴会においては、現在の国際環境下において、メ

キシコの取るべき立場を、対米関係、対アジア大津州関係、対ラ米関係、対ヨー

ロッパ関係等を総合的に検討させ、米国とのＦＴＡ関係を最優先させるよう誘導

した巧妙な戦略があったといわれている。1990年６月に日本を公式訪問したサリ

ーナス大統領は、￣米塁２国間の自由貿易協定は決して要塞のような閉鎖的、排

他的なものではなく、開かれた市場となる”と言明したが、事あるごとにこの言

葉を繰り返している。本年５月グァダラハラ市で開悩されたＰＢＥＣ（太平洋経

済委員会）の年次総会でも、メキシコは環太平洋国家の一国であり、アジア諸国

からの投資をおおいに歓迎すると述べている。さらに、アジア諸国との連帯強化

のために、かねてより申鋼していたＰＥＣＣ（太平洋経済協力会譲）への加盟が、

５月２０日より開かれたシンガポール総会で正式に承認された。また、最近ではＥ

Ｃとの貿易・経済協力協定が締結され、ヨーロッパ諸国との絆強化に努めている。

近年は英国の投資が増大し、米国に次ぐ第２位の投資国になっているし、イタリ

アも投資に積極的になっている。ラテン・アメリカ諸国に対しては、チリ、コロ

ンビア、その他の国々との２国間自由貿易協定の話合いが進むなど、ＦＴＡ交渉

とは別に、メキシコの全方位外交がこのところ際立っている。

一方、国内事情からメキシコを加えての北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）への

参加表明を蹴暗していたカナダも、本年２月公式に決定した。本年４月にカナダ

を訪問したサリーナス大統領は、マルルーニ首相と両国の経済関係強化に合意し、

とりあえず、ＰＥＭＥＸ（石油公社）の必要とする機材のカナダからの輸入に対

する５億ドルのクレジット・ライン供与取付けに成功した。

また、アメリカでは、労働問題や環境問題等から、ＦＴＡに反対する下院議員

も多かったが、５月２３日ファースト・トラック（通商協定の迅速一括審議）をブ

ッシュ大統領に与える議決があり、本格的交渉が始まることとなった。

交渉はこれから両国の間で精力的に行われると思うが、調印にこぎつけるには

早くても本年末、遅くとも来年のアメリカ大統領の選挙までと推察されている。

セ・ラ・プッチェ商工大臣は、ＦＴＡ交渉の基本理念として、(1)懲法の尊重、（２）
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段階的関税率の引き下げ、(3)非関税障壁の撤廃、(4)原産地ルールの確立、(5)補助

金の廃止、(6)規格の確立、(7)格差解消のためのメカニズム等の７点を挙げている

が、アメリカ側からもメキシコの法制度、経済構造、国家に留保されている産業

分野の開放等、将来のメキシコに大きな影響を持つと思われる問題の提起が予想

される。もちろん、アメリカとの２国間交渉とは別にして、メキシコはＧＡＴＴ

のウルグアイ・ラウンドでの多国間交渉で、開放を要求される問題が多々あるこ

とは覚悟している。たとえば、サービス業（銀行、保険、迎輸等）の自由化の問

題がある。メキシコは1932年の銀行法により、外国銀行の支店開設を認めていな

い（唯一の例外はシティーバンクのみであったが、支店の増設、その他の営業活

動については制限があった）。国有銀行の民営化に際して、何時メキシコ政府は

外国銀行に門戸を開放するのかとの質問が多いのも事実である。大蔵省筋では、

メキシコの銀行が近代化を果たし、外銀並みの競争力を持った時としているが、

おそらく現政権中には実現するかもしれない（1993年頃か）。

アメリカ側から要求されるであろう問題点の中から、石油問題、外資法、労働

法の改正について簡単に取り上げてみたい。メキシコの昨年度の原油輸出は、日

量平均128万バーレルであったが、その60％近くがアメリカに輸出されている。

1982年以来ＰＥＭＥＸの新規投資が思うようにならず、生産冠も250万バーレル

前後であった。湾岸戦争以後、アメリカはメキシコとペネズエラからの原油の安

定供給と増量を要求し、ＰＥＭＥＸに対する米国輸銀の保証による54億ドルの融

資を決定、1994年までに５０万バーレル増産をもくろみ、その増ｎ分を全量輸入す

るとしている。当然交渉の過程でアメリカＩＨＩは、石油産業の開放を求めてくるこ

とが予想される。サリーナス大統領は、1989年の石油国営化以来、石油は国の主

橘に留保された産業で、恵法を改正しないかぎり、外国に開放することはできな

いとしているが、交渉の最大のテーマになるかもしれない。

また、外資法も運用細則の改正により、自由化の方向にあるとはいえ、1973年

の法制自体の明文化された改正は無い（この点は、日本およびアジア諸国、その

他の国々からも指摘されている）。したがって、長期的な視野からの安心できる

投資のために、はっきり改正すべきとの声がアメリカ側に強い。

投資に際して、あまりにも労働者を優遇しすぎていると、メキシコの労働法改

正の声も上がっている。特に、クローズド・ショップ制をとっている労働組合に

対する不満が強い。今年のメーデーに際し大統領は、_労働法の改正はしないと労

働者に約束してはいるが、交渉の議題にのぼるテーマの一つではある。
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最後に、日本とＮＡＦＴＡとの関係であるが、メキシコ側は日本からの早期投

資を勧告している。昨年訪墨したＪＥＴＲＯミッションの団員に対しても、また

来日したメキシコ政府高官も、しばしば日本側に対し、ＦＴＡ成立前に投資をし

た方が良いとサジェッションしている。たとえ日本資本であっても、メキシコの

法律に基づき現地法人を設立すれば、それはインサイダーであり、何らメキシコ

企業と変わりはないので、差別されることはないとしている。もう一点問題とな

るのは、やはりローカル・コンテンツ、原産地ルールの適用であろう。米・加協

定の場合、５０％以上と規定されているが、メキシコの場合はどうであろうか。す

でに、部品メーカーの協力会社の進出を進めている会社もあり、日本および東南

アジアから部品供給をしている企業でも、アメリカ、カナダとの補完関係を整備

し、ＦＴＡに備えている会社もある。

◆むすび

新年初頭、あるメキシコの高官が、これからはメキシコは世界のメジャーリー

グ入りするのだとの発言が新聞に載っていた。また最近の日経にも、韓国とメキ

シコがＯＥＣＤ加盟の準備をしているとの記事があった。また、５月下旬にメキ

シコを訪問した、アメリカの経済界首脳ミッションの団長であるシティバンクの

会長ジョン・リード氏は、もはやメキシコは憤務問題をクリヤーし、持続的成長

の時代に入った。ドイツへの投資と同じくらい、安心して投資できる国であると

のコメントもあった。メキシコに関わる者としては、このようなメキシコに対す

る評価の様変わりは蝋しいことではあるが、また不安でもある。これは一種のバ

ブルではないかとの杷憂がどうしてもある。３年目を迎えたサリーナス大統領に

は、いろいろやってもらいたいことが多い。当面は、ＦＴＡ交渉に全力を尽くす

と思われるが、取り組んで欲しいのは、農業問題である。人口増加率を上回る経

済成長率を達成したいとのエチェベリア大統領（1970～1976）の推進した工業化

政策の犠牲となって、農業問題が等閑にされてきた。富裕な農業資本家はトマト、

ブロッコリー等の野菜を生産し、アメリカに輸出しているが、大部分の農民は天

水農業に頼る小磯・零細農民であり、共有地農民である。メキシコ市の農地改革

省のビルの前には、今までも多くの共有地農民（Ejido）が列を成し、農地紛争

解決を嘆願している。

農地法の改正と作物の最低保証価格の引き上げ等の施策に手を付けないと、卜
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ウモロコシや砂糖、その他の輸入の増加は止められない。今は、外資の流入、逃

避資本の還流等で外貨準備高も高い水蝋にあるが、貿易赤字の増大を防ぐために

も農業の近代化がこれからの課題であろう。もう一つの問題は、投資分野の問題

である。たしかに外国からの直接投資は増大しているが、相当部分が観光投資で、

ホテルやゴルフ場が新設されている。またインフラ整備面では、国内資本家によ

る有料道路建設も急増している。しかし、脱工業化を防ぐために、生産手段への

投資を増大させるよう、何らかのインセンティプを考えて欲しいと思う（たとえ

ば、優遇税制の導入等）。特に産業の裾野を広げる意味で、中小企業の育成に努

めて欲しい。また、メキシコの将来を考える時、－番大事なのは教育問題である。

ぜひ政府予算を大幅に教育投資に振り向けて欲しいと思う.
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【付表１】

夛迄キニーニコ ｡Ｄ＝雲三瀬圭ヌーテ才旨糖票

（出典：ＢａｎｃｏｄｅＭＣｘｉｃｏ、１９９０１ｎｆｏｒｍｅＡｎｕａｌ）

１人当りＧＤＰは、1990年３月の国勢調査速報値8.114万人を基礎に、人

口増加率を年率２％として計算し、年末で8,276万人とし、名目ＧＤＰの

668.7兆ペソを、1ドル2,950ペソとして計算したものである。

＊注

-５７－

1988年度1989年度1990年度

Ｌ国内生産（ＧＤＰ）１．４％３．２％３．９％

（１人当りＧＤＰ）＊2.738ドル

２．インフレ率５Ｌ７％１９．７％２９．９％

３．対ＧＤＰ比財政赤字１２．８％５．５％３．５％

４．国際収支（単位：100万ドル）

１）経常収支－２．４４２－３，９６０－５，２５４

２）貿易収支輸出２０．５６５２２，７６５２６，７７３

輸入18.808２３，４１０２９，７９９

収支１．６６７－６４５－３．０２６

(原油および石油製品輸出比率４１．４％３４．６％３７．８％

３）マキラドーラ収入２．３３７3,047３，６３５

４）観光収入１

５）資本収支－１

4５０１，４０９１，４６４

4４８3,037８，８４９

６）外国直接投資２．５９５３．５３０４，６２７

７）外貨準備高６，５８８６，８６０１０，２７４



【付表２】

Ｏ二Ｆ◎つ金融ｈ膠罰イニfニラざ一夕〕〔１９ｓ

１．ペソの対ドル為替レート

１月２日：2,648ペソ

年間切り下げ幅：１１．３％

１２月２８日：2,948ペソ

２．金利、ＣＥＴＥＳ（財務証券）

１月３日：J10.77％ｐ・ａ・

年間低下率：－１４．６ポイント

２８日もの

12月２６日：26.09％ｐ・ａ

－３６％

３．株価指数

１月２日：417.430ペソ

年間上昇率：５０．６％

１２月２８日：628,700ペソ

４．通貨供給趾：＋60.3％
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