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〔現地報告〕

2018年大統領選挙とその後のメキシコ
政治経済情勢

林和宏 (Kazuhiro Hayashi)

元外務省専門調査員

１．2018年大統領選挙
2018年 7月 1日に実施されたメキシコ大統

領選挙では、国家再生運動党 (MORENA)のア
ンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール候補
（頭文字を取ってAMLOと呼ばれる）が 53%の
得票率で当選した。8月 8日には、メキシコ選
挙裁判所から当選証書を授与され、12月 1日の
AMLO 政権発足が確定する。この元メキシコ
市長は、3度目の大統領選出馬でその座を射止
めたのである。一方、与党・制度的革命党（PRI）
から出馬したホセ・アントニオ・ミード候補と、
野党・国民行動党（PAN）のリカルド・アナヤ
候補がともに、情勢不利とみて敗北宣言を発表
したことにより、選挙後も大きな混乱は起こら
ず、各国首脳たちから AMLOの民主的当選を
祝福する声が矢継ぎ早に寄せられた。

AMLOの勝因は何か。汚職、人権侵害、対米
追従などの諸問題を批判されたペニャ・ニエト
PRI政権が、歴史的な支持率の低空飛行を続け
たことで、国民の関心が、清新なイメージを持
つ AMLO候補に向かったことが大きな勝因に
なったとみられている。また。PANの支持票が
割れたことも AMLOには有利に作用した。つ
まり、PANからはアナヤ候補とは別に、カルデ
ロン元大統領の妻であるマルガリータ・サバラ
が立候補したからであった。しかも党首を務め
るアナヤは、米国内に高額資産を所有すること

写真 1. 支持者と記念撮影する AMLO 候補
（2016年 10月 29日筆者撮影）

が、選挙運動期間中に非難を浴びた。他方 PRI

のミード候補は、ぺニャ・ニエト政権では財務
大臣などを務めた実務家だが、PRI党員ではな
く、選挙後にはHSBC銀行幹部の地位に納まる
など、変わり身の早さが目立った。
では、AMLOに対する内外の評価はどうであ

ろうか。2000年代初頭から左傾化を経験してき
た中南米諸国において、企業界を中心にAMLO

への警戒感が強くみられる。実際、AMLO に
対してネガティブキャンペーンが展開され、そ
の中で特に、ベネズエラのチャべス前政権やマ
ドゥロ政権との資金援助面のつながりや、政権
発足後に土地や資本の接収などラディカルな政
策を断行するのではないかという見方が、強調
されてきた。
ただ、ともに資源国とはいえ、石油などの資

源輸出に過度に依存したベネズエラと、1200社
を超す日系企業が自動車産業を中心に進出して
いるメキシコでは、産業化の発展度合いや構造
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がまるで異なっていることは注視すべきである。
また AMLOは、資源ナショナリスト的姿勢を
示したものの、外国投資や観光などの分野では
現状維持の立場を表明しており、そのためトラ
ンプ米大統領も、AMLO当選に祝意を送って期
待を示し、「資本主義者ペニャよりも良い大統
領になるだろう」とさえ発言している。

２．AMLO新政権とその政策
次に、AMLO 政権の動向に目を向けよう。

AMLOは選挙公約として、自身の出身地である
南部タバスコ州への製油所建設、チアパス州か
らユカタン半島へのマヤ鉄道（Tren Maya）建
設などの地域インフラ整備や、貧困層への奨学
金給付、汚職対策、幹部公務員の給与削減など
福利厚生の見直し、清貧な政府 (Gobierno de la

Austeridad）の推進といった政策方針を掲げて
いた。そして無駄の抑制を主張して、政府専用
機ではなく民間航空機のエコノミークラスを利
用し、大統領公邸を文化施設として一般国民に
公開し、公共機関におけるおやつやコピーの削
減などを打ち出した。また、公共入札に絡む業
者選定のうちで不透明さが大きく役所幹部の特
権となる恐れがあるものはすべからく中止した。
その一環で、メキシコ州テスココで進んでいた
総額 130億ドルにのぼるメキシコ市新空港建設
プロジェクトについても、就任前の 2018年 10

月に「国民投票」を実施し、その結果に基づい
て中止を決定させており、このことは投資家や
格付け機関には脅威と受けとめられた。

2018年 12月に AMLOは、メキシコ市のソ
カロで行われた大統領就任式典において、新自
由主義に基づく国内各種産業の民営化政策を痛
烈に批判した。筆者も足を運んだその日のソカ
ロでは、式典の大半が、メキシコ各地の先住民
が伝統舞踊を披露する場として公開されていた。

写真 2. 大統領就任日に南米左派政権との連帯を
主張する支持者（2018年 12月 1日筆者撮影）

先住民医師が慟哭して跪きながら、自分の民族
言語を用いて、AMLOを大統領として承認する
場面。それは、大統領就任後に AMLOが、植
民地時代の残虐行為の謝罪をスペイン国王に要
求することになる伏線になったともいえる。こ
うした反新自由主義や反植民地主義の路線は、
新政権の外交政策に反映していく。すなわち、
大統領就任式に出席したベネズエラのマドゥロ
大統領とグアイド国会議長が後に対立するよう
になると、両者の仲介に名乗りを上げることに
なった。また、ホンジュラスなど中米諸国から
の移民キャラバンをめぐってはトランプ米大統
領と渡り合い、その背景となっているギャング
団による急速な治安悪化への対策や貧困対策と
して開発計画を発表するに至るのだ。

AMLO新政権は、メキシコ国民が喫緊の課題
と考えている治安問題についてもメスを入れ始
めた。国内メディアを通じて人口に膾炙するよ
うになった言葉に Huachicolがある。それはも
ともと、アルコール飲料に水などを配合して安
価で販売することで利ザヤを得る詐欺行為を意
味していたが、近年では、カルテルなどの犯罪
組織が資金源としてパイプラインに穴をあけて
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写真 3. ガソリンを盗むために穴が開けられ
たパイプライン (SNSに掲載された写真)

ガソリンを窃盗・配分する行為を指している。
2019年 1月にはこの窃盗行為の最中に、静電
気による引火事故が発生し、100名を超える死
者を出した。日本でも大々的に報じられたとお
りである。それは、メキシコ政府がこれらパイ
プラインの作動をすべて中断させることで犯罪
行為をけん制しようとした矢先であった。その
結果、メキシコ各地でガソリン供給不足が一気
に拡大している。

３．AMLO政権の対米関係―NAFTA再交渉を
めぐる自動車業界の動向
不安要素を抱えて船出したAMLO政権だが、

就任 100日目を迎える頃には、各種世論調査で
70%から 80%の高い信認を得るようになった。
TELMEXをはじめ多数の企業を傘下に収める
巨大企業グループの総裁カルロス・スリムと一
緒にメディアに登場するなど、大統領は国内外
の企業家に対しても友好的姿勢を見せている。
なかでも重要なのは対米関係である。当選間

もない 2017年 2月以降、米国第一（ファース
ト）を掲げて、メキシコやカナダとの北米自由
貿易協定（NAFTA）の再交渉を進めてきたトラ
ンプ米政権との関係は、メキシコの政局のみな
らず、今後の国内経済環境を一変させるような
難局を予想させるからだ。2018年 11月に至る
過程でトランプ政権は、支持率が危険領域に達
してレームダック状態にあり対米追従の姿勢が
強いぺニャ・ニエト政権との間で、自国に有利
な NAFTA合意を結んでしまおうとしていたよ
うだが、その課題は、AMLO政権発足後まで持
ち越すことになった。前述のような AMLOへ
のリップサービスにかかわらず、トランプ政権
と AMLO政権の綱引きは容易に決着しそうに
ない。
日系企業にとっても、AMLO 政権の姿勢は

大変気になるところである。パーツメーカーを
中心とする日系自動車企業のメキシコ進出には
すでに歴史があるが、メキシコ国内シェア一位
の日産はもとより、トヨタ、マツダ、ホンダな
ど各企業のメキシコ現地工場が中央高原部のバ
ヒオ地区で本格的展開を見せたのは 2014年頃
からである。この地域の経済的発展には目覚ま
しいものがある。しかし、トランプ政権が成立
すると、そうした流れに変化が生じた。その直
後に米国のフォード社がサンルイス・ポトシ州
への工場建設を撤回し、またトヨタが生産モデ
ル変更や量産時期の後ろ倒しを含む投資の縮小
を発表すると、自動車関連業界の雲行きが怪し
くなったからである。2017年 10～11月の間に
日本貿易振興会（JETRO）がメキシコ、米国両
国に拠点を持つ日系企業 793社に対して実施し
た調査結果によると、メキシコでの生産拡大意
向を示す企業は 25%にとどまっている。これ
は、トランプ政権誕生前（2016年 9～10月間）
に行われた同様の調査結果に比べて半減したと
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いう落ち込みぶりである。調査対象企業の大半
（68.3%）が「通関、貿易、原産地規則」に影響
ありと回答しており、輸入関税の変動に伴う調
達コストアップというリスクが調査結果に影を
落としたことをうかがわせた。
史上最悪の貿易協定だと NAFTAを批判する

トランプ大統領は、（1）原料・部品の NAFTA

域内産調達率を 75%に引き上げる、（2）メキシ
コの低賃金が工場拠点を引き寄せており、その
帰結として米国内での雇用が簒奪され、ひいて
は米国の製造業が衰退している、との見解を示
していた。それ故、米国の貿易赤字大幅拡大を
背景として、2018年 8月 27日にメキシコ・米
国両国間で「合意」に至ったと報じられたのは、
関税セロ適用となる部品調達の域内現地調達に
係る比率（金額ベース）である「原産地規則」を
現状の 62.5%から 70～75%へと引き上げ、完成
車の一定比率を自給 16ドル以上の地域で生産
するように義務づける、という内容であった。
その比率は乗用車の 40%、トラックの 45%であ
るという。ただ、そのような算定の基準となる
計算式や労働形態などについては明確な情報が
共有されていないのも確かであった。実際、当
時のぺニャ・二エト大統領も、トランプ大統領
に同調する形で、合意に基づくカナダとの交渉
が無事進展するように期待していると発言して
いた。
日系完成車メーカー 4社の 2017年生産台数

は、総計で約 133 万台にのぼるが、そのうち
約 95万台が米国を中心とする国外輸出向けと
なっていた。現在では、メキシコから米国に輸
出される完成車の 99.8%が関税ゼロの恩恵を受
けているとの統計もあり、日本などからの輸入
部品に多くを依存する完成車メーカーは、今後
の NAFTA再交渉の進捗次第では、グローバル
なサプライチェーンの再編に着手せざるを得な

くなるであろう。当然、それに伴い、メキシコに
進出した多数の日系パーツメーカーなどが、生
産拠点の米国移転をはじめとする対策を講じざ
るを得なくなることも明らかである。同時に、
米国通商拡大法 232条に基づく自動車への輸入
関税措置（25%付加）が懸念材料となっており、
これについては、米国内の自動車産業界自体が
軒並み反対の姿勢を明確にしている。2018年 7

月 19日に米国商務省が行った公聴会では、輸
入車のみならず米国生産車も生産面で輸入部品
に依存するため、結果として価格上昇が引き起
こされて、200万台もの販売台数減少や 71万
5000人の失職を招いたため、抗議の声があがっ
た。公聴会に参加した日本代表団も、米国内で
380万台を生産する日系企業は雇用創出や投資
の面で米国経済に貢献していると主張した。他
方、欧州やカナダは対抗措置を表明していた。
このような紆余曲折はあったが、メキシコ国

内の経済各界は新 NAFTA合意に対して好意的
な姿勢を示してきた。むろん 2019年 5月現在
も、加盟国間の合意内容が各国内の議会で承認
されてはいないが、―メキシコ国内では労働法
の改正がなされるなど一定の進捗は見られるも
のの―、今後の進展が注目されるところである。

４．AMLO政権の展望
AMLO が当選した背景には次のような要因

があった。すなわち、汚職の蔓延、殺人件数の
増加（1997 年の統計開始以降で最悪の件数を
2017年に記録）とその不処罰状態、麻薬カルテ
ルの抗争などに起因する治安の悪化、トランプ
政権による国境建設や移民排除の動きなどの一
連の事態に対して、ぺニャ・二エト前政権が断
固とした態度を表明できず、国民の不満を高め
ており、それが AMLOには有利に働いたので
ある。しかし逆に言えば、AMLO新政権は発足
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早々から、これらの山積する課題に適切に対処
することを要求されているのである。現在のと
ころ、経済協定や外交といった分野では比較的
手堅い手腕を見せているが、それらの解決困難
な課題の動向が、政権基盤となる社会層を中心
に国民の日常生活に影響を与えていくことは確
かであり、ひいては大統領支持率の推移を左右
することが予想される。
ベネズエラのチャベス政権や、クーデターで

追放されたホンジュラスのセラヤ政権といった
左派政権を眼前で見てきた筆者が、現在メキシ
コに身を置いて感じるのは、メキシコ社会の政
治化というべき現象である。つい先頃、ペニャ・
ニエト前政権が進めた教育改革を中止する内容
の法案が議会で可決されたが、AMLO大統領は
その際、採決に反対票を投じた与党MORENA

の所属議員を「Fi-Fi」と名指しして批判した。
これは、金や地位などの特権を有する富裕層を
批判するために近年使用されるようになった
言葉であり、中南米の左派政権が多用してきた
Oligarquía(寡頭支配層)―善良な庶民（Pueblo）
に対置される批判的用法―を想起させる。この
ような、ポピュリズムを喚起しうる言葉の使用
は、状況によっては無用な政治対立を惹起する
恐れがある。国民投票などの手法に訴えて参加
型民主主義を主張する AMLO大統領だが、そ
うした姿勢が国内の多様性を排除する目的につ
ながることがないように祈るばかりである。
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