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メキシコ家電（特にテレビ）産業の発達の経緯と直接投資の役割

対馬由佳理 (Y T)

東洋大学大学院

はじめに

メキシコは世界有数の家電の生産国であり輸

出国でもある。特にテレビ輸出では1998年に日

本やイギリスを抜いてトップの位置についた1。

テレビをはじめとする家電産業はメキシコにと

り重要な輸出産業であり、その製品の大半は隣

国のアメリカ合衆国へ輸出されている。また生

産者の多くは多国籍企業であり、メキシコとア

メリカ合衆国の国境沿いに設置されているマキ

ラドーラと呼ばれる保税加工区で、工場を建設

し生産を行っている。このように国外の多国籍

企業が支えているメキシコの家電産業だが、同

国経済の変化に応じて数多くの変化を経験し現

在の形態になったものである。

本稿では、メキシコ家電産業における外国か

らの直接投資について、その変遷と特徴を明ら

かにし、同時に多国籍企業の参入形態について

も検討したい。本稿の構成は次のとおりである。

まず第 1節でメキシコ家電産業の発展史を総括

する。1940年代のトランジスターラジオ生産

から始まった家電産業は、1990年代にはテレ

ビ生産へと発展している。ここでは、半世紀間

における産業発展の過程を扱う。続く第 2節で

は、メキシコ家電産業における企業進出の歴史

1総務庁統計局・統計研修所編『世界の統計 2001』2002
年、244頁.

と外国直接投資の変化を検討し、また第 3節で

は同産業における直接投資の役割と特徴につい

て検討する。そして結論では全体のまとめを行

い、発展途上国における産業発展の具体例とし

て若干の考察を加えたい。

１.メキシコ家電産業の発達の経緯

メキシコの家電産業は外国企業の直接投資に

よって発展した。起源は意外と古く、1940年代

におけるトランジスターラジオとその部品の生

産から始まり、1950年代になると白黒テレビ

の生産が開始されている2。そして 1960年代半

ば以降、同産業は本格的な発展を見せた。この

背景として指摘できるのは、輸入家電製品に対

する高関税が敷かれていたことが国内産業の育

成に有利だった点、そしてメキシコ国内におけ

る都市中産階級の増加に伴って所得水準が上昇

し、それに見合うだけ家電の需要が伸びた点で

ある3。特に、所得上昇がテレビ産業の発展に与

えた影響は大きく、1960年代には、低所得者層

に白黒テレビが普及し、高所得者層にはカラー

テレビの普及が始まった。つまり、国内におけ

2Núñez, Wilson Peres,Forein Direct Investment and In-
dustrial Development in Mexico, New York, OECD, 1996,
p.87.

3外務省経済局編『世界各国経済ハンドブックメキシコ』
日本国際問題研究所、1980年、84-87頁.



メキシコ家電（特にテレビ）産業の発達の経緯と直接投資の役割 91

る家電需要が急増し、市場が急速に拡大するこ

とで、家電産業（特にテレビ産業）の発展が可

能になったのである。当初、家電産業は国内市

場向けだった。とはいえこの時期すでに、生産

の担い手は外国企業ながら、テレビ生産の国産

率は 100％にも達している。

1970年代に入り、メキシコ経済の停滞で、家電

産業は一時的な停滞を余儀無くされるが、1972

年には停滞から回復し、その後、大幅な発展を

見せる。メキシコ経済の回復と並びこの時期の

発展に貢献したのは、メキシコの税制制度の改

革である。それまで、メキシコで生産される家

電製品に対しては 10パーセントの奢侈品税が

課されていたが、1972年にこの税制が改革さ

れ、税負担が大幅に軽減されたのである4。こう

した税制改革と 1970年代半ばからの好景気と

が、メキシコの家電産業にとり追い風となった。

しかし 1980年代初期になると、家電産業は

再び停滞に陥る。その大きな原因は 1984年の

債務危機であった。この影響で輸入制限、製品

価格の高騰、そして需要の縮小などの現象が起

こり、家電産業に直接的な打撃を与えた。しか

し、唯一カラーテレビ産業だけは、そうした経

済停滞の影響を受けずに発展しえた。カラーテ

レビの売上が増加したのは、その購買層が高所

得者層なので、打撃が少なくて済んだという背

景がある5。

一方、家電産業の企業側も大きな戦略の変更

に着手することになる。債務危機によるメキシ

コ国内経済の停滞で、国内市場の需要増が見込

まれなくなったため、製品の消費先を国内でなく

国外に求めるようになったのである。振り返っ

て見れば 1950年代以降、輸入代替化工業政策

4丸谷吉男『メキシコ―その国土と市場―』科学新聞社
出版局、1975年、164頁.

5丸谷吉男『メキシコ―その国土と市場―』科学新聞社
出版局、1980年、222-224頁.

（略称 ISI）によってメキシコの家電産業は発展

してきた。しかし、それは政府の様々な保護政

策（例えば輸入品に対する高い関税や政府補助

金の支給など）によって支えられていた部分が

少なくなかった。そうした保護政策は企業自体

にとり有利なものであったとしても、購買層が

限定された国内市場向けの販売だけを目的とす

る企業活動には、おのずと限界があるのは明ら

かだった。

そうした情勢下、1984年のメキシコ債務危機

が起こった。世界銀行や IMF からのコンディ

ショナリティに沿う形で改革をするよう、メキ

シコは迫られた。その中に輸出主導経済への移

行という条件があり、輸出産業の 1つとして期

待されたのが、他ならぬ家電産業だった。前述

したような背景があったので、家電産業の輸出

産業への移行は比較的順調に進んだ。

家電産業が輸出産業に移行できたもう 1つの

理由は、大量消費地・アメリカ合衆国に隣接す

るというメキシコの地理的な優位性である。テ

レビを初めとする家電製品は、コストに占める

労働費と輸送費の比重が大きい。このため、労

働費も低く、輸送費も比較的小さいメキシコ（特

に国境沿いのマキラドーラ保税加工区）は、ア

メリカ合衆国向けの輸出前線基地として最適の

立地にあると考えられたのだった。

メキシコからの家電輸出が本格的になったの

は、1987年頃からである。そして、それから現

在まで家電輸出は堅調であり続けた。もっとも

近年は、生産台数において中国がメキシコを抜

き 1位になっている。

1990年代以降の家電産業の発展には、北米自

由貿易協定（North American Free Trade Agree-

ment: NAFTA）の締結が与えた影響も大きかっ

た。この協定により、メキシコ・アメリカ合衆

国・カナダの北米３カ国で生産された製品であ
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ると認められなければ、関税が課されるように

なった。特にカラーテレビでは 14インチ型以

上の製品に対し、「北米産」の原則が適用され

る。家電製品における「北米産」の条件とは、

製品の中に北米産の重要な部品（あるいは幾つ

かの部品の中から少なくとも 2つの部品）が組

み込まれていることである6。こうした「原産地

規定」の適用などのため、アメリカ合衆国市場

向け製品を効率的に生産するには、メキシコで

生産することが企業にとり最適な判断となった

のである。

これまで見たように、メキシコの家電産業は

1940年代から発展してきたが、その主役を担っ

たのは常に（メキシコから見た）外国企業であ

り、特に多国籍企業による投資であった。前述

のマキラドーラも国外からの投資を受け入れる

ために設立されたものである。では次に、家電

産業への外国企業の直接投資について、その変

遷を概観しよう。

２. メキシコ家電産業への外国企業の進出と

直接投資の変遷

前節でメキシコ家電産業の発展史を概観し、

家電（特にテレビ）の完全な国内生産が可能に

なったのは 1960年代だと述べた。国産化を可

能にした主役は外国企業であった。メキシコ家

電産業は、前述のマキラドーラ地域を中心に発

展したが、マキラドーラが設置されたのは 1965

年以降であるため、実質的にはこの年から同産

業の直接投資が発展を始めたことになる。しか

し、（家電産業に限った話ではないが）当初、マキ

ラドーラにおける外国直接投資は、期待された

ほど伸びなかった。その最大の原因は、当時の

投資規制法が、外国企業にとり厳しい内容だっ

6日本貿易振興会編『北米自由貿易協定―NAFTA を読
む』日本貿易振興会、1995年、55頁.

た点にある。例えば、マキラドーラに進出する

企業は必ずメキシコ人の共同経営者を入れる必

要があり、前述したように奢侈品税という一種

の付加価値税が商品に課税されていた。これら

の障壁のため、保税加工区が設定されても、外

国企業にとってマキラドーラは必ずしも魅力的

な生産地とならなかったからである。

また、マキラドーラに進出した家電企業は、

当初、メキシコにおける労働コストの低さを進

出の動機としたが、実際には直接投資の条件と

して、低労働コストと製品の品質維持とを両立

する必要があった。そのため、マキラドーラに

直接投資をした企業は当面、中・小規模の工場を

建設することで、そうした品質の維持をはかっ

ていたのである。そして中・小規模工場におけ

る品質維持が可能になったことが確認できると、

大規模工場を建設し、生産を拡大するという投

資方法をとっていた。このため、マキラドーラ

地域で直接投資による家電産業が軌道に乗るま

で時間がかかった7。

しかし、1960年代後半からこうした傾向には

変化が見え始めた。変化のきっかけは、日本企

業によるアメリカ合衆国家電産業市場への進出

であった。1960年代、ソニーの白黒テレビの輸

出を皮切りに、アメリカ合衆国への日本産テレ

ビの輸出が増加した。日本からの輸入増を受け

て、アメリカ合衆国の企業はメキシコ北部へと

工場を移転し始めた。これが外国企業のメキシ

コ進出の足がかりとなった。その後 1970年代

に日米貿易摩擦が発生し、日本企業はアメリカ

合衆国への輸出を「自主規制」という形で制限

せざるを得なくなる。輸出の減少で、日本企業

はメキシコのティファナなどに投資を振り向け、

7Harley, Shaiken, “Commercial Electronics Maquilado-
ras,” in Shaiken Harley, ed.,Mexico in the Global Economy,
Center for U.S.-Mexican Studies, University of California,
San Diego, 1991, p.92.
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工場を建設した。そして 1980年代に、G7合意

により円高に直面した日本企業は、メキシコへ

の直接投資を加速させた。こうして、日本企業

にとっても、マキラドーラはアメリカ合衆国市

場への輸出前線基地へと成長したのである8。

またこの時期の状況は、メキシコへの直接投

資の動機という点が、以前とは異なっていた。

もちろん、労働コストの安さは動機の重要な一

部でありつづけている。しかし、マキラドーラ

に直接投資を行った企業は、生産ラインのオー

トメーション化を進め、より少ない人員でも生

産活動を可能にしうるような戦略を実行してい

る。つまり、労働コストの低さは以前ほど重要

視されなくなっていたのである。

では、労働コストの低さを除くと、マキラドー

ラへ直接投資を行う動機は何であろうか。

1つに、前述した輸送費の安さがあげられる。

2つ目として、消費地に隣接するため、消費者

のニーズをつかんで商品に反映するまでの時間

（商品サイクル）が短くできるという利点がある。

これらのメリットは、様々な先行研究によって

指摘されるとおりである。

しかし、別の視点も考えられる。近年の家電

商品、つまりカラーテレビにもその他の家電商

品にも、多くの IC関連部品が利用されている。

従来の家電産業と同様に、IC関連製品は、製品

価格に占める労働コストの割合が非常に高い。

このため、IC 関連工場の立地が、労働コスト

の低い場所に集中する傾向が強い。実際、マキ

ラドーラにも IC関連企業の進出が顕著である。

家電製品のコスト削減には、当然、部品のコス

ト削減も考慮しなくてはならない。コストの中

8Koido, Akihiro, “The Color Television Industry:
Japanese-U.S Competition and Mexico’s Maquiladoras,” in
Gabriel Szekely, ed.,Manufacturing across Borders and
Oceans, Centre for U.S.-Mexican Studies, University of Cal-
ifornia, San Diego, 1991, p.71.

で相当の割合を占める IC部品のコストを削減

することは、企業にとって必要不可欠である。

このように見てくると、マキラドーラにおける

家電産業への直接投資は、こうした IC部品のコ

スト（部品の輸送費など）の削減という点や、市

況にあわせた IC部品開発の早さという優位性

などを考慮に入れた結果である、と考えられる。

一方、日本企業による輸出の影響を受けたア

メリカ合衆国の企業も、当初はメキシコへ直接

投資を行い、工場を建設していたが、日本企業

のメキシコ進出が活発化する 1980年代からは、

直接投資から撤退し始めた。1986年に GE社

が、先にメキシコに進出していたアールシーエー

（RCA）社を買収し、翌年 7月には同社の家電部

門をフランス家電企業トンプソン（Thompson）

へ売却している。そして、合衆国企業として最

後までメキシコで生産していたゼニス社も 1989

年には、韓国のエルジー（LG）社に買収された。

この結果、2000年現在では、メキシコに進出し

ているアメリカ合衆国の組み立て企業は姿を消

している9。

３. メキシコ家電産業における直接投資の役

割と特徴

これまで、メキシコ家電産業の発展史とその

中における外国企業の直接投資の変遷を見てき

た。メキシコの家電産業は、アメリカ合衆国や

日本・韓国などの多国籍家電企業が活動する（あ

るいは活動してきた）舞台であると言えるだろ

う。特にアメリカ合衆国と日本企業の競争関係

と、メキシコにおける直接投資の関連性を考え

る場合、各国企業の生産・販売戦略の変化がメキ

シコにおける直接投資の変化を生み出している

と考えられる。アメリカ合衆国企業のメキシコ

9谷浦妙子『メキシコの産業発展』アジア経済研究所、
2000年、222頁.
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への直接投資の増加を促したのが日本企業の合

衆国市場への進出であったように、また、日本企

業がメキシコへの直接投資を活発化させた契機

が日米貿易摩擦であったように、状況の変化に

より企業は戦略の変化を迫られ、その結果とし

てメキシコへ直接投資が実行されたのである。

もちろん、メキシコへの投資は企業側にとっ

てもメリットがあった。労働コストは比較的低

く済むし、大量消費地アメリカ合衆国に近い。

また、メキシコ政府も国境沿いにマキラドーラ

を設置し、外資導入に積極的な政策をとるよう

になった。メキシコ政府が外国からの直接投資

によってもたらされる資金や技術革新・経営ノ

ウハウを、メキシコ地元企業が得ることを期待

していたためである。

メキシコ家電産業では、プレイヤーが直接投

資の舞台（メキシコやマキラドーラ）に登場す

る際、各プレイヤーがおかれる状況に大きく左

右されていた。つまり、舞台が整ったからメキ

シコへの直接投資が増加したわけではなく、む

しろ企業がメキシコに直接投資をせざるを得な

い状況が生まれた結果として、直接投資が増加

したのである。

ここで、メキシコ家電産業における直接投資

の特徴をまとめておこう。第 1の特徴は、その

舞台がメキシコにもかかわらず、アメリカ合衆

国企業の直接投資がないことである。しかし、

このことはアメリカ合衆国企業の存在感が薄い

ことを意味するのではない。メキシコにおける

家電産業以外の製造業、例えば自動車産業やコ

ンピューター関連産業においては、合衆国企業

の進出は顕著である。こうした分野では合衆国

企業の存在感は、生産者という直接な形であら

われる。前述のように、メキシコで家電生産を

行う合衆国企業は存在しない。しかし、メキシ

コで生産される家電の 80パーセントはアメリ

カ合衆国で消費される。消費という点で、メキ

シコ家電産業における合衆国の存在感は大きい

のである。

第２の特徴は、直接投資の当初の目的であっ

た労働コストの削減が、オートメーション化の

進展によって変化したにもかかわらず、メキシ

コ家電産業への直接投資が継続している点であ

る。この理由としては、いくらオートメーショ

ン化が進展しても、生産ライン上に一定数の熟

練労働者が必要だという現実があるし、また別

の理由として、前述のような半導体などの IC部

品生産との関連性も指摘できよう。

家電製品において半導体をはじめとする IC

部品は、（ほかの部品と比べて）高コストで重要

な部品である。生産コストの削減を企業が考え

るときには、IC部品に関連したコストの削減を

重視するのは自然な発想である。メキシコ家電

産業が発達する地域やその周辺地域では、家電

企業と同じくらいに、IC企業も進出している。

それら地域の IC部品を利用して、家電企業は

生産を行っているのである。実際、日本の半導

体企業が生産する半導体の多くを、家電企業が

利用している10。こうした IC 部品の生産と購

入のコストを削減するため、換言すれば、IC部

品市場まで家電企業が内部化する必要があるた

め、メキシコにおける直接投資が現在も継続し

ているのだ、と筆者は考えている。

４.結論

これまで、メキシコ家電産業における直接投

資の発展史について分析してきたが、結論とし

て次の２点を指摘できよう。第 1に、メキシコ

家電産業の主体は日本や韓国をはじめとする外

10Ordóñez, Sergio, “La industria electrónica de Ḿexico
en el nuevo entorno internacional,”Comercio Extranjero,
vol.51, 2001, pp.788-789.
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国企業であり、そうしたプレイヤーが、メキシ

コという生産地とアメリカ合衆国という消費地

の双方を強く意識しながら、生産活動をしてい

る。第 2に、発展途上国において、直接投資の

主体が外国企業（しかも多国籍企業）であるのは

決して珍しいことではない。しかしメキシコの

場合は、多国籍企業を数多く産み出すアメリカ

合衆国が生産活動に参加していない点が目立っ

た特徴となっている。

今後は、大量消費地アメリカ合衆国への地理

的な近さや労働コストの安さという面だけでな

く、生産ラインにおける部品の現地調達の面か

らも、メキシコ家電産業の発展について考察し

ていきたい。そうすれば、新しい知見を得るこ

とができるであろう。
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