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 地域編①：メキシコシティ 

 

地域概要 

概要 

①メキシコシティ概要 

メキシコシティは、メキシコの中心部に位置するメキシコの首都であり、13 世紀にアステカ人

が築いた水上都市、アステカ王国の首都であった地域である。人口は約 878 万人でメキシコ全体

の約 7%を占めており、メキシコ 大の都市である。 

標高は 2,250m と高く、周囲を山に囲まれた盆地に位置している。隣接州はモレロス州、メキシ

コ州である。政治、行政、司法の機能が集中しているほか、経済・金融の中心地でもある。外国直

接投資額（2019 年）は 8,267 百万ドルであり、国全体の約 24%を占めている。 

 

図表 25-1 メキシコシティの概況 
基本事項 面積 1,485km2 

人口 8,781,300 人 

経済概況 GDP 3,197,348 百万ペソ 

第一次産業が占める割合 0.0% 

第二次産業が占める割合 10.5% 

第三次産業が占める割合 89.5% 

外国直接投資額（FDI） 8,267.6 百万ドル 
（出所）INEGI より作成 

 

②工業団地・日系企業進出動向 

多くの外国企業はメキシコ 大の都市メキシコシティに拠点を設置しており、進出企業の業種

は多岐にわたる。 

メキシコシティの近郊都市も含めた都市圏には 2,000 万人以上が居住しているとされ、国内

大の消費市場となっているため、小売業やサービス業関連の外国企業はまずメキシコシティに進

出することが多いようである。 
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図表 25-2 メキシコシティの位置 

 
 

進出日系企業から見た事業・生活環境やコスト 

①インフラ・物流 

【地下鉄・バス】 

市内には 1969 年にフランスの援助を受けて開通した地下鉄 12 路線が運行しており、運賃は政

府の補助で賄われているため、全区間均一の 5 ペソと極めて安価である。 

そのほかに、路線バス、地下鉄とバスの中間のような連結バスのメトロバス、市営バスのコビ

ルサ、トロリーバスがある。 

路線バスは、タクシーよりも運賃が安く、多くの庶民に利用されているが、路線は決まってい

るものの決まった停留所はなく、手を挙げて乗車し、降りるときはブザーを押して好きな場所で

降車するスタイルである。 

メトロバス（バス専用レーンを走る路線バス）は 7 路線が運行されており、市民の移動手段と

して利用されている。バス専用レーンを走り、停留所で乗り降りするため旅行者にも分かりやす

く、セキュリティ面でも比較的安心して利用できる。運賃は 6 ペソで、切符はなく専用販売機で

IC カードにデポジットする方法のみである。 

また、コビルサは 2009 年に運行開始した。市内の目抜き通りを走り、停留所で乗り降りする方

式の 新型市営バスである。その他トロリーバスもあり、こちらも停留所で乗り降りするタイプ

である。 

メキシコシティ 
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ひとくちメモ 24：渋滞に注意 

メキシコでは、公共交通機関での移動が安全とは言えない面もあり、多くの駐在員は自動車で移動し

ている。自動車移動で注意が必要なのは朝夕を中心とした激しい渋滞だ。日本であれば、朝は首都圏に

向かう道路、夕方は郊外に向かう道路が混雑するが、メキシコシティの場合、都市部を通り抜けて郊外

から郊外へ移動する人も多いため、双方向の道路が混雑する。さらに、街を行く自動車はスピードも速

く、強引な割り込みも頻繁に発生する。また、今回の現地調査時には、メキシコシティの中心部におい

て、事故のために路肩に車を停車させている光景も散見された。 

旅行代理店やホテルを通じて手配するドライバーは、この渋滞を見越して送迎の時間を決めてくれる

ことが多い。そのため、場合によっては想定していた渋滞が起きず、アポイントメントの時間よりもか

なり早く目的地に到着してしまうこともある。メキシコシティは非常にタイムコントロールが難しい都

市であり、滞在者は時間に余裕を持った予定を立てることが必須であると言える。 

 

【写真説明】メキシコシティの渋滞の様子 

 

 

【港湾・空港】 

メキシコシティ内の空港は、メキシコシティ中心部から約 8km に位置するメキシコシティ国際

空港のみである。日本とメキシコシティの間では、成田空港からの直行便が運航しており、片道

約 12～14 時間のフライトである。 

太平洋側の主要港であるマンサニージョ港とラサロ・カルデナス港、大西洋側の主要港である

ベラクルス港とアルタミラ港は、鉄道や航路、高速道路で繋がっている。 
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【電力】 

電力は安定してきているものの、メキシコシティでも停電が発生することがある。 

 

②労働事情 

【人材】 

メキシコシティには、1551 年に設立したラテンアメリカ 大規模の国立大学のメキシコ国立自

治大学（Universidad Nacional Autónoma de México）をはじめ、国立大学である Instituto Politécnico 
Nacional、Universidad Autónoma Metropolitan 等、メキシコ有数の公立・私立大学が数多く集まって

おり、有能な人材を多数輩出している。 

 

③生活環境 

【気候】 

1 年中温暖な気候に恵まれているが、標高 2,240m の高地のため寒暖の差が大きい。1 年は、5 月

から 10 月の雨季と 11 月から 4 月の乾季に分けることができる。年間降水量は、中心部から北部

で 600-800ml であり、南部の山岳地帯は 1,500ml である。 

 

【教育】 

メキシコシティには、1977 年に設立され、日本政府と当地の運営委員会により運営される日本

人学校「日本メキシコ学院（リセオ）」がある。日本メキシコ学院には、幼稚部（メキシココース

運営）があり、日本人とメキシコ人が通園している。また小学部と中学部があり、日本の教育課

程に準拠した日本人子女を対象にする日本コースと、メキシコの教育課程に準拠したメキシコ人

子女を対象とするメキシココースを併設する国際学校である。同校は、スクールバスでの送迎サー

ビスを提供している。 

 
図表 25-3 日本メキシコ学院 日本コースの概況 

ホームページ http://www.lmjapones.edu.mx/ 

住所 Camino a Santa Teresa 1500, Col. Jardines del Pedregal, CP 01900, 
Ciudad de México 

電話 +52-55-5568-5958 
（出所）在メキシコ日本国大使館及び日本メキシコ学院ホームページより作成 

 

【医療】 

市内には診察時間に制限があるものの日本語が通じる病院や歯科医院が複数存在する。米国と

比しても遜色のない高い医療水準の総合病院が複数あり、専門性の高い医療機関での治療が可能

である。一方で、現地駐在員のヒアリングによると、日本人が安心して通院できる病院は少なく、

また、薬に関しては、日本人には強すぎるのではないかといった声も聞かれた。 
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【治安】 

2019年のメキシコシティにおける在メキシコ日本国大使館及び在レオン日本国総領事館に届け

られた邦人の犯罪被害件数は 32 件あり、被害の内訳は、窃盗 18 件（置き引き 11 件、すり 3 
件、車上狙い 2 件、空き巣 1 件、その他 1 件）、詐欺 7 件、強盗 3 件（タクシー乗車中の強盗 
1 件、路上強盗 2 件）、恐喝 3 件、発砲（人的被害なし）1 件であった14。 

 

【住居】 

メキシコシティの日本人の多くは、高級住宅街であるボランコとヌエボ・ボランコに居住して

いる。ボランコは、基本的に少ない世帯向けのアパートが多く、公園や美味しいレストランへの

アクセスが便利な地区であり、ヌエボ・ボランコは、スーパーやレストラン等と直結している点

が魅力である。 

 

【日本食】 

ボランコ、ヌエボ・ボランコ等の日本人の多いエリアには居酒屋、ラーメン屋、すし屋、会席

料理等の日本食レストランに加えて、日本食品専門店も複数あり、調味料、インスタント食品、

調理器具だけでなく、新鮮な野菜や魚等の入手も可能である。 

 

ひとくちメモ 25：日本食レストラン 

ジェトロの資料によれば、日本食レストランはメキシコ国内で 350 件以上存在しているそうだ。シェ

フが日本人である場合とそうでない場合、日本と同じ味付けである場合とそうでない場合があり、私た

ちが知っている「日本食」とは異なるものを提供されることもしばしばあるが、近年は本格的な日本食

レストランが相次いで開店している。このような日本食レストランは、在墨邦人のみならず日本または

米国からの日本人出張者にも好評を得ている。 

肥満大国として有名なメキシコではあるが、健康志向の高まりを受けてメキシコ人富裕層の顧客も増

加しており、客の大半がメキシコ人という場合も多く見られる。日本人駐在者が堅調に増加しているメ

キシコであるが、日本食レストランを成功させるにはメキシコ人の顧客をつかむことも非常に重要な要

素の一つである。 

 

【金融】 

日系金融機関の出張所があるほか、日系金融機関の現地法人も存在する。 

 

主要工業団地 

メキシコシティの主要工業団地には FINSA Iztapalapa があるが、規模は小さい。メキシコシティ

には販売会社を置き、生産は他州で行うことが多いため、生産拠点を置く企業は少ない。メキシ

                                                        
14 https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000565366.pdf 
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コシティに隣接するメキシコ州には多数の工業団地があり、日系企業も進出している。 

 
図表 25-4 メキシコシティの主要工業団地一覧 

No. 工業団地名 所在地 総開発面積 

1 FINSA Iztapalapa  
Av. Michoacán No. 20 Col. Renovación, 
Delegación Iztapalapa 09209 Ciudad de México 
México 

39 ha

（出所）Mexican Association of Industrial Parks より作成


