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I. はじめに 

 

 1874 年に来日した「メキシコ金星天体観測隊」の隊長を務めた土木省次官コバ

ルビアスは帰国後にまとめた『日本旅行記』の中で、急速な発展をとげる日本の

政治、経済、社会状況など多岐にわたり考察・分析したうえで、日墨直接貿易を

開設することによって両国が享受する相互利益のために両国間の外交関係を早急

に樹立させるべきを力説し、日本人がいかに勤勉で優れた国民であるかを述べ、

日本人メキシコ移民の導入を進言した (注 1)。これを機に親日感情が醸成され、

メキシコ政府内に日本国が再認識されて、1888 (明治 21)年にワシントンにおい

て両国特命全権公使の陸奥宗光とマティアス・ロメロの間で「日墨修好通商条約」

が調印された (注 2)。日本人のメキシコ殖民はその延長線上で構想されたのであ

る。当時の日本は急増する農村部の貧農層や都市部における困窮民の救済問題を

かかえ、狭小な国土に加えて増加の一途をたどる深刻な人口問題を解消するため

の国策として、海外移住殖民が盛んに唱えられていたのである (注 3)。こうした

情勢下に実践されたのが、メキシコ南部チアパス州ソコヌスコ郡エスクィントラ

周辺の官有地をメキシコ政府から購入し、同地にコーヒー栽培に就業する日本人

を殖民する、いわゆる「榎本武揚メキシコ殖民団」であった。 

 本稿は、どのような歴史的背景から「日本人メキシコ殖民」が構想され、日墨

両国のいかなる政治的・経済的背景から日本人殖民地がチアパス州エスクィント

ラ地区に設定されたのか、さらにディアス政権の産業振興策および殖民政策の中

で「日本人メキシコ殖民」はどのように位置づけられるのかを、メキシコにおけ

るコーヒー産業を中心に考察し、明らかにするものである。 

 

 



II. 日本人メキシコ殖民の構想 

 

 1) 榎本武揚とメキシコ殖民の胎動 

 榎本外務大臣は「国民の海外発展を盛んにするには、政府がこれを保護奨励し

なければならない」との考えから明治 24(1891)年に外務省に「移民課」を設置し

たが (注 4)、平和的手段によって土地を獲得し、その土地に永住する移民を送り

出して開発を進め、勢力を扶植することにより将来の経済的発展を期する必要性

を提唱すると同時に、定住移民の送り出し先としてその候補地を模索していた。

こうしたときに在サンフランシスコ日本領事館の藤田敏郎書記生から、日本人殖

民地建設の候補地としてメキシコが有望であり、かつ絶好の機会である旨の建議

書が提出された。榎本は在米国特命全権公使の建野郷三にメキシコ殖民の可能性

の調査を命じた。建野は、メキシコ政府は外国人移民を歓迎しており、地代は安

価で、日本人農民を送り事業を興せば期待どおりの利益が得られるとの見解を榎

本に報告、その結果、榎本は急速にメキシコ殖民に傾いていった。こうして明治

24(1891)年に中南米初の日本領事館をメキシコに開設し、藤田敏郎を初代領事代

理に任命して情報収集にあたらせ、同時に移住適地を調査する目的で、森尾茂助、

恒屋盛服、高野周省、榎本龍吉 (武揚の甥) らをメキシコに派遣した。一行は帰

国後、『墨国太平洋沿岸巡回復命書』および『墨国太平洋沿岸巡回復命書補遺』の

調査報告書を日本外務省に提出し、同行した藤田領事代理も『墨国太平洋沿岸諸

州巡回報告』を外務省に提出した (注 5)。同報告書の中で藤田は、メキシコの太

平洋沿岸諸州は「土地広潤ニシテ人口希少ナルヲ以テ墨政府多年外民移住ヲ奨励

シ富源ヲ開発セントスル (以下略) 、既耕地ハ僅カニ一小部分ヲ占ムルニ過キス

シテ未拓ノ沃野ハ天ニ連リ (以下略) 、墨国洋岸諸州ノ多クハ地味豊肥各種ノ有

利ナル農産物ニ適スル」と報告し、メキシコ太平洋沿岸がいかに農業に適してい

るかを強調したうえで、メキシコ殖民を実施するには絶好の機会であると結論づ

けた (注 6)。 

 

 2) メキシコ太平洋沿岸におけるコーヒー産業 

 藤田領事代理は同報告書の中で、メキシコ太平洋岸の主要農産物であるトウモ

ロコシ、サトウキビ、綿花、米などの生産状況について述べた上で、とりわけ急

成長するコーヒー栽培の現況を報告し、メキシコ農商務省調査統計をもとにコー

ヒー産出高およびその輸出状況について次のように言及した(表１および表２)。 



表１ 太平洋岸州のコーヒー生産高(1889 年度) 
州名 生産高（kg) 割合(%) 州名 生産高（kg) 割合(%)

チアパス 697,782.485 8.38 ミチョアカン 285,812.974 3.43

コリマ 228,098.578 2.74 オアハカ 1,001,857.125 12.02

ゲレロ 8,054.317 0.10 *テピック   43,033.040 0.52

ハリスコ 41,958.744 0.50 小計         2,306,597.263 27.69

ベラクルス   　 4,662,432.744 56.00

全国総生産高  8,332,299.064 kg
出所：  藤田敏郎「墨国太平洋沿岸諸州巡回報告」から筆者作成（テピックは州名で

はなくナヤリ州の州都。藤田報告書には州としてテピックと記載されてい

る。） 
 
表 2 太平洋岸諸港のコーヒー積出高および輸出高(1890～91 年) 

港名 積出高(kg) 割合(%) 輸出高(ドル） 割合(%)

マンサニージョ 6,840 0.91 4,670.00 1.20

マサトラン 504 0.07 300.00 0.08

プエルト・アンヘル 362,605  48.47    176,478.25 45.50

サリナ・クルス  920 0.02 147.20     0.04

サンブラス       357    0.05   220.00  0.06

ソコヌスコ 363,153 48.54  201,328.10    51.90

トナラ  13,790 1.84 4,775.00  1.22

合計    748,169,000 kg 387,918.55 ﾄﾞﾙ
出所：  藤田敏郎「墨国太平洋沿岸諸州巡回報告」から筆者作成。  

 

 上記のコーヒー生産状況および輸出高からみると、生産高においてはベラクル

ス州が全国総生産高の 56％を占め突出しているが、チアパス州もコーヒー栽培に

適していることがうかがえる。さらに積出高をみるとチアパス州内のソコヌスコ

およびトナラの二港で太平洋諸州総量のほぼ 51％を、輸出高では 53％を占め、

チアパス州においてはコーヒーが輸出産物としていかに重要品目であったかがわ

かる。藤田はメキシコの産業の中でもとりわけ活況を呈するコーヒー栽培に注目

し、「珈琲ハ（以下略）墨国ニテハ（以下略）グアテマラ国ニ境域ヲ接スルチアパ

ス州間海面ヨリ二千五百乃至四千ノ高地ニ於テ水利アル処（以下略) ハ良品ヲ産

スルヲ以テソノ名世界ニ高シ当時洋岸珈琲産出地トシテ市場ニ知ラルルモノハチ

アパス州ソコヌスコ、コリマ州コリマ（以下略）オアハカ州（以下略）等ナリ」( 注

7)とメキシコ南部のコーヒー栽培事業がいかに有望であるかを報告し、とりわけ

ソコヌスコ産のコーヒーの将来性とその市場性を力説した。さらに藤田は「外人

来住シ外資夥シク投入セラレ墨国天然ノ富源ヲ開発スルコトヲ可得カ如シ (以下

略) 、外邦資本家ニ最モ便宜ヲ与フルモノナリ」 (注 8)と、ディアス大統領が産

業開発促進のために積極的な外資導入策を採っていることを報告し、「概シテ地



味頗ル強ク各種ノ熱帯産物ニ適シ  (以下略) 、鉄道及良港ニ接近スル土地ニシテ

地味豊饒水利ノ便ナルアリ (以下略) 洋岸ハ実ニ移住希望者ニ向テ多望ナリト可

云今ハ即チ着手スヘキ時ナリ」と結論づけ、肥沃なメキシコ太平洋岸が日本人殖

民地として最適であることを強調した上で、鉄道開通にともなう地価高騰を考慮

して早期に殖民を実施すべきことを進言した (注 9)。加えて、ディアス大統領は

「日墨修好条約」の締結とあいまって、「日本人のこの地に来り、開拓のことに従

ふものあれば、当局はどんな便宜でも与へるであろう」( 注 10) という歓迎ぶり

を表明、その結果、日本人殖民地の最有力候補地としてメキシコ南部チアパス州

が急浮上した。 

 

III. ディアス政権の殖民政策 

 

 1) ディアス政権における未墾地開拓政策 

 周知のように、ディアス (Porfirio Díaz)大統領は、国内政治を安定させたのち、

大々的な外国資本導入策のもとに国内産業開発を促進させ (注 11) 、そのために

外国人移民を積極的に受け入れる政策を採っていた。ディアス大統領は、メキシ

コ北部州のバハ・カリフォルニアやチワワ、およびチアパスなど南部諸州の広大

な人口過疎地または未開地を開拓・殖民すべく、1883 年に「未墾地拓殖法 (ley 

sobre colonización y deslinde de terrenos baldíos) 」を制定し、未開墾地を測量

した会社にはその報酬として既測地の３分の１を譲渡する条件で開拓をすべて

「土地測量会社 (compañía deslindadora)」に委託した。さらに 1894 年に同法

が「未墾地売買譲渡法  (ley sobre ocupación y enajenación de terrenos 

baldíos) 」に改正されると土地獲得に拍車がかかり (注 12) 、その結果、メキシ

コの国土の４分の１にあたる土地が測量され、全国土の 14％に相当する  3,300

万ヘクタール (33万 km2) もの広大な土地が土地測量会社に譲渡された (注 13)。 

 

 2) チアパス州におけるコーヒー栽培産業と殖民政策 

 2-1) チアパス州ソコヌスコにおけるコーヒー栽培 

19 世紀初頭にキューバのハバナからベラクルス州のコルドバに苗木が持ち込

まれ、こうしてメキシコでコーヒー栽培が開始され、やがて南部諸州にコーヒー

栽培が伝播した。ソコヌスコのコーヒー栽培は、1846 年にイタリア人がグアテマ

ラから持ち帰った 1,500 本の種木を自身の農園に植えたことに始まる(注 14)。ソ



コヌスコ郡は、気温、雨量、湿度などコーヒー栽培に適した天候に恵まれ、耕地

も廉価で、コーヒー栽培地として最適な条件を有していた。コーヒー栽培には海

抜 800 から 1,400 ﾒｰﾄﾙの高地が適しているといわれるが、理想的な高地に位置

するウニオン・デ・フアレス (現 Unión Juárez)を中心に 19 世紀半ばに大規模

なコーヒー栽培が開始された (注 15) 。しかしその後は遅々として進まなかった。

背景には「モソ (mozo) 」と呼ばれるコーヒー・プランテーション労働者の不足

と、グアテマラとの国境画定問題があった。前者はとくに深刻な問題で、ソコヌ

スコ郡における人口増加推移（表 3)からも明らかなように、ソコヌスコ郡の人口

総数は 1842 年が 11,465 人、1861 年が 12,961 人、1869 年が 9,523 人という推

移をたどり、人口増加がほとんど見られず、それが慢性的な労働力不足の要因に

なっていたのである。 

 
表 3 ソコヌスコ郡の人口増加推移（人口調査実施年度

別）  
市町村名 1842年 1861年 1869年 1887年
Tapachula 3,605 4,093 4,749  6,000

Huehuetán 449 542 627 不明

Metapa  262 195 327 ―

Tuxtla Chico 3,369 4,240 861 4,400

Mazatlán 568  946 721 不明

Cacaguatlán 26 57 184 ―

Tuzantlán 775 451 350 ―

Ayutla 151 188 138 ―

Acacoyagua 164 202 252 ―

Acapetahua 190 142 150 ―

Huista 254 279 333 ―

Pueblo Nuevo 480 485 472 ―

San Felipe Tizapa 121 124 102 ―

Escuintla 1,051 1,017 257 1,600

出所：  María de los Angeles Ortiz Hernández/Bertha Toroya, 
Concentración de poder y tenencia de la tierra; el caso de 
Soconusco, pp.6-7 y p.80. 

   

 

 2-2) メキシコ・グアテマラ国境画定問題と拓殖政策  

 1842 年にソコヌスコ郡はチアパスの「南西部特別地区  (Distrito del 

Sud-Oeste) 」としてメキシコ国に法的に帰属することが採択されたが (注 17) 、

グアテマラとの国境は明確に画定されておらず、ために国境政情が不安定な状態

がつづき、国内外の投資家は同地域への投資に難色を示していた。チアパスの未



開発はこの点にも起因していた。すなわち国境画定問題が資本不足の原因になっ

ていたのである。日墨条約締結の立役者であり、コーヒー産業推進者でもある政

治家のマティアス・ロメロ (Matías Romero)は、グアテマラとの国境近くに位置

する「フアレス・コーヒー農園 (Cafetal “Juárez”) 」を 1870 年に購入しコーヒ

ー栽培事業に着手、さらに「マラカテ農園 (El Malacate)」を購入すべくグアテ

マラ大統領バリオス(Justo Rufino Barrios)と交渉を試みた (注 17) 。同コーヒー

農園がグアテマラ領土内に位置していたからである。ロメロは、生産性の高い同

農園を購入し、ソコヌスコに組み入れ、当地域をコーヒー栽培の一大中心地とす

ることを意図し、同時に同農園を買収することでグアテマラとの国境問題を解決

せんと試みたのである。こうした状況を重視したディアス大統領は 1882 年から

83 年にかけてグアテマラ政府と折衝し、その結果、両国の国境が画定された。国

境問題に終止符が打たれると、人口希少なチアパス州に資本と外国移民が導入さ

れ、輸出向けのコーヒー栽培が大々的に促進されていった。その後メキシコ政府

は、米国人が経営する「メキシコ・チアパス拓殖会社 (Compañía Colonizadora 

Mexicana de Chiapas) 」にコーヒー栽培事業促進のために 50 万エーカー (約 

2,024km2) を譲渡し、1887 年にはヨーロッパ系移民  (75％) とメキシコ人入植

者 (25％) から成る農業殖民地を建設する目的で、外資系の「インターナショナ

ル・カンパニー・オブ・メキシコ (The International Company of Mexico)」に

同社が測量した広大な未開地を払い下げた (注 18) 。イギリス資本の測量会社に

も土地が譲渡され、なかでも「メキシコ拓殖会社 (Compañía Mexicana de 

Terrenos y Colonización)」はソコヌスコ全域に  251,061 ヘクタール  (約 

2,511km2) の土地を所有し、その結果、チアパス全域ではじつに 200 万ヘクタ

ール (約 2 万 km2) もの土地が少数の測量会社によって独占された (注 19) 。こ

うして、産業振興政策の一環としてチアパス州にコーヒー産業が導入されると、

ほとんどの耕地が土地測量会社の所有に組み込まれていった。 

 

IV. メキシコ殖民の実践 

 

 1)「殖民協会」の設立 

 外務大臣の職を辞した榎本武揚は、「殖民事業が我国家経済上に於て必要欠く

べからざる」との考えから明治 26(1893)年 2 月に「殖民協会」を設立した (注

20)。設立趣旨として、第１に「我国の人口は近来非常に繁殖し（以下略)我国の



人口多きに過くるを予防するの道は今日移住殖民の業を盛んにするに在る」こと

をあげた(注 21)。すなわち海外殖民事業を急増する国内人口問題の解決策として

位置づけたのである。第２に「海外に適当の地を卜し平和の手段に由て(以下略）

四隣に移住雑居して日本人種の繁殖を謀るべきなり」、つまり「殖民」という平和

的かつ合法的手段により海外に日本人を国策として送り出し、もって日本領土の

拡大を計ることをあげ、第３に「我国の海権を収攬せんと欲せは航路を拡張せさ

る可らすして航海の事業は殖民事業と相待て其盛を致すを得へし」、つまり殖民事

業を促進しつつ平和裡に制海権を獲得することをあげたのである。第４に「我国

の商権を伸張するの道は（以下略）外に向て利を争ふに在るなり海外に我国の殖

民あれは彼等自ら本国の物品を需要するのみならす外人をして之を需要するの道

を知らしめ以て大に通商の端を開くべし故に殖民の事業は輸出を奨励し兼ねて工

業を振作し通商を繁盛にするの媒介と為る（以下略）我国の工業を勧め通商を盛

んにするは殖民の業を興すに在り」、すなわち海外の日本人移民と日本の交易通商

を促進させ日本の殖産興業を計るべきことをあげた。つまり移住殖民を国家的事

業として位置づけ、海外移民調査団の報告会および講演会などを開催し、殖民の

啓蒙活動の中枢として設立されたのが「殖民協会」であった。協会の月刊機関誌

『殖民協会報告』はまさにそのためのものであったのである(注 22）。 

 

 2) 日本人メキシコ殖民地建設の模索 

殖民協会はまた「メキシコ殖民計画」を実現化するための推進母体でもあった。

調査団によって邦人が発展する地としてメキシコがいかに有望であり、移民を送

る絶好の機会であるかが認識されると、日本人殖民地建設の候補地としてメキシ

コが脚光を浴びるようになった。榎本は先に、駐日メキシコ公使ウォルハイム 

(Mauricio Wollheim)に適当な殖民地の斡旋を依頼し、同時に在メキシコ藤田領事

代理を通じて、メキシコ農商工殖民大臣フェルナンデス・レアル (Manuel 

Fernández Leal) に対しても同様に申し入れてあった。これに対して大臣は、日

本人殖民地の候補地としてチアパス州の８ヵ所、およびゲレロ州の２ヵ所の官有

地を「日本殖民ノ為メニ払渡スヘキ」と推薦してきた。なかでもチアパス州ソコ

ヌスコ郡の 17,500 町歩（約 173.6km2）の官有地を「日本殖民ノ為メニ最モ適当

ナル珈琲ノ耕作地ナリ」と指定してきた（注 23）。榎本は「メキシコ殖民」を実

施すべくその準備に取りかかり、協会評議員の根本正を 1893 年に、翌 94 年には

農学士の橋口文蔵をメキシコに派遣し、現地調査に着手した。根本は『墨国「チ



ヤパス」州探検報告』の中で、ソコヌスコ郡の中でもフェルナンデス大臣から紹

介のあった官有地はとりわけコーヒー耕作地に最適であることを強調し、その盛

況ぶりを「珈琲地ヲ金山ト称シ合衆国及欧州ヨリ来墨珈琲地買入候者多ク」と報

告したうえで、「実際ニ利益アリ且日本人ニ適スルノ耕作ハ珈琲地ニ有」と結論づ

けた（注 24）。それを裏付ける資料として、ソコヌスコ郡の総輸出額におけるコ

ーヒーの輸出額を以下のように報告した（表 4）（注 25）。 

 

表 4 チアパス州ソコヌスコ郡の輸出高(1892 年 7 月～1893 年 6 月) 

品名 輸出先国名 代価(ドル) 割合(%)

コーヒー米国 268,447.70

同上 独逸 179,080.00

同上 仏国 4,860.00

同上 英国 16,647.00

コーヒー輸出高  小計 469,034.70 91.78 %

他産物輸出高  小計 37,033.00 7.25 %

輸出高総計 511,067.70

器械類等の輸入品小計 56,722.31

差引輸出の輸入に超過する額 454,345.39

出所：  根本正「墨国「チヤパス」州探検報告」から筆者作成 

 

 3) メキシコにおけるコーヒー産業と日本人殖民地設定 

上記、表 4 から明らかなように、ソコヌスコ郡のコーヒー輸出額は輸出総額の 

91.78％を占め、同郡の産業においてコーヒー栽培が基幹産業になっているのが分

かる。ディアス政権の産業振興政策が推進される中で、とりわけ重要な位置を占

めたコーヒー産業について、その生産量および輸出状況を年度別、輸出先別、州

別、主要産地別に集計すると以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



表 5 メキシコ産コーヒーの生産量および輸出額(1888～1897 年) 

年度
M:明治(西暦) 生産量(kg) 輸出額(ﾄﾞﾙ)

１kgあたり
の価格(ﾄﾞﾙ)

M.21(1888) 9,263,090 3,886,032 0.418

M.22(1899) 10,009,652 4,810,999 0.486

M.23(1890) 14,656,787 6,150,358 0.419

M.24(1891) 11,058,279 5,514,353 0.498

M.25(1892) 14,514,949 8,727,119 0.601

M.26(1893) 18,866,600 11,766,090 0.607

M.27(1894) 16,512,648 12,670,783 0.706

M.28(1895) 11,463,558 8,103,302 0.706

M.29(1896) 14,817,662 9,876,532 0.666

M.30(1897) 18,069,964 9,484,227 0.523

M.31 4月まで

出所：  在メキシコ日本総領事館報告「墨国珈琲貿易」 (明治 31
年  8 月  6 日付)、『殖民協会報告』第 64 号、42 ページ。 

 

表 6 メキシコ産のコーヒーの輸出先（国別・年度別の輸出量・輸出額） 

輸出先 明治24 (1891) 明治25 (1892) 明治26 (1893)

国名 輸出量 額 輸出量 額 輸出量 額

(kg) (ドル) (kg) (ドル) (kg) (ドル)

米国 10,383,952 5,194,952 13,586,237 8,163,965 17,782,546 11,071,766

独国 293,609 129,580 387,814 237,345 428,203 284,807

英国 186,503 81,503 244,325 127,756  338,229 213,935

仏国 185,573 104,151 188,995 144,090 312,238 192,846

伊国 45 60 3,149 1,325

西国 2,214 1,167 102,104 50,963 1,901 1,201

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 5,854 2,580 2,899 1,360 241 150

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 386 300 2,530 1,580 93 60

蘭国 188 120

合計 11,058,279  5,514,353 14,514,949 8,727,119 18,866,600 11,766,090

出所：  同上、43～44 ページ。  

 

表 7 州別のコーヒー生産高および生産価格(明治 29(1896)年) 

州名 生産高(kg) 価格(ﾄﾞﾙ) 州名 生産高(kg) 価格(ﾄﾞﾙ)

ﾍﾞﾗｸﾙｽ 5,604,482 2,764,813 ｵｱﾊｶ 3,559,510 2,152,677

ﾁｱﾊﾟｽ 1,834,028 1,216,003 ｻﾝ・ﾙｲｽ･ﾎﾟﾄｼ 521,400 630,000

ﾀﾊﾞｽｺ 447,741 124,155 ﾐﾁｮｱｶﾝ 373,759 203,897

ﾌﾟｴﾌﾞﾗ 359,801 202,650 *ﾃﾋﾟｯｸ 207,724 156,431

ｺﾘﾏ 152,671 72,933 ﾊﾘｽｺ 71,497 53,509

ﾓﾚﾛｽ 51,627 44,416 ｲﾀﾞﾙｺﾞ 48,439 24,181

ｹﾞﾚｰﾛ 21,194 12,861 ﾊﾞﾊ･ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 172 172

合計 13,254,045kg 7,659,698ﾄﾞﾙ

出所：  同上、45～46 ページ（テピックは州ではない）  

 



表 8 コーヒー産地別の産額および輸出額(明治 29(1896)年) 

産地名 州名 産額(kg) 価格(ﾄﾞﾙ)

コルドバ ベラクルス 2,154,984 1,023,492

コアテペック ベラクルス 1,964,053 942,745

ソコヌスコ チアパス 1,380,000 1,076,400

ポシュトラ オアハカ 1,177,790 960,000

ハラシンゴ ベラクルス 841,083 504,648

トゥステペック オアハカ 770,040 300,351

出所：  同上、44～45 ページ。 

 

 以上の集計からでも明らかなように、チアパス州のソコヌスコがコーヒー産地

としていかに重要であるかがうかがえよう。加えてレアル大臣から、「チヤパス州

ノ土地ハ珈琲栽培ニ最モ適当ノ地」であり、現在コーヒーの「価格非常ニ騰貴致

候ヲ以テ民有地ノ価格モ（以下略）上騰致シ候為メ官有地ノ払下ヲ願出ツル者益々

増加」の傾向にあり（注 26）、「榎本子爵ノ設立ニ係ル殖民協会ニ於テモ（以下略）

殖民地創設ノ義ニ付（以下略）我政府ニ対シテ協議ヲ相開クノ準備ニ着手アラン

コト切望ニ堪ヘス候」（注 27）と、メキシコ殖民を早々に実施するために早急に

土地購入を検討すべき旨の見解が示された。一方、日本人メキシコ殖民について

ディアス大統領およびレアル大臣と面談し、「日本移民ノ為メ事態ノ許ス限リハ

特別ニ斡旋ノ便宜ヲ与フベシ」との確約をとりつけた橋口文蔵は、ソコヌスコ郡

のエスクィントラは「本邦人民ノ移植ニ最モ適当ナル土地ニシテ将来町村ヲ形成

シ農家ノ経済ヲ豊ニシ移民ヲシテ其所ヲ得セシムルニ最モ屈強有限ノ地域タル

ヲ信セリ」と結論づけ、英国殖民会社が同地に注目しディアス大統領と広大な官

有地売買を交渉中である状況を鑑みて、早急に土地購入交渉に入るべきを付言し

た（注 28）。レアル大臣はこうした事態を憂慮し、榎本に対してメキシコ殖民を

早急に実施すべきを促した。さらに大臣は、グアテマラ高地でコーヒー栽培に成

功をおさめたドイツ人につづき、ソコヌスコのコーヒー栽培に着目したイタリア

人、フランス人、イギリス人、米国人がチアパス州内のコーヒー耕地の利権獲得

をめぐって競合しあう中で、ブラジルのコーヒー生産が激減した影響でソコヌス

コのコーヒー栽培が脚光をあびるようになると、榎本に対して再度、土地購入の

決定を促した（注 29）。加えて在日メキシコ公使ウォルハイムは「若し榎本子爵

にして躊躇していると、右の土地は英国の殖民会社の手に入るやも計り難い。是

非この土地を得んと欲せば、至急契約者を出発せしむる」べしと土地売買契約を

催促してきた（注 30）。こうして、「墨国ニ於ケル官有地ヲ買得テ之ニ珈琲ヲ栽培



シ以テ我殖民ノ模範ニ供セン」（注 31）としてチアパス州ソコヌスコ郡にコーヒ

ー栽培を中心とした日本人殖民地の建設が具体化され、土地購入が一気に現実味

をおびるようになった。 

  榎本は、共同資本金をもってエスクィントラの官有地 11 万 6000 町歩を買い入

れ、コーヒー栽培に就業する日本人を移住殖民させる資金を集める目的で「墨国

移住組合」を 1895 年に設立させた（注 32）。同時にメキシコ政府と土地売買交

渉が開始され、根本正と草鹿砥（くさかど）寅二がメキシコで交渉のすえ、６万 5000

町歩（約 644.8km2）の官有地払い下げにつき基本的合意にこぎつけた。ところ

が資金調達が難航したため、1896 年に前述の組合を改組して、メキシコにおいて

土地を購入・開拓し、その貸付および売却を目的とする「日墨拓殖会社」を創設

した（注 33）。日本での資金調達が思わしくないなか、メキシコでは土地売買交

渉が進められた。在メキシコ総領事室田義文は榎本の代理としてメキシコ政府当

局と交渉を継続させ、エスクィントラ周辺の６万 5000 町歩（約 64,480 ﾍｸﾀｰﾙ）

の官有地を、１ヘクタールにつきメキシコ貨幣で１ペソ 55 センターボ、15 年間

の年賦払いで購入する契約が 1897 年 1 月 29 日に取り交わされた（注 34）。こ

うして、監督・草鹿砥寅二の他、自由移民および契約移民の計 34 名からなる、

いわゆる「榎本メキシコ殖民団」は 1897 年 5 月 19 日にエスクィントラ殖民地

に入ったのである（注 35）。 

 

V. むすびに 

 

 榎本武揚を中心とする海外殖民論者は、海外殖民事業を急増する国内人口問題

の解消策として位置づけ、「殖民」として合法的に海外に日本人を送り出し、海外

在留邦人と本国との貿易を促進させ、究極的に日本の産業を振興させようとした。

海外殖民地が模索される中で、一連の日本人調査団の現地視察によって、日本人

殖民地の候補地としてメキシコ南部チアパス州が浮上し、なかでもソコヌスコ郡

のコーヒー栽培事業が注目された。一方、政治的安定を確立させたディアス大統

領は産業振興を計り、未開地を開拓するために「拓殖法」など新たに制定したう

えで土地測量会社を動員し、積極的に外国資本や技術さらには外国移民を導入し

つつ国内産業開発を進展させていた。日本人のメキシコ殖民は、このような日墨

両国の政治・経済的状況の中で構想され、国家的事業として実践されたのである。 

こうしたときに、かつて測量技師の資格で「メキシコ金星観測隊」の一員とし



て日本に滞在した経験のあるフェルナンデス・レアル農商工殖民大臣から、日本

人殖民地に最適なコーヒー耕作地としてチアパス州ソコヌスコ郡エスクィントラ

地区の官有地が推薦された。さらにディアス大統領は、「日墨修好条約」の締結関

係もあることから、日本人メキシコ殖民の実現にむけて特別に斡旋の便宜をはか

る意向を表明し、こうしてコーヒー栽培に従事する日本人殖民地の建設が具体化

され、土地購入が緊急課題となった。一方、イギリスの殖民会社がコーヒー栽培

地としてソコヌスコ郡エスクィントラの官有地を購入すべくメキシコ政府と交渉

中であり、レアル大臣からはメキシコ殖民の早期実施を促され、「墨国移住組合」

の出資者でもあるメキシコ公使ウォルハイムからも、メキシコ政府が勧めるエス

クィントラ地区の官有地の購入を早急に決定するよう催促された。結果としてこ

うしたことが土地購入の決定に拍車をかけた（注 36）。日本人メキシコ殖民のた

めの官有地売買契約交渉はまさに土地購入の決定が迫られる中で進められたので

ある（注 37）。 

  コーヒー栽培に立脚した日本人メキシコ殖民地建設はまた、ディアス政権の殖

民政策すなわちチアパス州の拓殖政策およびコーヒー産業振興策の下で実践され

た。メキシコ政府がとりわけ有望視していたソコヌスコ郡のコーヒー産業には、

慢性的な労働力不足とグアテマラとの国境画定問題が障害となっていた。緩慢的

な人口増加では安定した労働力の確保は期待できず、国境の政情不安に原因して

投資家がコーヒー耕地の購入および投資に難色を示し、結果、資本不足を招いて

いたのである。だからこそメキシコ政府は国境問題が解決されると、人口過疎の

チアパス州にコーヒー産業を核とした産業開発を促進させるために「勤勉ニシテ

規律アル労働者」の確保に努め、「事業ノ成効ト人口ノ繁殖」をもたらすべく「官

設殖民地」いわゆる官有地払い下げを実施したのである（注 38）。すなわち、コ

ーヒー産業推進者のマティアス・ロメロが意図したように、不安定な出稼ぎイン

ディオ労働者の代替策として安定した外国移民を誘致し、もって海外輸出向けの

コーヒー産業を振興する策を採ったのである。 

 日本人のメキシコ殖民構想は、日本側の急増する人口問題とメキシコ側の労働

人口不足問題が互いに補完しあう、すなわち労働移民送り出し側の日本と受け入

れ側のメキシコとの利害が一致する中で、ディアス政権のグアテマラとの国境問

題およびチアパス州の拓殖政策に組み入れられる形で実践されたのである。つま

り、メキシコ政府のグアテマラとの辺境政策において、さらには殖産興業政策の

一貫としてメキシコ政府が推進せんとしたチアパス州ソコヌスコ郡におけるコー



ヒー産業の振興策に、日本側が労働移民を提供するという構造の中で、日本人メ

キシコ殖民が構想され実践されたのである。 

 

[注記]  

(1) Francisco Díaz Covarrubias, Viaje de la com sión astronómica mexicana al 

Japón para observa  el ránsito de Venus por el disco del So , el 8 de 

diciembre de 1874, その訳書に、大垣貴志郎・坂東省次訳『ディアス・コバルビ

ア日本旅行記』（雄松堂、新異国叢書７、1983 年）がある。 

i

r t l

-

(2) 拙稿「「日墨修好通商条約」の締結過程と史的意義～近代日墨関係史研究の視点か

ら～」、『神田外語大学紀要第６号』、1994 年、259 ～274 ページを参照されたい。  

(3) 南方へ邦人を移住させる「南進論」や武藤山治の「米国移住論」、志賀重昂「東洋

時事」、恒屋盛服「海外殖民論」、田口卯吉「南洋経略論」などが代表的であるが、

海外移民熱が高揚するなかで、東洋および南洋の地理歴史を研究する「東邦協会」、

あるいは「吉佐移民合名会社」などの移民斡旋会社や「日本移住組合」、また「海

外移住同志会」といった民間団体も創設された (外務省領事移住部『わが国民の海

外発展移住百年の歩み (本編) 』、昭和 46 年、55 ページ) 。 

(4) 同上、262 ～263 ページ。 

(5) 殖民協会編『殖民協会報告』第１号 (明治 26(1893)年  4 月発行)(第一章－巡回順

路及経歴、第二章－農業、28～62 ページ) 、同第２号 (明治 26(1893)年 5 月発

行)(農業、24～68 ページ) 、同第３号  (明治 26(1893)年 6 月発行)(第三章－土地、

44～103 ページ) に所収。「殖民協会」および『殖民協会報告』については (注 20) 

を参照。 

(6) 藤田敏郎「墨国太平洋沿岸諸州巡回報告」、『殖民協会報告』第３号、44～45 ペー

ジ。 

(7) 同上、42 ページ。 

(8) 同上、46～47 ページ。 

(9) 同上、46～47 ページ。 

(10) 入江寅二『邦人海外発展史』 (上巻) 、移民問題研究会 (日本外務省亜米利加局内) 、

共栄舎、昭和 13 年、 247 ページ。 

(11) 主要国別の対メキシコ投資額は、イギリス資本 (～1910 年) 87,332.000 ﾎﾟﾝﾄﾞ 、

フランス資本 (～1910 年)  2,444,167.976 ﾌﾗﾝ、米国資本(～1907 年)800,000.000

ﾄﾞﾙとなっている (Jorge Vera Estañol, Historia de la Revolución Mexicana  



Orígenes y resultados, Editorial Porrua, 1967, pp.10-11.) 。 

(12) 「1883 年法」では対象となる未開地は 2,500 ﾍｸﾀｰﾙを超えないものと規定されて

いたが、「1894 年改正法」では上限の  2,500 ﾍｸﾀｰﾙが廃棄され、土地測量会社の

土地所有は無制限とされた  (María Elena Ota Mishima, Siete m graciones 

japonesas en México 1890-1978, El Colegio de México, 1982, pp.9-10.) 。 

i

I

t  t i l  i

t ci  

i

(13) 1890 年代の主な土地測量会社の土地保有状況は以下のとおりである。 

会社名 所在地(州) 保有面積(ﾍｸﾀｰﾙ)
？社 Chihuahua 7.000,000
The Palomas Land Company Chihuahua 776,938
？社 Baja California 11.550,000 (4社で保有)
Colorado River Land Company Baja California  325,364

La Compañía Mexicana de
Terrenos y Colonización Baja California 6.307,774

The Chartered Company
of Lower California Baja California 2.158,427

La California (México)
Land Company Ltd. Baja California 2.488,315
Richardson Yaqui 川流域 220,000
Richardson 米墨国境周辺 300,000
？社 Oaxaca 2.000,000

出所：Enrique Semo: Coordinador, MEX CO─un pueblo en la historia, (No.2), Universidad 
Autónoma de Puebla, Editorial Nueva Imagen, 1983, p.202. および  María Elena Ota 
Mishima, op.cit., p.11．から筆者作成  

(14) D.Miguel M. Ponce de León, “Cultivo del café en Soconusco”, (Matías Romero 

ed., Cul ivo del café en la cos a mer diona  de Ch apas, Gobierno del Estado 

de Chiapas, H. Congreso del Estado de Chiapas, 1875) p.100. 
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