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中南米経済は緩やかな回復へ
―米中通商摩擦の影響は限定的、新興企業に投資機会―

はじめに
　国際秩序が転換点を迎えているといわれる中、
中南米にも変化の風が吹いている。2018年にはメ
キシコ、ブラジル二大国でいわゆるアウトサイダー
の大統領候補が当選した。経済政策の方向性は、
一方が国家主義、他方は自由主義と対照的である
が、政策運営についてはどちらも新興勢力ゆえの
不確実性がつきまとう。通商分野の一大イベント
であった北米自由貿易協定（NAFTA）再交渉は、
米国第一主義を掲げるトランプ政権の主張をおお
むね実現する形で妥結した。これらの変化を受け
て、事業環境がどのように変わり、日本企業には
どのような対応が求められているのだろうか。
　本稿では、中南米での今後の事業展開を考える
ため、まず、同地域の経済状況を概観し（第1節）、
主な下振れリスク要因を検討する（第2節）。続い
て、自動車関連産業への影響の大きさに鑑み、新
NAFTAを概説する（第3節）。最後に、日本企業

の中南米進出・投資動向を確認した上で（第4
節）、若干の提案を行いたい。

1．最近の経済動向と19年の見通し
　18年の中南米の実質GDP成長率（以下、成長率）
は、1％程度と期待外れに終わった（図表1）。域
内外で想定外の出来事が発生し、回復を遅らせた。
ブラジル（1.1％）では 5月のトラック輸送業者の
ストによる物流マヒの影響が尾を引き、メキシコ
（2.0％）では通商交渉や選挙に係る不確実性を背
景に投資が低迷した。アルゼンチン（－2.5％）は
干ばつと通貨危機に見舞われた。危機が長引くベ
ネズエラ（－ 18.0％、IMF推計）は 3年連続で 2
桁のマイナス成長となった。

　19年の中南米経済は、ブラジルを中心に緩やか
に回復する見通しである。ブラジルの成長率は内
需主導で18年の 1％から 2％台前半に高まるとの

Point
❶  2019年は、ブラジルを中心とする緩やかな景気回復が見込まれる。
❷  米中通商摩擦の中南米経済への影響は主に一次産品市況やコンフィデンスを通じた間接的なもので
ある。

❸  中南米での事業展開においては、比較優位のある分野の開拓や輸出多様化に関する助言や投資を
行っていくことが新たな選択肢となろう。
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1    Fitch Ratingsは18年10月31日、メキシコの長期外貨建て国債の格付け（BBB+）見通しを「安定的（stable）」から「弱含み（negative）」
に変更した。その理由として、次期政権の政策の不確実性や改革の後退によりメキシコのクレジットプロフィールのリスクバラ
ンスが悪化したことを挙げ、具体例としてメキシコシティ新空港建設プロジェクトの中止の決定を挙げた。

予測が多い。18年 10月の大統領選挙で、構造改革、
財政再建、治安改善等を公約に掲げたボルソナー
ロ候補が当選したことを受けて、金融市場では株
高、通貨高が進み、コンフィデンス（消費者心理、
企業景況感）は改善した。19年 1月の新政権発足
後も期待感は続いている。コンフィデンス関連の
指標を見ると、ゼツリオ・バルガス財団（FGV）
の消費者信頼感指数は19年 2月に 96.1 ポイント
と、14年 7月以来の高水準となった。IHS Markit
の PMI（購買担当者景気指数）は、製造業では7
月以降、サービス業では10月以降、中立点の50
ポイントを上回り、どちらも上昇傾向にある。景
気回復のペースは、構造改革（社会保障制度改革、
規制緩和、民営化など）、財政再建の進展如何であ
るとの見方が多い。改革が進み、財政のサステナ
ビリティーが高まれば、金融環境が改善し、投資
や消費の拡大を促すからである。ボルソナーロ政
権は少数与党で大統領には国政経験もない。多数
の小党が分立した国会で、野党の協力を取り付け
られるか、痛みを伴う改革への国民の理解を得ら
れるのか、投資家、市場は注目している。
　メキシコでは、18年 7月の大統領選挙で左派の
アンドレス=マヌエル・ロペス=オブラドール

（以下、AMLO）候補が当選し、新政権は12月に
発足した。2000年以降の中道右派政権下での治安
問題、政治腐敗、格差問題の悪化に対する有権者
の怒りがAMLO大統領誕生につながったといわ
れる。AMLO大統領は、就任後早速、高齢者・若
年層向け福祉政策の拡充、最低賃金の大幅な引き
上げ、治安改善に向けての国家警備隊の創設など
を打ち出し、近年まれに見る高支持率（発足後
3カ月間 80％程度）を維持している。国民の期待
は大きく、消費者心理は選挙以来改善してきた。
対照的に、メキシコ経済界と海外投資家は警戒感
を強めている。AMLO政権が打ち出している経済
分野の規制強化、政府主導のインフラやエネルギー
の開発、福祉拡充が投資環境と財政の悪化を招く
との懸念が強い。AMLO大統領が就任前に決定し
たメキシコシティ新空港建設プロジェクト（投資
総額130億ドル、2～ 3割終了）の中止は経済合
理性に欠け手続きも不透明であるとして、経済界・
投資家から批判の声が上がった。これを受けて大
手格付け会社はメキシコの信用格付けの見通しを
引き下げた 1。また、同プロジェクトの中止は投
資意欲に悪影響を及ぼしたとみられている。こう
した中、19年の成長率見通しを下方修正する動き

図表 1　成長率
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が続いている。メキシコの民間エコノミスト予想
平均（中銀調査による）は、18年 6月の 2.3％か
ら低下し 19年 2月の調査では 1.6％となった。主
要民間団体 IMEFは 2月に 1.5％へ引き下げ、13
年以来の低成長を予測している。
　アルゼンチンの成長率は19年もマイナスの見
通しだが、マイナス幅は縮小するとの予測が多い
（中銀の19年 2月調査で民間エコノミスト平均
は－1.3％）。経済を成長軌道に乗せるには、まず、
IMFとの財政目標などの合意を順守し、市場の信
認回復を図り、為替・金利・物価を安定させる必
要がある。経済調整はおおむね順調に進んでいる
が、インフレ率が高止まりする中、緊縮政策に対
する国民の不満が高まって内政面のリスクが増大
している。19年 10月に実施される大統領選挙で
マクリ大統領が再選されれば、政策の継続性が確
保され不確実性が低下することから、早期の経済
回復に期待が持てる。しかし、野党、特にフェル

ナンデス前大統領が当選すれば、金融市場が強い
ネガティブ・ショックに見舞われ、経済回復のシ
ナリオは描けなくなる可能性がある。
　中規模で自由開放政策を採るチリ、ペルー、コ
ロンビアは3～ 4％台の安定成長が続くと予測さ
れている。チリでは、ピニェラ政権の改革による
ビジネス環境の改善に期待がかかる。コロンビア
では緩和的な金融政策と第4世代インフラ開発計
画の推進が内需を支え、ペルーも内需主導の成長
が続く見通しである。

2．リスク要因
（１）米中通商摩擦 2の影響
　世界経済が直面する主要リスクの一つは米中通
商摩擦である。国際機関や民間シンクタンクの試
算によれば、現段階までの関税率の引き上げにと
どまれば、米中両国の景気および世界経済への影
響は比較的軽微にとどまる（図表2）。しかし、関

2    トランプ政権は保護主義的な通商政策を打ち出し、18年中、主に中国を対象とする追加関税賦課等の貿易制限措置をとった。1
月に太陽光パネルと洗濯機、3月に鉄鋼とアルミへの追加関税、7～ 8月には中国からの輸入品 500 億ドル分（17年輸入実績）
に対する 25％の追加関税、9月には家具や家電などさらに 2,000 億ドル分の対中輸入に 10％の追加関税を課した。これらの措置
に対し、中国は対抗措置を発動し、米国からの輸入品全額（米側統計で 17年は約 1,100 億ドル）に追加関税を課した。その後、
トランプ大統領は中国との交渉が進展しなければ、中国からの全輸入 25％の追加関税を賦課する（17年対中輸入の 2,000 億ドル
分を 10％から 25％に引き上げ、新たに 2,760 億ドル分に 25％の追加関税を賦課）ことを示唆した。しかし、18年 12 月初の米
中首脳会談の際、90日間の交渉期間（3月 1日まで）を設けることを発表、さらに 19年 2月 28日には交渉期間の延長（具体的
期限を示さず）を発表し、ひとまず関税率引き上げは回避された。

図表 2　米中の関税率引き上げの影響
2021年までの実質GDP成長率、貿易量伸び率、基本シナリオとの相違（％）
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（注）  第1段階：18年9月までの米中による二国間貿易措置の影響。第2段階：19年1月以降、米国が中国からの輸入2,000億
ドル分の関税率を10％から25％に引き上げ、中国が報復措置として米国からの輸入600億ドル分の関税率を引き上げ
る。第3段階：19年7月以降、米・中が相互に残り全ての輸入の関税率を25％に引き上げる。第4段階：世界的なリス
ク・プレミアムが50ベーシスポイント上昇し、3年間続く。

出所：OECD, OECD Economic Outlook, Volume 2018, Issue 2, OECD Publishing, November Paris.
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税の引き上げ合戦が続けば、徐々にマイナスの影
響が強まり、世界同時不況の可能性まで出てくる
とみられている。18年終盤に高まったこのような
最悪のシナリオは今のところ回避されているが、
米中の通商交渉がいつ、どのように決着するか、
不透明である。
　
　中南米諸国への影響の主な経路は、貿易、一次
産品価格、コンフィデンスである。中南米諸国に
とって中国は主要輸出先であるものの、中南米諸
国の輸出GDP比率が低いため、貿易を通じた各
国成長率への直接的影響はわずかと考えられる。
短期的にはむしろ、中国のブラジルからの大豆輸
入が増えたように、貿易転換によるプラス効果が
あるかもしれない。しかし、通商摩擦が長期化す
ると、需要減少観測を背景とする一次産品価格の
下落、資源国の所得減少、資源国の資産価格（通貨、
株価、債券）の下落、企業や家計の心理悪化、外
貨建て負債を抱える政府や企業の債務負担増、資

金調達環境の悪化といった経路で影響が拡大する
と考えられる。

（２）金融環境の引き締まり
　国際金融環境の引き締まりは、新興国政府・企
業の資金調達コスト上昇、投資資金流入の減少な
いし流出につながり、投資や消費を抑制する。中
南米では、経常赤字を不安定な資本流入によりファ
イナンスする国際収支構造を有する国、多額の債
務返済を予定している国、外貨建て債務の規模が
大きい国が多い。足もとでは、通商摩擦のほか、
主要先進国・地域の金融政策正常化プロセスに係
る不確実性 3、地政学リスクの高まり、英国の欧
州連合（EU）離脱にかかる政治・社会情勢の不安
定化など、さまざまな不安定化要因がある。
　OECDの試算によれば、主要新興国の中ではブ
ラジルがインドネシアに続いて、リスク・プレミ
アム（米国債と新興国同等国債の利回り差など）
上昇の影響を大きく受ける。

3    世界経済の下振れ懸念を背景とする金融市場のボラティリティの高まりを受け、米国FRB（連邦準備制度理事会）は、19年 1月
に金融政策のスタンスを緩和方向へ修正し、利上げ停止、バランスシート縮小停止の検討を表明し、新興国からの資金流出懸念
は和らいだ。ユーロ圏の想定以上の景気減速を受け、欧州中銀（ECB）は 3月、年内の利上げを断念すると発表した。

図表 3　リスクプレミアム上昇と成長率
基本シナリオから100ベーシスポイント上昇した場合の成長率への影響（％）
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（３）域内・国内リスク
　中南米域内・各国国内のリスクも大きい。第1
に、アルゼンチンとベネズエラの危機の波及が挙
げられる。アルゼンチンの景気の落ち込みが想定
以上になれば、貿易・金融（輸出、移民送金）の
経路を通じて、パラグアイ、ボリビアが大きく影
響を受ける可能性がある（図表4）。

　ベネズエラからの移民・難民の影響は地域全体
に波及している。最大の受け入れ先となっている
コロンビアの政府によると、ベネズエラからコロ
ンビアへ移住してきた者（移民・難民）の数は18
年 9月時点で 124万人（うち 30万人超はベネズ
エラから帰国したコロンビア人）であった。移民・
難民の流入経路となっている両国国境地帯では暴
力事件や窃盗などが増加し治安が悪化している。
なお、世銀は、コロンビア当局が移民・難民に提
供する基礎的社会サービスの規模をGDP比 0.2
～ 0.4％（18年）と推計している。短期的影響の
ほか、中期的にも社会サービスのためのインフラ
整備が必要となるため、財政面の圧力が生じると
指摘している 4。 
　第 2に、各国共通の問題として、債務増大に伴
うリスクがある。政府債務が大きいアルゼンチン、

ブラジルなどでは、赤字削減に向けた取り組みの
遅れが財政の持続可能性と市場のコンフィデンス
の低下をもたらしている。アルゼンチンでは財政
再建計画の着実な実行が、ブラジルでは社会保障
制度改革案の可決・実施が、市場安定化と経済回
復の鍵を握る。財政が比較的健全なチリ等では、
企業・家計の外貨建て債務が増加しており、金融
環境が悪化した場合のリスクが高まっている。

図表 5　債務
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出所：World Bank, Global Economic Prospects, January 2019.

3．USMCA（新NAFTA）
　NAFTA再交渉はトランプ大統領の選挙公約で
あり、トランプ政権の提案により、米国・メキシ
コ・カナダ3カ国は、17年 8月に再交渉を開始し
た。いくつかの分野で交渉が難航し、米国は当初
17年末までとしていた交渉期間を延長し、18年 7
月には二国間交渉に切り替え、メキシコとは8月
下旬に合意した。9月にはカナダとも合意に至り、
新協定は「米国・メキシコ・カナダ協定（United 
States-Mexico-Canada Agreement：USMCA）」と
して、11月末のG20首脳会合（於アルゼンチン）
の際に署名された。今後3カ国は各国議会での批
准後2020年の発効を目指すが、米議会は18年 11
月の中間選挙を経て下院で民主党が多数を占める
ため、批准が遅れる可能性がある。
　

4    World Bank. 2019. Global Economic Prospects: Darkening Skies. January. p.82.

図表 4　アルゼンチンへのエクスポージャー
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図表 6　USMCAで注目を集めている点

出所：筆者作成

自動車

自動車・同部品の原産地規則（無関税の条件）の厳格化
（域内生産比率の引き上げ、賃金条項の導入等）。米国
の貿易措置（米通商拡大法 232 条に基づく追加関税措
置）の適用除外とする乗用車・部品の数量・金額制限。

市場アクセス カナダが乳製品等の保護措置（供給管理制度）を縮小。

協定期限設定
有効期間を16 年とし、継続の是非について6 年ごとに
3カ国で見直し。有効期間内に合意できなければ失効。

紛争解決手続
き（ISDS）

5 分野（石油・ガス、インフラ、発電、通信、交通）以
外の政府契約で制限。

為替条項
情報開示・報告義務違反を紛争解決手続きの対象とす
る規定を協定本文に導入。

非市場経済国
との FTA

締結に対する牽制条項（中国を念頭に FTAの締結を阻
むもの）。

　米国はNAFTA再交渉でトランプ大統領が掲げ
る「米国第一主義」の主張を実現したとの見方が
多い。特に自動車分野の原産地規則については米
国の要求がほぼ取り入れられる形となった。名称
から「自由」が除かれたことが象徴するように、
排他性が強まり世界経済のブロック化を促す可能
性のある内容となったとの評価も多い。
　日本では、主に2つの理由からNAFTA再交渉
が注目されてきた。１つは、近年の日本からメキ
シコへの自動車関連企業の進出の結果、メキシコ
で日系企業による自動車産業の集積が進んだこと
である 5。日本でのNAFTA再交渉に関する報道
では、自動車の原産地規則の厳格化により自動車
メーカーが生産体制の見直しを迫られる、といっ
た悲観的論調が目立った。注目度が高いもう1つ
の理由は、近く始まる予定の米日物品協定（Trade 
Agreement on Goods：TAG）交渉の参考となるこ
とである。米国は、農産品の市場開放のほか、自
動車の数量規制、為替条項などを俎上に載せる可
能性があり、日本政府・経済界は警戒している。
　メキシコに進出している日本企業はUSMCAの
分析と対応を急いでいる。日本貿易振興機構（ジェ
トロ）が毎年実施している「中南米進出日系企

業実態調査」の2018年度の調査 6によると、
USMCAの影響に関してはマイナスとみる向きが
多かった 7。マイナスの影響が懸念される項目は、
「賃金条項への対応」「品目別原産地規則の見直し」
「鉄鋼・アルミの域内調達比率達成義務」などで、
原産地規則に集中している。
　
4．日本からの投資
　前出のジェトロの調査では、今後1～ 2年間の
中南米での事業展開の方向性について事業を拡大
する方向との回答割合はコロンビア（72％）、メ
キシコ（60％）、ブラジル（56％）が高かった。
事業拡大の主な理由は、「現地市場での売り上げ増
加」（回答企業の8割程度）、成長性・潜在力の高
さ（平均4割）等である。国別に見ると、コロン
ビアでは国内市場の拡大への期待、ブラジルでは
新政権発足に伴うビジネス環境改善への期待が高
い。もっとも、前年の結果と比べて事業展開を拡
大するとの回答比率が高まったのはブラジルのみ
であった。アルゼンチンのほかペルーでも同比率
は低下した。日系企業が政権交代や国際環境に係
る不透明感から、慎重な姿勢を示している様子が
うかがえる。なお、ベネズエラでは経済危機の深
刻化を受け、今後の事業を縮小すると回答した企
業の割合が50％に上った（前年調査では29％）。
　回答企業の業種内訳を見ると、販売会社（約2
割）を筆頭に、卸・小売、輸送用機器（部品を含む）
製造、電気機械・電子機器製造、運輸・倉庫、金
融と続いている。日本企業の場合、自動車や電子・
電気などのメーカーが生産拠点を設け、それに付
随した物流や金融のサービス業の進出、および現
地生産や輸入した製品の販売が主な進出の形であ
るため、進出先の国内市場に大きく影響を受ける
と考えられる。

5    メキシコの日系企業数は 09年の約 400社から 17年には 1,182 社へと増加し、そのほとんどは自動車関連企業である（横原グリ
ッツナー一輝　「中南米第 2の大国　メキシコ経済は今（下）」日経リサーチ　2019.01.17 ＜ https://www.nikkei-r.co.jp/column/
id=6897 ＞。

6    調査対象は中南米 7カ国に進出する日系企業、18年 11月 1日～ 11月 30日に実施したアンケート調査で、687社中 342社が回答
（2月 7日発表）。＜ https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/01/534aedc512ccb88c.html ＞
7    ただし、調査時点で妥結内容の詳細が不確定であったことから不明との回答割合が高かった。

中南米経済は緩やかな回復へ
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　新しい動きとして、証券投資の分野で伝統的な
投資とは異なる形態の投資が見られる。その1つ
は、ESG（環境、社会、ガバナンスに取り組むこ
とにより企業価値を高める）投資である。大手証
券がメキシコの開発銀行が発行したグリーンボン
ドの引受主幹事を務めた例 8や大手保険会社がチ
リのウーマンボンド（女性活躍支援債券）に投資
した例などがある 9。もう 1つの形態は、ベン
チャー・キャピタル、プライベート・エクイティ・
ファンドなどを通じた新興企業への投資である。
ジェトロによると、中南米におけるベンチャー・
キャピタル投資は2011年以降、ほぼ右肩上がり
で増加してきた。Eコマース、ロジスティックス、
フィンテックなどが投資家の資金を集めることに
成功している。背景には、中国等からの新たな投
資家の参入がある。日本からはソフトバンクグルー
プが投資を積極化させている。17年にブラジルの
ライドシェア「99」に 1億ドルを出資 10、18年に
は「ビジョンファンド」を通じて配送アプリを手掛
けるブラジルの「ロッジ」に1億ドル投資した 11。
19年 3月には、中南米に特化した投資ファンド「ソ
フトバンク・イノベーション・ファンド（仮称）」
を設立すると発表した 12。ファンドの規模は50
億ドルで、ソフトバンクグループがジェネラルパー
トナーとして20億ドル出資し、残り30億ドルは
投資家から募る。アルゼンチン、ブラジル、チリ、
コロンビア、メキシコ等で、Eコマース、デジタ
ル金融サービス、ヘルスケア、交通サービス、保
険などの産業を中心に、変革力のある企業に投資

するとしている。

おわりに
　中南米諸国が、過去に失敗した政府主導の保護
主義的・内向きの政策、輸入代替化による成長戦
略へと回帰する可能性は小さいといえる。中南米
諸国は、依然として国内に投資資金、技術が乏しく、
海外からの投資に頼らざるを得ないからだ。メキ
シコのAMLO政権も、外資誘致には前向きな姿
勢を示している。
　主要先進国における保護主義の強まり、化石燃
料に対する需要減少の可能性、急速に進むデジタ
ル化・自動化の影響など、厳しい環境の中で、中
南米の一部の国は、比較優位のある財・サービス
（天然資源や観光資源）を活用して、輸出向け一次
産品の高付加価値化、輸出品目・輸出先の多様化、
エコツーリズムや医療ツーリズムといったニッチ
市場を開拓していく方針を打ち出している。ESG
投資や新興企業への投資に加えて、これらの分野
での助言や投資を行っていくことが選択肢となる
のではないか。中南米に展開している既存の事業
に関しては、各国政治経済情勢、地政学リスクや
経済制裁などの国際情勢、国際規制の動向につい
て情報収集・分析を行っていくことが引き続き重
要と思われる。
　
　（本稿は2019年 3月 15日時点の情報をもとに執
筆した。また、本稿で示された見解は著者個人の
ものであり、筆者が所属する団体のものではない）

8    大和証券グループは、メキシコの開発銀行NAFINが 15 年 11 月に発行したドル建てグリーンボンドの引受主幹事を務めた。
「メキシコ産業金融公社（NAFIN）グリーンボンド発行のお知らせ」大和証券ウェブサイト＜ http://www.daiwa-grp.jp/data/
attach/1765_80_20151106a.pdf ＞

9    日本生命保険は 16年 8月と 17年 5月にチリ国立銀行が発行したウーマンボンドを購入した。前者は 45億円、後者は 6,000 万豪
ドル。「ウーマンボンド（女性活躍支援債券）への投資について」日本生命ウェブサイト＜ https://www.nissay.co.jp/news/2016/
pdf/20160822.pdf ＞

10    「ブラジルの配車サービス会社 99、ソフトバンクから 1億ドル調達」ブルームバーグ　2017 年 5 月 25 日＜ https://www.
bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-25/OQHS076K50Y501 ＞

11    「ソフトバンクのビジョンファンド、ブラジル新興物流企業に 1億ドル投資」ブルームバーグ　2018 年 10月 17日＜ https://
www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-10-16/PGPAKH6JIJUO01＞

12    「ラテンアメリカにおける技術革新を促進させる 50億ドルのファンドの設立について」ソフトバンクグループ　ウェブサイト
＜ https://group.softbank/en/corp/news/press/sb/2019/20190307_02/ ＞
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