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トランプリスクに立ち向かう
メキシコ自動車産業

1 メキシコの現行の税制概略

本題に入る前に、後ほど当テーマに関係してきますのでメ
キシコの現行制度を簡単に紹介します。まずメキシコは1994
年のアメリカ、カナダ、メキシコ間で締結された北米自由貿易
協定（North American Free Trade Agreement、通称NAFTA）
の発効以降、各国とのFTAとの締結を進めており、現在最も多
くの46カ国とFTAを結んだ国となっております。さらに、外国
投資振興と輸出拡大を目的にマキラドーラやIMMEXプログラ
ム等、輸出入に関する税務上の恩恵プログラムを数多く設け
ています。

また、メキシコでは2012年発足のペニャ・ニエト現政権発
足時に規制緩和を中心とした税制改革が行われ（2014年の
税制改革）、現行制度は図表1のようになっています。なお、
現政権は当税制改革以降、納税者に増税となる政策は行わ
ないという宣言を行い、ここまでのところこれを履行する形で
増税につながる改正は行われていません。　その一方で、厳
しい財政難への対処のため徴税は強化されており、上述のよ
うな恩恵プログラムを受けるために必要なリクワイアメントは
年々厳しくなっており、各恩典を受けるためのコストが現地で
跳ね上がっているのが実態です。

　

2 メキシコ自動車産業の現状

メキシコでは1994年のNAFTAの発効以降、北米市場の一
員となったことで、巨大マーケットである米国に隣接する地理
的優位性、および安定した安い労働力を背景に自動車産業が
急拡大しています。特に私が赴任しているバヒオ地区と呼ば
れるメキシコ中央高原 （図表2）には、2010年以降各 OEM
メーカーが進出し、それに合わせてTier1～3メーカーも進出
することで、ミニデトロイトと呼ばれるほど多くの自動車産業
企業が集積しています。日系企業についても2014年のトヨタ
の新工場設立のアナウンスによりトヨタ、ホンダ、マツダ、日

はじめに
　ここではトランプ政権発足により翻弄されたメキシコ自動
車産業の状況をレポートします。
　メキシコでは米国通商政策で大きな話題を呼んでいる
NAFTAにより自動車産業が急拡大しており、特に私が赴任
しているメキシコ中央高原はミニデトロイトと呼ばれるほど
多くの外資企業が進出しています。日系企業も5年前はメキ
シコ全土で 500社程度でしたが昨年（2016年）には 1,100社
を超える規模まで急増し、それら新規進出企業のほとんどが
自動車関連、またこの中央高原に集中しているという大変
活況を帯びた状況でした。
　この状況に水を差すことになったのは昨年のトランプ政権
の誕生です。トランプ大統領誕生により、現在では多くの企
業でメキシコへの投資計画をいったん凍結し、トランプ政権
および共和党の掲げる政策動向の様子をうかがう慎重な姿
勢を見せています。
　しかしトランプ政権発足後半年が経過し、現地では当初
懸念されたほどのインパクトはないのではないかとの楽観
的な見方が広がり、執筆現在では主に NAFTA再交渉の行
方に注目が集まっています。
　本稿では NAFTA再交渉におけるメキシコ側の注目点を
中心に、トランプ政権がメキシコ自動車産業に及ぼす影響
および今後の展望について解説します。なお本文中の意見
に係る部分は全て筆者個人の私見であり、PwCメキシコ、
PwCあらた有限責任監査法人または所属部門の正式見解
でないことをあらかじめお断りいたします。
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産の各工場がこのエリアに集中することになり、5年前（2012
年）に100社程度だったのが昨年（2016年）には550社を超
える規模まで急成長しています（図表3）。

現状の投資計画に基づくと、2016年に350万台であったメ
キシコ生産台数は2020年には475万台となると見込まれて
おり（出典：Autofacts）、また各社ともにまだ現地調達率が低
いため今後はTier3メーカーを中心とした進出がまだまだ続く
ものと考えられており、大変活況を帯びていました。

 

3  現地に衝撃を与えたトランプ政権誕生

この状況に水を差すことになったのはトランプ政権の誕生で
した。トランプ陣営が選挙期間中より、図表4のようなメキシコ
経済、特に自動車産業に大きな悪影響を与える通商政策や税

制改正案を公約に掲げていたのは皆さん記憶に新しいと思い
ます。その結果、トランプ政権の誕生により、今後のメキシコ
経済に不透明感が強まったとしてまず為替が暴落しました（も
ともと原油価格の下落に伴いメキシコペソ安が進行していた
なかで、11月の当選前直前の18.5ペソ前後から1月の大統
領就任式直前に22ペソまで対ドルで急激に悪化）。

またトランプ大統領による選挙期間中や就任後の特定企
業に対する発言、ツイッター（いわゆる口先介入）により動揺
するという状況が続きました。特に今年（2017 年）初めに
フォードがメキシコ、サンルイスポトシ工場への投資の撤回
を公表※ 1した際には現地でも大きな衝撃が走り、ちょうど同
時期にトヨタはじめ、他のOEMメーカーからも米国での今後

バヒオ（Bajio）地区：メキシコ中部の6州で構成される中央高原地域を指す。
（グアナファト州（GTO）、ケレタロ州（QRO）、サンルイスポトシ州（SLP）、アグアスカリエンテ
ス州（AGS）、ハリスコ州（JAL）、サカテカス州（ZAC））
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図表2：メキシコ中央高原（バヒオ地区） 図表3：メキシコにおける日系企業数

出所：在メキシコ日本国大使館。ZAC州における日系企業数は少ないため割愛。

図表1：メキシコ税制概略

分類 税種類 税率・備考

連邦税 ・法人所得税
・個人所得税（割愛）

（法人）税率：30％。加えて税金ではないがPTU※110％発生。（実質30％＋10％＝40％の負担が発生。）

付加価値税（VAT） ・税率16％。仕向け地主義であるため、輸出取引は税率0%。
	 VATのキャッシュ・フロー負担の軽減のため、輸入VATを保留するIMMEX※2や加工貿易制度であるマキラドーラプログラム※3あり。

輸入関税 一般関税率のほか、NAFTAや日墨EPAをはじめ46カ国とのFTAにより、その関税率は異なる。
また、優遇関税率を受けられるPROSECプログラムあり。

その他 生産・サービス特別税や、新車税。詳細は割愛。

地方税 給与税、不動産取得税、所有税、宿泊税等。詳細は割愛。

※1 PTU制度：Participación de los Trabajadores en las Utilidade（労働者利益分配）制度。原則、課税所得の10％を従業員に還元する制度。
※2 IMMEXプログラム：一時輸入制度。保税状態にあるため関税が免除されるほか、VAT認定制度と併用することで、輸入VATの支払を保留できる。ただし当プログラム維持のために、保税在庫

に関する入出庫情報を適時に税務当局に電子申告する必要があり、これを怠るとプログラム取り消しのほか、罰金等が科せられる。
※3 マキラドーラプログラム：いわゆる保税加工貿易。保税のため関税が免除されるほか、メキシコでのPEリスクや移転価格リスクをコントロールできる。上記同様に保税在庫の管理報告義務あ

り。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※1 現在ではフォードの撤退に関してはもともと新工場への計画が苦しい状況にあったとい
う個別事情があった上で今回の件をうまく利用したと受け止められています。また他の
OEMの公表についてももともとの計画に沿ったものであり、トランプ政権の誕生で変化
したわけではないと受け止められています。
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の追加投資の公表もあったことで、他も追随するのではない
かという心配の声も聞かれ、振り返ってみると現地でも最も
不安が広がった時期になりました。

その結果、日系企業も含め、当選直後より外資企業による
新規投資の延期が相次ぎ、執筆現在に至るまで様子見が続
いています。

4 メキシコで特に注目された
トランプ政権の通商政策等

そのため現地でも頻繁に勉強会が開催され、また各 OEM
メーカーから情報発信※1が行われました。結果として、執筆現
在までは当時最も可能性の高いとされた現実的なシナリオど
おり推移していますので、現地では急速に落ち着きを取り戻し
ています。以下ではトランプ政権と共和党の掲げる通商・税
政策が現地でどのように受け止められたか簡単に紹介します

（図表4）。

①NAFTA脱退

まず大きく注目されたのが、トランプ大統領による「最悪の
協定で大幅な改訂がなければ脱退する」というNAFTA脱退の
発言です。特定企業等への高関税の適用発言もあって、仮に
これが現実になった場合、メキシコ側の報復関税策を想定す
ると現在のゼロ関税を前提に構築されている米墨間のサプラ
イチェーンは抜本的な見直しが余儀なくされるとみられていま

した。
しかしNAFTAを脱退した場合、① WTOの枠組みの中で米

国側に引き上げられる関税率の余白（譲許税率）は少なくトラ
ンプ大統領の言う高関税率の適用は不可能であるのに対し、
メキシコ側には引き上げ余力がかなりありメキシコ側が大幅
に有利であること、②米国の輸出先に占めるメキシコの割合

（第 2の輸出先です。）から見ても、メキシコは自動車関連だけ
でなく小麦粉、牛肉等広範囲に高関税率を適用することで
WTOの枠内で米国に関税上の圧力をかける手段を持ってい
ること、③さらにはFTAを46カ国と結んでいるメキシコ市場で
米国製品が著しく不利になる状況を考慮すると、NAFTA脱退
の可能性は低いであろうと分析されていました。またWTOの
脱退についてはそもそも米墨間のみの問題ではなくなるため
極めて可能性が低いと見られています。

これについては直近では4月26日に一時脱退を決めたとの
報道がなされるなど最後まで混乱しましたが、皆さんご存じの
とおり、5月18日に米通商代表部（USTR）からアメリカ議会に
通知がなされ、NAFTA再交渉は早ければ90日後の8月16日
以降開始される見込みですし、トランプ大統領による「NAFTA
の強化は可能」という発言もあり、執筆現在は NAFTA脱退は
まずないのではないかと受け止められています。

②国境調整税

次に現地でも注目を集めたのが国境調整税の導入の有無
でした。これも導入されれば実質的に関税と同等の効果を及

選挙期間中、就任
後のトランプ大統
領の発言や、共和
党政策（下院ブ
ループリント）

メキシコ経済へ
の懸念（特に自動
車産業）

実現可能性に関
する現地の見方

直近の状況
（執筆時点）

何かしら変更さ
れることは間違
いない。変更の
行方に注目

国境調整税について税制改革案には織り込まれず。一方でこ
の問題を解決する手段としてNAFTA活用。（ロス商務長官談）

税制改革案（4月26
日）に15％明記

大統領就任日にWebにNAFTA
見直し表明

見直内容次第。場合によっ
てはプラスの可能性もあり

サプライチェーンが破壊されることにつながり、メ
キシコ投資自体の根本的な見直しを迫られる可能
性あり

NAFTA域内でのメキ
シコ競争力は相対的
に低下

高関税適用（メキシコ産フォード車に
35％関税。（必要ならWTO脱退）） 法人税率：35％⇒15％

NAFTA再交渉 国境調整税

NAFTA脱退した場合に譲許税
率の関係でメキシコ側のほうが
圧倒的に有利なカードを保有。
また米国企業にも深刻な悪影
響が及ぶため、実行可能性は
極めて低い

高関税に関してはWTO
の枠組みでは不可能。
またWTOからの脱退も
現実的ではない

国境調整税につ
いてもWTO違反
という意見もあり
議会承認等ハー
ドルも高い

可能性は高い

または 脱退

主な通商政策 関連税制改正案

NAFTA再交渉へ（5月18日）

図表4：メキシコに影響のあるトランプ政権の政策

*上記のほかにも国境の壁問題も有名ですが、ここではメキシコ自動車ビジネスに特に関連する通商政策および税制改正案に絞って紹介しています。
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ぼしますから、やはり米国間のサプライチェーンは大幅な見
直しが余儀なくされます。しかしこちらも国境調整税の報道の
当初からWTO違反であるとの指摘があり、また導入には議会
通過が必要で実現は難しいと見られていました。

これに関しても4月26日のトランプ政権の税制改正案には
織り込まれなかったため、実現の可能性はさらに遠のいたと
受け止められています。

その結果、執筆現在、メキシコ当地区で最も注目されてい
るのはNAFTA再交渉の行方となっています。

5 NAFTA再交渉における現地の注目点

NAFTA再交渉に関してはまずA.時間的制約、およびB.関税
率での交渉余地がない点を前提条件として押さえておく必要
があります。

A.時間的制約

上述のようにNAFTA再交渉は早ければ今年（2017年）の8
月後半以降開始される見込みですが、メキシコ大統領選

（2018年7月）、米議会の中間選挙（2018年11月）を考慮する
と、成果をそれまでに出す必要があると考えられ、両者にそれ
ほど時間的余裕はありません。これについてはライトハイザー
USTR代表も先日「数カ月で妥協したい」と発言しています。一
方でNAFTAは条文と附属書を合わせて約1,200ページにも及
ぶ協定でこれを慎重に検討する必要があります。そのため両
者が合意しやすい項目に限定して改定がなされるのではない
かという見方が有力です。

B.関税率での交渉余地がない

NAFTAは米墨間の関税が全品目すでに撤廃されているの
が特徴で、他のFTA交渉のような品目別の関税率の駆け引き
はないものと考えられます。また、すでに0となっている関税
の引き上げ交渉については FTAの性質上考えづらいですし、
メキシコ企業の多くが米国籍企業とグループ企業の関係であ
り日米間のような企業対立の構造が少ないことから、関税引
き上げの議論はないのではないかと言われています。

①原産地規則の見直し
そのため何が交渉の対象になるかですが、この点について

は3月30日に報道された米USTRの議会への通知文案が参考
になります。当文案中にはアンチダンピング・補助金相殺関
税の撤廃、貿易救済措置および労働者権利の保護等、数多く
の項目が挙げられていますが、ここでは特に現地で注目され
ている①原産地規則の見直しと②税の取り扱いに関する公正
な環境を追求という2点について注目したいと思います。

まず、原産地規則の見直しに関して注目されるのは迂回輸
入の防止という一文です。中国製品がメキシコを通じて安く米
国に流入しているという報道もあり、原産地規則が見直される
可能性が高まっています。具体的には、域内付加価値比率の
引き上げや計算方法の見直し、迂回輸入防止のための証明制
度の変更等、実務や現状の商流に大きな影響がありうる変更
が合意される可能があります。この点メキシコ政府は交渉余
地はないと言っていますが、米墨両者ともに原産地比率を上
げることは NAFTA外からの参入障壁が高まり、結果的に
NAFTA域内に投資を呼び込むことになり両者の利害が一致し
ますし、また税率を上げることなく税収増につながる政策です
ので、メキシコ側が譲歩して変更がなされる可能性は高い分
野と見られています。

②税の取り扱いに関する公正な環境を追求
また、上述のとおり大統領の税制改革案には織り込まれま

せんでしたが、国境調整税は、2016年にピーター国家通商
会議議長とロス商務長官が共同発表した論文によると、付加
価値税（VAT）の仕向け地主義への不満※2に対応する政策で、
VATを持たない米国が実質的にVATと同等の効果を与えるた
めに提案された税案といわれます。この点について、ロス長
官がインタビューでこの VAT 問題を解決する手段として
NAFTAを活用するという発言（3月30日）があったことには注
目する必要があります。

NAFTA再交渉のなかでどのような展開がなされるかはまっ
たくの未知数ですが、交渉のなかでメキシコ側に何かしらの
VATの取り扱いに関する譲歩を迫ってくる可能性があります。

VAT設計上は米国向けの輸出の際に仕入 VAT還付を認め
ないという極端な合意の可能性は低いですし、VATの税率を
下げる圧力がかかることも予想されますが、税収減につながり
ますのでメキシコ政府が応じる可能性は低いと考えられます。
しかし、例えば米国向けの輸出には原則としてIMMEXプログ
ラムが強制適用され、VAT還付を限定する変更がなされるリ
スクはないとは言えません（この場合メキシコ政府の税収は変
わらないまま米国が主張する輸出企業に対するVAT還付額が
減るだけでなく、リクワイアメントに対応できない現地企業に
対して徴税することが可能になります）。または、反対に
NAFTAの強化という側面からNAFTAやFTAいかんにかかわら
ず関税が保税されるIMMEXやマキラドーラ、関税率を軽減す
るPROSEC等メキシコ固有の制度についての撤廃圧力がかか
るかもしれません。

どれも制度設計の変更が必要となる事項ですので、時間的
制約のある再交渉のなかで合意に至る可能性は必ずしも高く
ないですが、実現した場合各社に大きな影響がありますので

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※2 輸出品についてVATは課税されない代わりに輸出企業に対して仕入VATの還付が認めら
れるが、当還付金が実質的に輸出企業への補助金となっているとの主張。
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注目すべきポイントになります。

6 その他の注目点：米国における税制改正

また、NAFTAの行方が最も注目されていことは間違いあり
ませんが、米国の税制改革についてもやはり注目する必要が
あります。上述の国境調整税以外でも仮に税制改革案どおり
法人税15％が実現した場合（図表4）、メキシコにおける実質
的な負担税率40％（図表1）と比較して大きな乖離があります
ので、上述の徴税強化に対応する税務管理コストも踏まえる
と、小規模な企業では安い労働力を考慮しても結果としてメ
キシコビジネスが米国と比較してペイしない可能性が出てき
ます。

7 現地企業の反応と今後の展望

このように現地では通商政策を中心にトランプ政権の動向
について現地ビジネスに実害が及ばないか非常に気にしてい
ますし、政治的背景である保守主義の台頭という点に目を移
せば来年 7月のメキシコ大統領選挙の動向も外資企業にとっ
ては心配なテーマ※3となっており、昨年来心配は尽きません。

しかし、執筆現在までに現地企業に実際に影響のあった事
項といえば冒頭の為替の変動による為替差損益ぐらいです。
また、上述のように当初心配された各テーマについては現地
企業にとって最も望ましい方向で進んでいくのではないかとい
う見方が有力ですし、NAFTA再交渉に関しては上記で紹介し
たテーマのほかにも、米 USTRの議会への通知文案にはサー
ビス分野のアクセス改善や投資に関する障壁の撤廃、デジタ
ル貿易関連の規制緩和、国営企業優遇措置の撤廃等、今後
外資企業にとって推進してもらいたいテーマも多く挙げられて
おり、交渉いかんによってはむしろ今後NAFTA外部への参入
障壁が拡大し、域外からメキシコへの進出が加速しメキシコ
経済が活性化するという期待も膨らんできています。

さらに、今回を契機にメキシコ政府も米国のみに依存した
経済からの脱却のため、環太平洋同盟の深化や EU間との
FTAのグレードアップ等、多角化を同時に進めると発言してい
ますので、貿易立国として経済を発展させる現在の方針は変
わらないものと思います。気の早い企業では他のオプション

（メキシコからの欧州・南米への販路拡大）の検討を進めてい
るところもあります。

実際にメキシコへの投資も再開の兆しもすでに出てきてお
り、場合によってはメキシコへの投資が再度急拡大するかもし
れません。今後も予断を許さない状況は続きますが、すでに
メキシコに拠点を持たれている会社も今後計画されている会

社も、状況変化に乗り遅れないようぜひ今後もメキシコの動
向に注目していただきたいと思います。
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※3 トランプ政権誕生で保守主義の台頭が注目されていますが、メキシコでも同様に大衆迎
合的な保守政策を掲げるロペス・オブラドール候補（Morena党、通商アムロ陣営）の動
向に注意が必要です。ペニャ・ニエト現政権下では規制緩和が進みメキシコへの投資が
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利しました。過去知事選で接戦を演じた翌年の大統領選挙の場合には政権交代が起き
たり大統領選が大接戦となっていることからアムロ陣営が勝利する可能性は高まってお
り、来期の大統領選挙に向けてメキシコの政局も引き続き注視する必要があります。
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