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国営企業の民営化
－メキシコの場合一

バンコメル銀行柿沼宏之

◆はじめに

メキシコの国有企業は、1970年に就任したエチェベリア大統領の時代から増え

続け、次のルイス・ポルティーリョ大統領の任期が終了した1982年には1,155社

に達していた。エチェベリア政府は国有企業の増設に際し、国内資本が不足して

いた為、外国資本に頼らざるを得なかった。また、新石油国として脚光を浴び、

大胆な投資計画を行ったロペス・ポルテイーリョ時代に更に累積債務が増大し、

国際市場の金利高騰もあり、メキシコは経済・財政危機に陥った。前大統領デ・

ラ・マドリー氏はこの経済危機を克服する為に、緊縮財政、経済調整政策を採ら

ざるを得なくなり、国家の財政赤字の大きな原因の一つであったこれらの国有企

業の整理に手を付け、大幅にその数を減らした。しかし、その大部分は清算、合

併、移管、廃棄などの淘汰によるもので、売却による民営化は少なかったし、国

庫に対する寄与も大したものではなかった。この事は逆に言うと、国家が過度に

国の経済に参入した結果、不必要、不適切な公的企業がいかに多く存在していた

かを示すものであった。やはり民営化が本格化したのはサリーナス氏が大統領に

就任してからであり、経済構造改善計画の一環として推進されたものである。そ

して、かつては対国民総生産（Ｇ・ＤＰ．）比１６％もの財政赤字を出していた国

家財政が、黒字に転換する大きな原因となった。1992年の財政黒字は、民営化に

よる収入を除いても、対ＧＤＰ比3.4％であった。電話公社（Telmex）や１８の商

業銀行などの売却による収入は国内債務の減少を可能にし、利払いの負担を軽減

し、また、赤字を垂れ流ししていた国有企業への補助金カットにより、国家財政

の健全化に寄与した。本稿では国有銀行の増大の背景、国有企業の解体、民営化

の事例、特に商業銀行の民営化などに触れていきたい。

－６２－



１．国有企業増大の背景

1960年代のメキシコ経済は、年平均約６％の経済成長を達しながらインフレ率

は３％前後という、極めて良好なものであった。しかし、影がさすのは1968年に

開催したオリンピック以降である。農業政策の失敗から農村が疲弊し、農民の大

都市への流人が始まり都市問題が深刻化する、また、更に年率３％を越える人口

爆発が起きて失業者も増大する、そして経済は停滞する、このような時期、１９７０

年に就任したエチェベリア大統領は経済を活性化させ人口増加率以上の経済成長

を達成する為には、工業化以外にないと決意をする、そしてそのモデルをフラン

ス型の混合経済に求める。彼は、民間資本家は自分の利益追求のみに走り国益を

考えない、だから国が機関車となり経済発展をリードすべきであると考え、国有

企業を増大させていった訳である。

1．輸入代替産業の育成

エチェベリア大統領は、貿易赤字の原因を分析し、赤字の大部分は資本財や耐

久消費財の輸入が原因であるとし、その国営化を計画する、いわゆる輸入代替産

業の育成である。民間に資本と技術が不足していた為、その主役を演じたのは国

であり国有企業が続々と誕生する。また製鉄事業などを国有化し、新鋭製鉄所の

建設を計画する。ＮＡＦＩＮＳＡ（NacionalFinanciera：国立開発銀行）はこ

の政策に沿い、外国資本との合弁会社設立に参画する（日本からも輸送機のＫ社、

電気のＭ社、化学のＫ社などが現地に合弁会社を作っている）。しかし、この政

策は、東南アジア諸国がこの時代から輸出指向産業を育成していたのとは全く対

照的で、小さな市場、陳腐な技術の導入などにより成功したケースは少なく、後

に多くの企業が整理されるはめになる｡

２．外資法の制定

国がマジョリテイーを持つ合弁会社が増えていった原因の一つに、1973年に作

られた外資法がある。この法律は“外国資本を規制し国内投資を促進する法”と

なっており、外資の参加比率を一般的に49％以下に規制した。また、ロイヤリテ

ィーの支払い上限を３％とするなど、極めて外国資本に対し制限的なものであっ

た（或るメキシコ外交官によると、この外国資本とはアメリカ資本を指すもので、
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いかに今迄アメリカ資本がメキシコ市場で搾取していたｶｭの表れであると言える）。

この法律施行後、ＮＡＦＩＮＳＡと共にＦＩＳＯＭＥＸ（国営銀行のＳＯＭＥＸ

の投資会社）もマジョリティーを持って合弁事業を設立していく（日本資本では、

製鉄事業、ホテル、自動車部品産業が参加する）。

３．農水産業への国家の介入

メキシコの伝統的輸出産業である農水産物部門への国家の介入もまた国有企業

の増大の原因の一つであった。やはり民間ではコーディネーションが不足してい

るから、国が調整機関を作るべきであると考えたようである。代表的なものとし

て、砂糖産業の国営化、綿花やエビの国営輸出会社の設立、コーヒー院の設立な

どがある。結果的にはこの政策は失敗し、砂糖の輸出国であったメキシコは輸入

国に転落、綿花やエビの輸出は急落、コーヒー栽培農業は苦境に陥る事になる。

また、ＣＯＮＡＳＵＰＯ（食糧庁）という本来農産物の購入と販売を主たる業務

としていた公団は、消費者に対し安定供給を目的に農産加工業に進出、－時は約

500工場を抱えるに至ったし、また、多数のスーパーチェーンを経営したりした。

また、漁業関係では、水産省の下にＰ・ＰＭ．（漁業公社）が作られ、多くの水

産会社、冷凍倉庫などが国営化された。日本からは、漁網のメーカーＭ社がＰ、

Ｐ．Ｍ、と合併して現地生産を行っている。これらの企業の多くは、不能率な経営

が原因で赤字を出し、後に次々と整理される事になる。

４．ＦＩＤＥＩＣＯＭＩＳＯ（信託基金により設立された特殊法人）

本来、Fideicomiso（フィデイコミッソ）というのは信託（Trust）という意味

であるが、メキシコの場合特別な意味を持っている。即ち、政府系のFideiconli-

soというのは、政府が自らの政策遂行の為に設立した特殊法人、あるいは機関と

いう意味があり、信託基金により比較的簡単に作られていった。その多くはエチ

ェベリア大統領の時代に作られたが、代表的なものとして以下のものがある。

ＦＯＭＥＸ（製造産品輸出振興基金）

ＦＯＮＡＴＵＲ（観光開発振興基金）

ＦＩＲＡ（農業開発振興基金）

ＦＯＧＡＩＮ（中小企業育成基金）

ＦＯＮＥＩ（設備投資促進基金）

ＦＯＶＩ／ＦＯＧＡ（住宅建設保証基金）
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ＦＩＤＥＣ（商業開発基金）

ＦＯＳＯＣ（協同組合振興基金）

つまりこれら基金は一種の制度金融で、政府はこれらの特殊法人を通じて政府

資金の必要な分野に融資していた。各Fideicomisoはその融資先の選定や資金の

管理をしていた訳である。その他にも、技術開発、産業開発、特定産品の振興、

農産品の輸出、流通の合理化等々、様々のFideicomisoが無数に作られた。.しか

しその中にはあまり意味のないFideicomisoも多かった。単に大統領の思いつき

で作られたもの、またNepotismの色濃いメキシコでは、政府高官の親類縁者が作

ってしまったものもあった。例えば、テキーラの原料マゲイの増産の為のFidei-

comiso、メキシカンライムの輸出振興の為のFideicomisoといった具合である。

これらFideicomisoは非営利の法人であり、必要がなくなった場合は清算・移管

・合併などによって姿を消している。

Ⅱ、国有企業の解体（Desincorporaci6ndeE■presasEstatales）

１．労働組合と債務整理

国有企業を売却して民営化をしようとした時、障害となったのは強い労働組合

の存在と累積債務の処理問題であった。エチェベリア時代、労働者の優遇政策が

採られ、組合指導者の力が増大した。中には、マッチ・ポンプ役を演じ、労働者

をたき付けストライキを起こさせその解決を経営者と話し合い、私腹を肥やす者

も多くいた。政府系企業の場合、特に組合の力が強く、過剰人員を抱えているケ

ースが多かった。企業買収を希望した資本家はまず組合を解散させてほしい、そ

うでなければ入札に応じないとの態度をとった。また、金利の高いメキシコでは

補助金がカットされた場合、債務が雪ダルマ式に増えていった場合が多い。入札

者側はこの処理を必要条件とした。政府は、この問題解決の為、一度破産宣告を

して組合を解散させ、また、債務のリスケをしたケースも多い。それでも売れな

い場合政府はその会社を清算してしまっている。また、何度も入札を繰り返しな

がら、政府の売却希望最低価格に達しない場合も多かった。最近の例では、ＭＩ

ＮＥＲＡＡＵＴＬＡＮというマンガン鉱会社は純資産の８分の１の価格で落札

されている。極端に言えば、民間投資家にとり必要なのは土地と建物だけで、老

朽化した設備も必要なかった。フランスのＮ自動車メーカーは、政府系企業と合

弁会社を持っていたが、経営不振の為撤退した。その跡地を買った投資家は、何
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等の使用目的を考えず投資の為に買ったと言っていた。このようなケースは結構

多かつたと言える。

２．国有企業解体の推移

解体が本格化するのは、デ・ラ・マドリー大統領の後半からである。例えば、

1988年の場合、206社が解体されているが、その内訳は、７０社が清算、２５社が消

滅、３６社が合併、５社が移管、７０社が売却となっている。またこの年迄に売却さ

れたのは129社で、その半数以上がこの年に行われている。また、売却益は1.6兆

ペソ（約６億ドル）で微々たるものであった。売却による民営化が活発化するの

lま、国営企業解体委員会の誕生するサリーナス大統領政権以降である。

Desincorporaci6ndeEmpresasEstatales

(国営企業の整理・解体：清算、廃棄、合弁、移管、売却）
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前表に見るように、解体された企業の多くは政府出資会社と信託（Fideicomi-

so）による特殊法人で、公社・公団はあまり減ってはいない。逆に1992年にはＰ

ＥＭＥＸの分割、その他研究センターの増設により８団体増加している。

政府持ち株マジョリティー会社の中には、日本のＭ商事が実質的に経営してい

る塩田会社がある。1970年代に政府が51％の株をＭ商事から取得したものだが経

営もうまくいき利潤も大きい。このような優良会社は政府も売却せずいまだに保

有し続けている。

本年６月に発表された国営企業解体委員会の報告によると、サリーナス政権下

で229社が売却され、国庫に648億1.500万新ペソ（約203億ドル）の収入があった

と言う。そして更にマスメディアや保険会社などの国営企業25社が予定されてい

る。またアメリカ側の圧力で石油公団（ＰＥＭＥＸ）や電力庁（ＣＦＥ）の民営

化が将来の問題として残っている。但し、電話公社（ＴＥＬＥＭＥＸ）や18の商

業銀行、製鉄会社の民営化により、メキシコの国有企業の民営化はほぼ終了した

と見て良いだろう。同委員会の委員長ロゴシンスキー氏は本年３月末、Banobras

（国立公共事業銀行）の頭取に栄転している｡

３．国有企業解体委員会（UnidaddeDesincorporaci6ndeEmpresasEstatales）

この委員会は大蔵省の内に設置された。先ずこの委員会は、民営化すべき企業

のリストを作成、特に政府資本マジョリティー会社の売却を銀行に依頼する（当

初は未だ商業銀行の売却が予定されていなかったから）。指名を受けた銀行（売

却Agent）は上記委員会と協力し、各企業の資産評価を行い、売却先を探した。

合弁契約により、売却のプライオリティ－がパートナー会社にあった場合は、先

ず相対で交渉し、合意した価格で売却した。他の企業の場合、原則として入札に

より売却が決定した。

、、大型民営化の事例

今迄に売却されたもの、及び売却予定の主要国有会社には、以下のものがある。

Fertimex（肥料会社）の一部、ＣＯＮＡＳＵＰＯ（食糧庁）関連会社、AeTo-

mexico及びMexicanadeAviaci6n（航空会社）、ＣＯＤＥＳＡ（駅サービス・オ

ペレーション会社）、TeleftalatosdeMexico（化学会社）、Ｐ・ＰＭ．（水産
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会社）関連会社、ＡＳＥＭＥＸ（保険会社）、ＡＮＤＳＡ（倉庫会社）、マスメ

ディア会社（第７チャンネルＴＶ、ElNacional新聞）、MineraAutlan（マンガ

ン鉱山会社）、など。

しかし、国庫への収入が大きかったものは、以下の企業である。

４２５百万ドル

1，７５７”

2，１６６’'

1．２２１”

①MineraCananea（カナネア鉱山会社）

②Telemex（電話公社）

株
株
株

Ａ
Ｌ
Ｌ

合計５．１４４

１，５１２

１２，５００

〃
〃
〃③Sicartsa／Ahmsa（製鉄会社）

④国有銀行（18行）

この内、①のカナネア鉱山の場合、当初応札希望者が少なかったので、一度破

産宣告をして従業員をカットしてから入札にかけている。また、②の電話公社の

場合、Ｌ株の大部分はアメリカでＡＤＲの形で売り出した（Ｌ株とは投票権のな

い優先株）。政府は未だ４８％のＬ株を保有しており、全部売却すると70億ドル

以上となり、その収益は当初予定の40億ドルを大幅に越える事になる。また③の

Sicartsa製鉄会社は、100億ドル以上の投資が行われた新鋭製鉄所ではあったが、

政府の希望売却価格30億ドルでも売れず、結局15億ドル強で落札された。また、

一括して売却する事が不可能であったので、各工場、施設毎に分割して売られる

か、一部にはインドの鉄鋼会社が落札したものもあった。④の銀行の売却は後述

するが、政府の予想以上の価格で売却され成功した。また、政府は未だ全銀行株

の8.9％を保有しており、追加収入約16億ドルを予定している（バンコメル株22.

5％、セルフィン株15.38％、インテルナシオナル株21.04％）。また政府は、銀

行株の株主は民営化により8.000人から１３万人に増加し、株の民主化が果たされ

たとしている。

Ⅳ、銀行の民営化

その歴史的背景：メキシコの商業銀行は全て民間銀行であったが、1982年９月

１日、当時のロペス・ポルティーリョ大統領により国有化される。資本逃避に加
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担い経済危機を引き起こした元凶であるとの理由からであった。当時の株主に

は、１０年国債での保証が行われた（約４億ドル）。1984年より政府は、100％の

持ち株の内34％迄の株式を、株式市場を通じて民間に放出する。1990年５月、憲

法28条を改正し銀行の再民営化を決定する。そしてコンサルタント会社：マッキ

ンゼイ、ブース・アンド・アレン、及びＬＰ・モルガン、ゴールドマン・サック

ス社などにより、銀行の資産評価作業が始まる．1991年６月から1992年７月lこか

け、入札による１８銀行の民営化が終了する。

全銀行の売却状況（取得額順）

（単位：百万ペソ、百万ドル）

銀行名取得企業取得額 簿価倍数

Ｂａｎａｍｅｘ Ａｃｃｉｖａｌ9.706.100(3,235）

Ｂａｎｃｏｍｅｒ Ｖａｍｓａ 7,799,500(2.600）

ＳｅｒｆｉｎＯｂｓａ 2,827,741（912）

Comermex lnverlat2,706,014（873）

Ｓｏｍｅｘ ｌｎｖｅｒｍｅｘｉｃｏ ｌ,876,526（605〉

MeroNte．Maseca(ﾓﾝﾃﾚｲ〉1,775,779（573）

ＩｎｔｅｒｎａｃｉｏｎａｌＰｒｉｍｅ ｌ,486.917（480）

AtlanticoGBML469J60（474）

Banoro Estrategial,137,811（367）

Ｐｒｏｍｅｘ Ｆｉｎａｍｅｘｌ,074,474（347）

Cｏｎｆｉａ Ａｂａｃｏ 892.260（297）

ＢＣＨ地方財界(ﾁｱﾊﾞｽ）878.360（293）

Bancen Multivalores869,381（280）

Cremi地方財界(ﾊﾘｽｺ）748,291（249）

Mｕ１ｔｉｂａｎｃｏＰｒｏｂｕｒｓａ 611.200（204）

Banpais Mexival544.990（182）

Bancreser 地方財界(ｸﾞｱﾅﾌｱｰﾄ）424,131（141）

ｏｒｉｅｎｔｅ 地方財界(ブエブラ）223.221（７３）

＊（）内はドル価、出典：月刊メキシコ経済、1992年８
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今回のメキシコの銀行再民営化に関し、その特徴として以下の点が指摘される。
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（１）買収者は国内資本家のみで、入札に際し外国の金融機関は参加していない

（後に、カナダのノバ・スコシア銀行が第４位のコメルメックス銀行の株５

％を取得しているが）。

（２）入札競争が激しく、大蔵省や関係者が驚くほどの高値で落札されている。

例えば、第４位の銀行コメルメックスの場合、政府は簿価の２．５倍程度を期

待していたが、インベルラット証券グループは3.75倍で落札している。一つ

には、大蔵省は入札に際し、最高値を付けた上位２グループに再入札を命じ

た事も一因であり、また地方財界グループの内に、値段に拘らずどうしても

落札したいとの意欲が強かった事、更に一つの銀行の落札に失敗した金融グ

ループが、次の銀行売却入札に高値を付けていき、段々エスカレートしてい

った事も原因している。落札価格は、簿価の最低でも2.53倍、最高は5.3倍

で、平均では3.08倍の高値となった。

（３）買収劇の主役を演じたのは、証券会社を中心に結成された金融グループ

（GrupoFinanciero）というホールディング・カンパニーであった。これら

のグループは、１８銀行の内の13行を保有するに至った。銀行を中心に、証券

会社、リース会社、保険会社、ファクタリング会社、倉庫会社、などのノン

・パンクを抱え、ユニバーサル・パンクとして大きく発展していく。特に、

銀行を手中にした大手証券会社アクシバル証券、オプサ証券、インベルラッ

ト証券などは、その資金力を利用し業績を拡大しつつあり、特に投資信託な

どに圧倒的な強さを示しており、パンコメル証券（旧パムサ）も急成長して

いる。また、税金対策もあり、ノン・バンクも種々のサービスを提供し利益
を上げている。

（４）入札に応札する際、一種のＬＢＯによる買収資金を調達したグループもあ

った。つまり、買収する銀行の資産を担保に、外銀その他に融資・保証を依

頼し、落札後に銀行の株や資産を売り政府への支払い金に充てた。小が大を

飲み込んだ秘密がここにある。新しい銀行の経営者となった金融グループの

中核である証券会社の純資産は、買収した銀行の純資産の約10分の１でしか

なかった（例えば、パナメックスの純資産5.2兆ペソに対し、買収したアク

シバル証券の純資産は、5,900億ペソ、パンコメル銀行5.1兆ペソに対しパム

サも5,900億ペソであった）。

（５）モンテレーの財閥グループは５つの銀行を買収し、全銀行の４割以上のシ

ェアーをにぎった（パンコメル、セルフィン、パノリエンテ、コンフィア、
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パンパイス銀行）。

（６）銀行地図が変わり、経営者が若返った。パンコメル銀行の旧オーナー、Ｅ、

イグレシア氏は返り咲きに強い意欲を持って入札に参加したが、上位２グル

ープに価格の点で大きな差があり、涙を飲むというドラマもあった。

（７）銀行買収に失敗した財閥グループや地方財界人は、新銀行の設立申請をし、

既に４行が許可を受け、更に５行が申請をしている。

◆あとがき

国有企業の民営化により、心配される点もないではない｡－つは選挙に対する

影響である。政府与党ＰＲＩの一党独裁が長年続き、国民の政治に対する無関心

層が増え、年々棄権率が増加しつつあるが、国有企業は、特に地方を中心に一種

の集票マシンの役割を演じてきた。ＰＲＩへの投票を強要し、投票所へ行かせる

為のキャンペーンをしてきた。国有企業の減少は、有権者にどんな影響を与える

のかが心配である。

次いで、民営化された企業の合理化による失業者の増大である。既に解体され

た国有企業の消滅により、大量の失業者が出ているのに加え、銀行その他の企業

が経営の合理化、体質のスリム化の為の人員カットを次々に行っているからであ

る。

更に、民営化された企業の新経営者の中には、買収に当たり、相当高い買い物

をしており、その投資の回収を急ぐあまり、短期的な利益追求に走りがちである。

銀行の場合、新経営陣は、StockよりＦlowを重視しているようである。また、或

る民営化された公社の購買担当者は、長期的視野に欠け、何でも安ければ良いと

場当たり的で資材の継続的職人の態度に欠けているという。

更にまた、国有企業の解体により産業の寡占化が進んだ事がある。例えば、カ

ナネア鉱山を買収したMineraMexicoグループは銅生産の95％を独占、ソーダ業

界ではPenwaltが８５％を占め、ポリエステル繊維原料のテレフタラットに関して

は、Petrocel社がほぼ100％近いシニアーを占めるに至った。

勿論このような側面とは別に、国有企業の解体・民営化により、残った国営企

業の経営者も従業員も合理化、能率化、サービスの向上に努め、生き残りに懸命

になっているというメリットも出てきた。ＰＥＭＥＸ（石油公団）の場合、－時

・臨時職員を含めると２０万人もの従業員を抱えていたが、今は３万人に減り、更
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に厳しい人員カットもあり得るという。

結論として言えば、国有企業の解体は、前述のような補助金のカットによる財

政の健全化、国内債務の減額という直接的な成果の他に、政府系企業の従業員に

甘えの構造を許さず、親方日の丸的な意識を捨てさせた事である。

最後に、日本からの進出企業に言及すると、殆どマイノリティーで出資合弁し

た会社は100％迄のマジョリティーをとり、日本的経営により順調に業績を仲ば

しているようである。
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