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Economic Partnership Agreement メキシコ日本経済連携協定

メキシコ大使館 メキシコ経済省 メキシコ日本経済連携協定オフィス
発行：メキシコ日本経済連携協定オフィス
メキシコ経済省駐日代表部 メキシコ大使館
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メキシコの IT 産業が提供する
ビジネスチャンス
メキシコの IT 産業の規模はおよそ 87 億ドルで、50 万人を
雇用しています。ソフトウェアの輸出だけでも、2001 年の
5,000 万ドルから 2006 年には 5 億ドルに増加しました。
メキシコは、IT 製品輸出を拡大しているだけでなく、リエン
ジニアリング、ソフトウェア開発、それにデータ処理、会計処
理、コールセンターなどを含むビジネスプロセスアウトソーシ
ング（BPO）といった IT 関連サービスの輸出も増やしていま
す。メキシコが世界の IT サービス市場に台頭してきた背景には、
10 年前に導入された政策があります。Prosoft と呼ばれるプロ
グラムのもとで、学界や民間業界が政府の奨励金を用いて IT 事
業やサービスを拡大しています。
メキシコは、低コスト、政府によるソフトウェア産業への投
資、北米自由貿易協定（NAFTA）の存在などにより、北米企業
にとって格好の進出先となっています。またメキシコには、デー
タや知的財産権（IPR）の厳重な保護、IT インフラ、ハイレベ
ルの労働力、IT を重視した教育制度、マクロ経済と政治の安定
といった要素も揃っています。世界経済フォーラム（ダボス会議）
の今年の世界 IT レポートではメキシコの利点が評価され、ブラ
ジル、アルゼンチン、ポーランド、中国、ロシア、フィリピン、
ベトナムなどよりもメキシコは上位にランク付けされました。
IT 投資に対しメキシコ政府は、同国に研究開発（R&D）セン
ターを設置する IT 企業に対して R&D 費用総額の 30% に相当
する税額控除を認めたり、コスト総額の最大 50% までを助成す
る制度があります。また、IMMEX 制度を通して、高付加価値
IT サービスの輸出入通関手続きを簡素化しています。メキシコ
は世界トップのコールセンター拠点（ハブ）のひとつでもあり
ます。中南米域内に所在するコールセンター総数のおよそ 3 割
はメキシコに置かれています。総額 35 億ドルの規模をもつコー
ルセンター事業は、メキシコの GDP の 0.6% 相当を生み出して
います。また、メキシコは BPO 投資先としても成長しており、
投資企業各社は、十分な教育を受けて英語が堪能な人材の豊富
な市場を活用しています。
（次頁へ続く）

U.S. imports of Telecommunications Equipment in 2006
Thailand 3.9

Others 8.9

(Unit: Million U.S. Dollars)

Canada 4.2
Taiwan 5.7
South Korea 7.2

China 42.1

Japan 8.4

Mexico 24.6
Malaysia 10.3
Source: U.S. Department of Commerce

World Total 115.3

Mexico’s Near-Shore and
Off-Shore IT Opportunities
The output value of Mexico’s information technology (IT)
sector is US$8.7 billion, and the industry employs half
a million people. Just in software development, Mexican
exports have grown from US$ 50 million in 2001 to US$
500 million in 2006.
Mexico is expanding not only exports of IT products, but
also services related to IT such as reengineering, software
development, and business process outsourcing (BPO),
which includes data processing, accounting management,
call centers, and medical services. Mexico’s rise as a world
player of IT services is owed to policies implemented a
decade ago. The Prosoft program is an initiative where
academia and private industry use government incentives to
spin off companies and services.
Program for the Development of Mexico’s Software Industry (PROSOFT)
Goals 2013: •To reach a production of US$5 billion in software
development and related services
•To position Mexico as the Latin American leader of software
development
Strategies: •Promoting exports and FDI in Mexico’s software sector
•Strengthening the legal framework that protects the digital
economy
•Further developing the domestic market and the establishment
of IT-Software clusters
Funding and Incentives for:
Human capital development, SMEs, infrastructure, cluster development,
technology transfer, R&D in software related projects, etc.

Wo

Mexico has become an attractive near-shore option
for North American companies thanks to its low costs,
government investment in the software industry and
the North American Free Trade Agreement. In addition,
Mexico has strong protection of data and intellectual
property rights, IT infrastructure capabilities, highly
qualified professionals, IT-oriented educational system, and
macroeconomic and political stability. The World Economic
Forum acknowledged Mexico’s advantages for IT services
and outsourcing in this year’s Global IT Report, placing
Mexico above Brazil, Argentina, Poland, China, Russia,
Philippines, Vietnam, etc.

(

The Mexican Government reimburses up to 50% of total
cost, and offers tax credits of 30% of total R&D expense
for IT investments to companies establishing research and
technology centers in the country. Through its IMMEX
program, Mexico also facilitates customs procedures for
importers and exporters of high value-added IT services.
Mexico is one of the top call center hubs in the world.
Approximately 30% of all call centers in Latin America are
located in Mexico. With total output value of US$ 3.5 billion,
call centers generated 0.6% of Mexico’s GDP in 2006. The
country is also a growing destination for investments in
(Continued on next page)
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海外ビジネスの多様化に関心を持つ日本の IT 企業にとって、
メキシコには大きなビジネスチャンスがあります。メキシコは、
潜在的消費者の人口が 1 億人を上回る成長市場であり、周辺国
および遠隔地へのサービス輸出国としての地位を固めてきまし
た。また、北米で事業を行なう日系多国籍企業は、地理的に近
く、営業時間帯が同じであることから、メキシコにコールセン
ターや BPO 拠点を設置することによりそのメリットを享受でき
ます。
日本の IT サービス業界では、中小企業が大半を占めています。
これら中小企業は、メキシコ企業との合弁事業をおこなうこと
で、マーケットの拡大が可能になります。現在、メキシコと日
本は、テクノロジービジネスのインキュベーターを日本国内に
創設し、メキシコの中小技術企業が製品やサービスをアジア市
場に展開するための支援を提供する計画を推進しています。そ
の狙いは、革新的技術分野のグローバルなサプライネットワー
クの一部となるようなバリューチェーンをメキシコに構築し、
日墨両国において新規投資や質の高い雇用を生み出すことにあ
ります。
参考ウェブサイト：
Mexico IT（メキシコ IT 産業情報ポータル） http://www.mexico-it.com
CANIETI（メキシコ電気通信情報産業会議所） http://www.canieti.org
Mexican Institute of Telemarketing（メキシコテレマーケティング協会）
http://www.imt.com.mx

人気を集める食用サボテン
ノパル（ウチワサボテン）は、扇のような形をした平たいサ
ボテンで、メキシコ中部と北部の乾燥した平野に広く生育して
います。このサボテンは、古くアステカ時代から一般的な食材
として、伝統的なメキシコ料理に使われてきました。ノパルには、
大量の繊維質やたんぱく質、複数のビタミンやミネラルを含む
など、栄養的に優れているだけでなく、血糖値を下げたり、心
臓や血管の病気を予防するなど健康上のメリットもあります。
ノパルはまた、メキシコのシン
ボルでもあります。メキシコの国
旗および公式のエンブレムには、
蛇を口にくわえて翼を大きく広げ
た鷲が描かれていますが、その鷲
はノパルの上にとまった構図です。
メキシコは世界最大の食用サボテン生産国です。ノパルの需
要が高まるのに伴い、2000 年から 2005 年の間にメキシコに
おけるノパルの作付面積は 24%、生産量は 88% それぞれ増加
し、2005 年の生産量は 75 万 9 千トンに達しました。
ヨーロッパではノパルが有する栄養面の特長がすでに評価さ
れており、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ロシアな
どにおける需要は今後も高まる見通しです。ノパルは、ヨーロッ

(from previous page)

BPOs with companies taking advantage of Mexico’s pool of
educated talent, including English language skills.
Mexico is an opportunity to Japanese IT companies
interested in diversifying their overseas business operations.
With a growing market of more than 100 million consumers,
Mexico has evolved as an important exporter of near-shore
and off-shore services. Furthermore, Japanese multinationals
with operations in North America can also benefit from
Mexico’s geographical location and the same time zones to
establish call centers and BPOs in the country.
In Japan, small and medium size enterprises (SMEs) account
for the majority of companies in the IT service industry.
These companies can expand their markets by establishing
joint ventures with their Mexican counterparts. Currently,
Mexico and Japan are implementing a technology business
incubator in Japan by which Mexican technology-based
SMEs will be assisted in order to introduce their products
and services in Asia. The main goal is to create technology
value chains in Mexico as part of the global supply network
of innovation prompting new investments and high quality
employment in Mexico and Japan.
For further information:
Mexico IT http://www.mexico-it.com/
CANIETI http://www.canieti.org
Mexican Institute of Telemarketing http://www.imt.com.mx/

Growing demand for Mexico’s
traditional edible cactus
Nopal (prickly pear cactus) is a fan shaped flat cactus
which grows extensively in central Mexico and in the arid
northern plateaus of the country. This cactus has been
commonly used in traditional Mexican cuisine throughout
the country since Aztec times. It is nutritious, containing
large doses of fiber, protein and several vitamins and
minerals, and it has been attributed to have various health
benefits, such as to lower blood sugar and to prevent heart
and blood vessel diseases.
Nopal cactus is also a symbol of Mexico. The Mexican
national flag and the official Mexican seal depict an openwinged eagle wrestling a snake. The eagle is perched on a
nopal cactus.
Mexico is the world’s top producer of edible nopal. Because
of growing demand for this plant, the land cultivated with
nopal in Mexico has increased by 24% between 2000
and 2005, and the production in quantity has increased
remarkably by 88% in the same period, reaching 759,000
tons in 2005.
Europe has already recognized the nutritional advantages
of this plant and the demand for nopal in France, Germany,
Spain, Italy and Russia is expected to continue growing.
Nopal is mainly consumed in Europe as dietary supplement,
and is starting to be used as an ingredient or side dish in
the European cuisine as well. In alternative medicine, nopal
is used to treat ailments from diabetes to obesity and
hangovers.

Nopal cactus field in central Mexico

2

Nopal has a slimy texture similar to okra when cooked.
It can be served boiled, sauted, grilled or deep fried (as
tempura) and seasoned in different ways to go with any
kind of meal. Mexico is already exporting nopal to Japan,
however, the flavor and nutritional advantages of this cactus
still need to be discovered by Japanese consumers.

パでは主に栄養補助食品（サプリメント）として消費されてい
ますが、食材や付け合せとしても利用されるようになっていま
す。代替薬としては、ノパルは糖尿病、肥満、二日酔いなど幅
広い症状の改善に用いられています。
ノパルは加熱するとオクラのように粘り気がでます。茹でる、
炒める、焼く、揚げる（てんぷらにする）など様々な調理法を用い、
好みの味付けをすることで、どんな食事にも合わせることがで
きます。ノパルはすでにメキシコから日本に輸出されています
が、その風味や栄養価の高さは日本の消費者にもっと広く認知
されるべきです。
ノパルの効能、調理例については、㈱ユニバーサルフーズの
HP、http://www.universalfoods.jp/product-3.html を ご 覧
下さい。

メキシコの新インフラ整備計画における
日本企業のビジネスチャンス
メキシコの新インフラ整備計画では、交通インフラと電気通
信インフラだけで今後 5 年間におよそ 680 億ドルの投資が予定
されています。カルデロン政権は、外国投資を誘致し、産業競
争力の強化をめざす上で、メキシコの交通インフラ整備を重点
課題としました。具体的目標は、アジアと北米を結ぶ貨物輸送
の太平洋航路におけるハブとなることです。
発表された投資総額の 66％にあたる約 450 億ドルは、民間
投資でまかなわれる構想です。最終的に参画するのは、公共入
札を経て決定される国内外の企業です。太平洋岸およびメキシ
コ湾岸の港湾拡張プロジェクトでは、マンサニージョ、ベラク
ルス、プエルト・モレロスを含む 22 箇所に 70 億ドルを投入の
予定です。また、少なくとも２つの港が新規に建設されますが、
そのひとつはバハカリフォルニア半島のメガポート、プンタ・
コロネットです。その建設費用は、ほとんどが民間資金により
まかなわれます。2012 年には、現行コンテナ処理能力の 2 倍

Opportunities for
Japanese
companies
�����������������
�� ��
in Mexico’s new Infrastructure Plan
Mexico’s new infrastracture plan calls for the investment
of US$68 billion over the next five years only on
transportation and telecommunication projects. The
government of President Felipe Calderon has made a
policy priority the development of Mexico’s transportation
infrastructure to increase its competitiveness, to attract
foreign investment, and to make Mexico a transpacific hub
for cargo and trade between Asia and North America.
Sixty six percent of that amount, or about US$45 billion
will be private investments brought by Mexican and foreign
companies participating in public tenders to build and
operate projects. These projects include the expansion of
maritime ports in both the Pacific and the Gulf of Mexico
coasts. Investments up to US$ 7 billion will be spent to
expand 22 ports, including Manzanillo, Veracruz and Puerto
Morelos. At least two new ports will be built, including the
mega port of Punta Colonet in the Baja California peninsula,
which will be mostly funded by private sources. By 2012
Mexico will be handling seven million TEUs in container
traffic, almost doubling the current container capacity.
Another US$ 5.7 billion will be spent in the country’s
airports. Expansion works in 31 airports and the construction
of three new ones, at Ensenada for cargo, Riviera Maya
(south of Cancun), and Puerto Peñasco in the Gulf of
California for air travelers will significantly expand Mexico’s
air capacity for passengers and cargo. Mass transit systems
will be expanded as well through the development of new
suburban and intercity passenger rapid trains. Beginning
with the metropolitan area of Mexico City, three main
lines of suburban trains will link the country’s capital with
outlying areas, servicing close to 15 million residents. Mass
(Continued on next page)

に相当する 700 万 TEU のコンテナ貨物をメキシコで扱うこと
になります。
空港の整備にはおよそ 57 億ドルが投じられます。31 箇所の
既存空港拡張に加えて、エンセナーダの貨物用空港、および、リ
ビエラ・マヤ（カンクン南部）とプエルト・ペニャスコ（カリフォ
ルニア湾）の 2 つの旅客用空港新規建設によって、メキシコの航
空輸送能力は大幅に拡大します。大量輸送システムについては、
都市と近郊部および都市間をつなぐ高速列車の敷設によって拡張
されます。3 本の近郊列車路線により、およそ 1,500 万人が住む
首都圏と首都中心部との直結が実現されます。この大量輸送シス
テムの整備には、各地域の地元政府の参加を含めた公的資金と民
間資金を合わせて 48 億ドルの費用を要します。すでに、日本企
（次頁へ続く）

Handling of cargo containers at the Port of Mazatlan on
Mexico's Pacific coast

RESOURCE INFORMATION ON MEXICO TRADE AND INVESTMENT
Mexico’s Secretary of Economy（メキシコ経済省）: http://www.economia.gob.mx
● Embassy of Mexico in Japan（在日メキシコ合衆国大使館）: http://www.sre.gob.mx/japon/
●
●

BANCOMEXT（メキシコ国立貿易銀行）: http://www.bancomext.com

●

Mexico’s National Institute of Statistics, Geography and Informatics（メキシコ国立統計地理情報院）: http://www.inegi.gob.mx

●

Mexico’s Central Bank, Banco de México（メキシコ銀行）: http://www.banxico.org.mx

●
●

Mexico’s Secretary of Finance and Public Credit（メキシコ財務省）: http://www.shcp.gob.mx
Mexico’s Secretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food（メキシコ農牧林漁業省）: http://www.sagarpa.gob.mx

●

Mexico Tourism Board（メキシコ観光局）: http://www.visitmexico.com

●

Mexican Institute of Industrial Property（メキシコ工業所有権庁）: http://www.impi.gob.mx

●

Compranet（メキシコ公共入札情報サイト）: http://www.compranet.gob.mx
Mexico’s Foreign Trade Information System（SIICEX, メキシコ貿易情報システム）: http://www.siicex.gob.mx

●
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業の中にはこれらの鉄道プロジェクトの建設、運営をめぐるコン
セッションの公共入札に関心を抱いているところもあります。
さらに、250 億ドルの資金が高速道路網の改良と 1 万 2,260
km におよぶ新しい道路建設への投資に充てられます。同様に、
電気通信分野では、260 億ドル超の主に民間資金を費やし、固
定電話および携帯電話やインターネットのブロードバンド網を
国内全域に広げる計画があります。これらの野心的なインフラ
整備計画は、国内外投資家の関心を集めています。とくに、日
本の建設、輸送、流通企業は、この計画に含まれる各種プロジェ
クトへの入札において、日墨 EPA に規定された政府調達への参
入保証が与えるメリットを享受することができます。

Mexico’s Infraestructure Investments by Sector 2007-2012
(Unit: Billion U.S. Dollars)

Transportation and
Telecommunications 68.1
Oil and Gas
109.2
Drinking Water, Urban
Development and Flood
Control 18.3
Power Generation 34.6
Source: Office of the President, Mexico’s National Infraestructure Plan 2007-2012
Mexico’s Ministry of Communications and Transportation

railroad transit systems will require US$4.8 billion, in
combined public and private investments in which local
governments also participate. Already Japanese companies
have shown interest in public tender processes that will
award construction and operating concessions of these rail
projects.
Another US$25 billion in new investments will be made
to upgrade the highway network and the construction of
12,260 kilometers of new roads. Likewise, over US$26
billion, mostly private investments are contemplated in the
telecoms sector to projects in fixed and mobile telephony
as well as in internet’s broadband access throughout the
country.
Overall, these ambitious infrastructure projects are
attracting attention of domestic and foreign investors
eager to participate in the development of Mexico’s
infrastructure . In par ticular, Japanese construction,
transportation and logistic companies could take advantage
of the Mexico-Japan EPA’s public procurement chapter to
compete in a number of infrastructure project concessions
highlited in this Plan.

PROMEXICO to Strengthen the Country’s
Export and Investment Promotion Abroad

PROMEXICO, a partnership between federal, state and
local governments, along with the private sector, was
recently created with the aim to increase Mexico’s export
competitiveness, and to consolidate its standing as a
Transportation and Telecomunications 68.1
leading emerging economy to attract foreign investment.
このほど中央・地方政府と民間セクターが連携してPROMEXICO
As part of Mexico’s Ministry of Economy’s new strategy
を設立しました。その目的はメキシコの輸出競争力を高め、ま
to coordinate development and promotion efforts and
た海外からの直接投資を誘致する、新興工業国のリーダーと
activities,
(Unit: Million
U.S. Dollars)PROMEXICO is to advertise Mexico’s competitive
しての地位を確立することです。輸出促進や投資誘致活動を
advantages; and, to group together all of the federal
効果的に運営するためのメキシコ経済省の新たな戦略の一環
government’s strategies designed to promote Mexico abroad
として生まれた PROMEXICO は、連邦政府の戦略を一元的に
into a single entity. PROMEXICO’s expected results are:

輸出振興および外国投資誘致促進機関、
PROMEXICO 設立

実施する機関として、メキシコの持つ競争優位性の普及につと

め、海外でのメキシコの認知度を高める役目を担っています。
PROMEXICO に期待される成果をまとめると以下の通りです。
1．外国企業がメキシコに投資を行なう産業分野の多角化を図り、
より技術的に高い内容をもつ投資を促進する。
2．高い海外投資潜在能力を持つスペイン、英国、日本、中国、
韓国やドイツのような国々からの投資を誘致できるようさらに
努力する。これらの国々は世界中に年間 2,300 億ドル以上を投
資している。
3.

メキシコの各州や地域の発展に貢献するため、海外直接投

資を誘致できる機会を見出せるよう支援する。
4.

自由貿易協定締結相手国やメキシコ製品の市場浸透率が低

い国において、メキシコからの輸出を増やすためのプロモーショ
ンを強化する。
5.

技術革新や知識に基づいたサービス部門のような非伝統的

分野の輸出振興プロジェクトの導入を奨励する。

1. Mexico will diversify the sectors at which foreign
investment is aimed, promoting investment with higher
technological content.
2. It will increase efforts to attract investment from
countries with a high potential for investment, such as Spain,
Great Britain, Japan, China, South Korea and Germany, which
annually invest over US$230 billion throughout the world.
3. It will more widely promote states and regions in Mexico
to attract foreign direct investment, in order to contribute
to regional development.
4. It will intensify promotion in markets where Mexico
already has free trade agreements to expand Mexican
exports; and, in countries with low presence of Mexican
products.
5. It will encourage the implementation of expor t
promotion projects among non-traditional sectors, such as
services and those based on innovation and knowledge.

メキシコ日本経済連携協定オフィスとは
2005 年にメキシコ日本経済連携協定
（EPA）
が締結されたことを機に、
在日メキシコ大使館内にメキシコ経済省の駐日代表部が設置されました。日本における EPA の浸透を図り、
日墨間の通商と投資の拡大を促進する役割を担っています。

Office of Mexico-Japan Economic Partnership Agreement
The enactment in 2005 of the Mexico-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) prompted the establishment of the office of Mexico’s Secretary of Economy in Japan as
part of the Embassy of Mexico in Tokyo. The office oversees the implementation of the EPA and promotes expansion of business and investments between Mexico and Japan.
■免責事項：本紙は情報提供を目的としており、メキシコ経済省は本紙記載情報の正確性および完全性、また、本紙記載情報の利用により発生するあらゆる問題や不利益に対
し一切の法的責任を負いかねます。
■Disclaimer: Mexico’s Secretary of Economy does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information

contained in this publication, and disclaims all liability for loss or damage which may result from the use of information presented here.
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