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lはしかき

日本経済の発展に伴って，日本企業の海外進出も盛んとなり，とくに，昭

和４７年６月，日本人の対外直接投資に関する制限が全廃されて，原則として

自由化されてから急激に活溌になった。進出先も多面化し，とくにブラジルを

中心とするラテン・アメリカ諸国への進出が顕著になった。こうした傾向の中

にあって，日本の企業進出について進出先において問題を生じる例も少なくな

く，日本の側においても問題の所在を明確にし，企業進出を有効化する必要が

感ぜられ，極との調査や，実際例に即しての提言も行なわれている。わたくし

の本稿（報告）の趣旨も日本の海外企業進出における問題点を探り，そのある

べき方向を探ることにあるか，具体的な事例に即して問題点を見出すところま

で立ち入るのではなしに，やＬ－段的に，日本企業の海外進出の特散に照らし

てその問題点を探ることにとどめたい。できるだけラテン・アメリカ向け企業

進出に焦点を向けるが，ここでもまた一般的考察の例証にとどまることを断っ
ておきたい◎

2．企業進出の視点

わたくしはかって企業進出をつぎのように意義づけたことかある。「企業を

もって，もろもろの生産襲素を統合し，これを管理・運用することによって経

済目的を達成せんとする組織体であるとすれば，企業進出とはこうした組織体

の国際的移動を意味する。生産要素を合目的的な組織体にまとめ上げ，これを

管理・運営する機能を経営というならば，企業の移動は経営の移動を不可欠と

し，経営の移動があれば企業の移動かあるとみてよいであろう。」①

①藤井茂「低開発国向け企業進出の効果と条件」国民経済雑誌，第１２
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１巻第５号（昭和４５年５月）､

この考え方によれば，経営の機能さえ伴う左らげ，技術だけの移動でも企

業の蒋動ということができる。技術提供による縣営参加がこれである。このよ

うに，資本の移動を伴わ注い企業進出もありうるし，また資本移動を主体と

する場合でも，資本のほかに技術やノーハウなどいわゆる経営資源の移励を伴

うので，企業進出は厳密には直接投資とは同羨語ではない。しかし，多くの

場合，企業進出については資本の移動か諭要な要件となるので，企業進出と直

接投資とは視点の相違にとどまる場合か多い。

企業進出ないし一般的に多国籍企業という場合には，企業的視点か優位を占

め，個別企業の鋒営問題か対象の中心におかれる。最近アメリカの多国籍企業

(の進展に伴って盛んになった多国籟企業の研究の多くはこうした視点に立っ

ている。

これに対し，直接投資という場合には，国民経済的ないし国際経済的視点か

優位を占め，資本移動ないし資本プラス経営資源移動の効果分析が中心課題に

おかれる。古典学派以来の資本移動か，単なる国際収支効果の分析にとどまる

ことなく，さらに深く生産力や経済蝋造に及ぼす効果の分析に進んでいる点に

おいて最近の直接投資研究の進展かある。

このように，視点によって取扱方法や課題は異なるか，その対象とする現象

は資本を主とする経営資源を一括した企業であり，その全容を捉えるためには

二つの視点を併せ用いる必要かあるであろう。例えば，日本企業の特定進出先

において問題とされるｏｖｅｒ－ｐｒｅｓｅｎｃｅの問願にしても，一方では個別企業の

行動に対する批判や不満かとりあげられると同時に，進出先における既存企業

との競合や，進出企業相互間の競合か問題であり，全体としてのメリットとデ

メリットの比較較是の上で判断されねばならない問頚である。したかって，こ

こではとくに一つの視点だけに囚われることなく，企業進出という現象自体に

即して考察することにしよう。

３日本の企業進出の特徴と問題

アメリカや西ヨーロッパの企業進出との対比において，日本の企業進出の特

徴は，一言にしていえば，その立遅れにある。立遅れは単に出発の遅れを意味
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するだけでなく，進出企業の業種や進出相手先についての遅れに反映し，さら

に進出企業の体質の未成熟や進出形態における合弁形態の優位ないし商社との

共同形態の優位となってあらわれている。

Ｉ）出発の遅れ

戦前は問わず，戦後の日本の対外直接投資（証券取得，債権取得，海外直接

事業，不動産取得，支店設置）は昭和２６年の主要商社の対米投資にはじまる

が，昭和３９年度までの投資許可額累計は７億9.000万ドルにとどまってい

た。その後外貨事情の好纏とともに増加し，とくにドル・ショック以後は対外

直接投貸の全面自由化（昭和４７年６月）と相まって急増を示し，４７年度か

ら４９年度にいたる３カ年間に８２億３．１００万ドルという巨額の投資を行な

った。この額は，昭和４９年度末の直接投資の累計額（許可ベース）１２６億

6.600万ドルの６５冊を占め，日本の対外直接投資は値と数年間に急激に拡

大したことか知られる。投資ラッシュとかオーバープレゼンスか問題化したの

もこうした短期間に集中した投資の急膨脹に起因するところが少なくたい。

このように活溌な漏外直接投資をもってしても，その累針額は昭和４９年

（１９７４）年末で１２２億9.00Ｕ万ドルであり，同年末のアメリカの１．１

８６億３００万ドルはもとより『イギリスの３２６億３．３Ｕ0万卜・ルに比べて

はるかに低水準にあり，況んやアメリカやイギリスが多年にわたって築いてき

た海外の投資基盤に比して僅々２０年間に過ぎない日本の基盤が熟成していな

いのは当然というべきであろう。

このことはラテン・アメリカ向け企業進出についてもあてはまり，欧米の企

業の進出に対して著しい遅れか見出される。ブラジルについて調査した第１表

はよくこれを物語っている。
第１表日本機械メーカーと欧米競争企業

のブラジル進出時期

出所:松山美保子「ブラジル・ラッシュにみる日本企業と欧米企業の体質の相違」
ｒ壇洋経済，’７５増刊，海外進出企業総覧

（注）原表は昭和４９年，機振協，経済研究所調べ
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２）進出企業の業樋と進出先

立遅れの第２は進出企業の業種や進出先に反映している。アメリカの進出企

業が先端的技術をもった比較優位産業であるのに対し，日本の製造業進出は比

較優位が失われつつある労働集約的産業か主軸をなしている。前述した昭和４

９年度末直接投資累計のうち，製造業は３２．７紹（４１億３．７００万ドル）を

占めているが，その製造業について繊維が２２２冊を占めているほか，雑貨や

雑貨的な業種ならびに電気機械器具や輸送機などの製造工程のうち労働集約的

な工程を加えるならば，労働集約的産業が極めて大きな比重を占めることにな

る。

業種における性格の差は進出先とも関係が深い。アメリカ企業の進出先

がＥＣをはじめ先進国か主であるのに対し，日本のそれは発展途上国が半ばを

超えている（昭和４９年度末累計について，アジア２４６筋，中南米１９．８冊，

中近東６２冊，アフリカ２４筋，計５３Ｕ筋であった）。

アメリカの先端的企業かＥＣをはじめ他の先進国の企業に対し優位を占めて

いたと同様に，日本の労働集約的産業も発展途上国のそれに対して優位を占め

ていたわけで，日本の経済力や技術水蝕の遅れが進出企業の遅れに反映したと

みてよいであろう。

このように労働集約的産業が発展途上国向けに進出することは，発展途上国

の工業化を容易にし，さらにその輸出力を培養する点で受入国にとって利点が

多く，さらに先進国がその産業髄造を調整して発展途上国からの製品輸入を容

易にするならば，世界貿易を拡大するという利点ももっている。しかし，その

反面，進出企業と既存土着企業との間に競合や躍擦を生じる可能性も多く，そ

こに問題性が潜むことも看過することはできないであろう。

３）進出企業の体質

アメリカや西ヨーロッパの進出企業に比べて日本の進出企業の体質は脆弱性

を掩いえない。その一端は進出企業の規模からも窮うことかできる。すなわち

昭和４８年３月末現在で，現地法人の貸本規模別分布を柔るに，’億円未満か

４７．５冊，１億円以上【Ｕ億円未満か４４３冊を占め，１０億円以上は８．２鼎

にすぎない。これを一件当り平均金額について象れぱ昭和４８年において113

百万ドルという大きさである（通産省：我国企業の海外事業活動（第３回調奔）

昭和４９年版）。
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ブラジルにおける日本機械メーカーの進出企業規模を同楓欧米企業のそれと

比較した第２表はこのことを明瞭に示している。

観,模の大小にもまし

て重要なのは，企業の

実質的な体質そのもの

であるｏアメリカや西

ヨーロッパの企業が多一

国輔企業の段階にまで

発展しているのに対し

日本の企業進出の多く

はなお本国企業の出先

機関にとどまる点が注

目される。

アメリカ企業の海外

第２表ブラジルにおける日本企業と欧米企業の

投資額（機械メーカー）

出所：第１表に同じ

進出はｌ９６Ｕ年代の初め頃から急に活溌化した。ここで注目されるのはその

戯的拡大にもましてその質的変化である。ヴァーノンによれば，アメリカの海

外進出企業についてつぎの二つの傾向がとくに顕著になったという①。

①RaymondVernon:ＴｈｅＥｃｏｍｏｍｉｃａｎｄＰｏＩｉｔｉｃａＩＣｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅｓ
ｏｆＭｕＩｔｉｎａｔｉｏｎａＩＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ；ＡｎＡｎｔｈｏＩｏｇｙ，１９７２，
ｐｐ、９～ｌＵ．

その一つは海外業務と国内業務の一体化である。これは海外業務を企業戦略

の主流にまで引上げ，内・外企業を一体として国際的規模における効率原理を

適用することを意味する。

その二は親会社かその海外子会社を共通の戦略と共通の管理化に収めること

である｡これは多国籍に跨る活動を組織化して共凋的な中央戦略のもとにおく

ことを意味する。

このように多国籍に跨る企業集団か統一意志のもとに組織化され，管理・運

営されるものを多国繍企業と名づけるならば，アメリカの企業はその多くがこ

の段階に連しており，その海外進出企業はこのような強岡な企業喚団の一部と

してみられねばならない。

これに対し，日本の進出企業の多くは親企業の出先機関として親企業の活動

－２８－

投貸額 日本企業（１１社） 欧米企業（９社）

下
上

以
以

０
０
．
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

５
０
０
０
０
０
０

Ｐ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
Ｇ

７
０
０
０
０
０
０

１
５
０
０
０
０

１
５
０
０

１
１

１
１
４
５

３
３
１
２



を補う役割を果たす段階にとどまっており，親企業に従属してその指図に従う

としても，親企業と同列の地位に立って一体的に管理・運営される段階にまで

はいたっていないものが多い。

日本の進出企業がアメリカのそれのように多国籍化することの可否は別とし

て，日本の進出企業が組織の点でも管理・運営の面でも脆弱性をもつことは，

これをいかに補強するかの課題を残しているといえよう。

４）進出企業の形態

進出企業の体質との関連において問題となるいま一つの特徴は日本企業につ

いては現地資本との合弁形態が圧倒的に多いことである。「過去’0年間のア

メリカの新規海外投資の６０妬は１０Ｕ扮持株の形であり，８筋から９妬がマ

ジョリテイ持株であり，７筋から８兜がマイノリテイである（残ワは持株関係

不明）。対照的に，日本の海外直接投資の同期間における比率はそれぞれ，２９

筋，３４９６，３７冊である。②」という。

②入江猪太郎縞：多国籍企業，’６ページ。

ブラジル進出の日本企業についてみるに，進出企業３８１件中，現地資本と

の合弁形態をとるもの（資本参加，買収を含む）１９８件で，半分強を占めて

いる。（ちなみに商社の単独進出５０件を除けばもっと大きい比率になる）

（東洋経済，’７５増刊，海外進出企業一覧より算出）。

日本の進出企業か合弁形態をとることが多い理由としては，資本や技術など

の点で単独進出するだけ強力でないということや，出発の時期が遅れ，進出先

のナショナリズムの拾頭に遭ってこれに適応する必要があったことなどのほか

に，積極的に現地資本を加えることの利点を利用する意図のあらわれでもある。

事実，合弁形態をとることによって極々の経営上の利便をえ，また現地におけ

る摩擦を回避するのに役立つことが多い。また，多くの進出先が一定期間内に

進出企業の進出先への委譲（ｆａｄｅｏｕｔ)を策していることを考慮に入れるなら

ば合弁方式の方が委譲過程を有効かつ円滑化する点ですぐれているといえよう。

しかし，少なくとも企業の海外活動戦略から柔れば，単独形態の方が有効であ

ることはいうまでもないし，また合弁に伴う種との困難や炊労も無視すること

はできないであろう。

合弁形態との関連において，日本の企業進出に特敵的な点として貿易商社と

の共同形態かある。前記持株比率について，日本の場合に持株比率が低いのは
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現地貸本のほかに商社との共同投資か多い結果であるとみられる。

商社との共同形態の多いことについては，「６大総合商社（三井，三菱，丸

紅，伊藤忠，庄商，日商岩井）のみをとってみても，日本の海外投資の’／３

程度（金額ペース）の案件について関連をもっている」（通産省，我国企業の

海外事業活動，昭和４９年版，８５ページ）と報告されておワ，これをブラジ

ル進出の日本企業３８１件に徴しても，商社との共同進出は１１１で３０儲弱

を占める（東洋経済，’７５増刊，前掲より算出）。

商社の参加によって，商社のもつオーガナイザーとしての機能を利用し，ま

た商社のもつ多面的なルートを通じて有効な情報を得るほかに，原材料購入や

製品販売上の便宜を得，さらに資金調達上の便宜を受ける等，多くの利点を加

えることができ，その体質の脆弱性を補強することになる。このように商社の

参加による利点は大きく，実際上，商社のイニシアティヴによって企業進出が

可能となったケースも少なくない。しかし，商社の参加によって進出企業の技

術や経営能力が補強されるとはかぎっておらず，さらに，商社主導の企業進出

については商社間の競争が企業進出にも反映してｏｖｅｒｐｒｅｓｅｎｃｅ問題に導き

易いことも留意せねばならないであろう。

以上のように，日本の企業進出についてはその出発の遅れと，送出元である

日本企業の資本力や技術水準の遅れが進出企業の種類や進出先を制約し，さら

にその体質の脆弱さに反映しており，商社の参加という日本に特有の形態をと

ることによってその脆弱性を補強しているということができる。

しからぱ，これからの日本の進出企業は如何なる方向に向って進むべきであ

ろうか。つぎにこれを環境の変化との関連で考察しよう。

４環境の変化と進出企業の進路

環境の変化との関連で進出企業の進路を考える場合，一見，相反する二つの

方向が予想される。その一つは企業体質を強化して多国籍企業化する方向であ

り，その二は進出先への同化を深め最終的には進出企業を親企業から分離する

方向である。

Ｉ）多国籍企業化の方向

日本の進出企業の多国籍企業化を促進する要因として，つぎの二点が挙げら
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れる。

その一は，進出企業の発展によって親企業がみづからの活動分野を調整する

必要か加わることである。当初は市場確保を目的に企業進出を行ない，当該市

場向け輸出に代替させるだけであったものも，海外の子会社の発展によって，

第三国市場のみならず，国内市場も子会社に護ワ，親会社はこれと競合しない

分野に活動を限定する例は，発展途上国向けの労働集約的産業の企業進出につ

いてその数少しとしない。今後ますますその範囲か拡大し，その程度が加わる

であろう。この現象は企業集団内部における国際分業の進化であり，国内の親

企業は海外子会壮の活動と親企業の活動を一体的に管理・運営する必要が生じ

てくるであろう。多国籍企業化の促進要因とみるゆえんである。問題は親企業

がこうした企業集団を一体的に管理・運営して，企業内国際分業を有効化する

能力をもつか否かにある。

その二は，資源保有国の現地製品化の要請である。最近，資源保有国かその

工業化推進策として現地で加工度を高める要請を高めつつある。海外資源開発

を子会社に担当させ，国内の親会社が製造・加工を担当していた企業は，次第

に海外に製造・加工部門を移して海外子会社の活動領域を広め，親会社の活動

領域を縮小せざるを得なくなるであろう。国内の環境問題や立地問題がこれに

拍車をかけている。海外子会社相互間ならびに子会社と親会社との調整の必要

のあることはもとより，進んではこれを一体的に管理・運営する必要が加わる

と染られ，多国籍企業化が促進されるであろう。問題はこのような状況のもと

で日本の親企業や進出企業がアメリカのそれのように多国籍企業化して一体的

にその活動力を維持し主上は強化しうるかの点にある。

海外市場を求めて進出をはかった産業が，みづからの海外子会社や発展途上

国の産業の発展によって，これに第三国市場や国内市場をも譲らねばならなく

なることについていえば，アメリカの先端産業の場合でも進出企業に国内市場

を譲っていることからみても自然な経過である。しかし，アメリカの場合には

親企業のもつ資本力や経営能力ならびに高い技術水準や技術創出能力と，進出

企業の基盤の強固さと単独形態をとっているという体質によって，よく内外

企業集団を一体化してその活動力を強化することができた．日本の進出企業に

ついても同様の途をとるものもあるであろう。とくに技術水準も高く販売能力

も強い産業についてはその能力もあり，すでに多国籍化しつつあるものもある。
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しかし，一般的にいって，既述のように国内の親企業の経済力や技術水準が劣

り，進出企業の地盤も組織も脆弱な日本の企業がよくアメリカ流の多国籍企業

に発展しうるかについては疑問がある。同様にして，資源志向型の企業進出に

ついても，現に進出している企業の地盤か脆弱で体質も弱く，とくに後発のハ

ンディキャップが顕著である。これがさらに進んで製造や加工部門にまで拡大

して，これらの海外活動を一体化して多国籍企業化しうるためにはなお多くの

試練を経なければならないであろう。

２）ナショナリズムの拾頭と外資規制

１９７Ｕ年代に入ってから発展途上国のナショナリズムか力を加え，とく

に７３年の石油ショックを契機に資源国の資源ナショナリズムが烈しくなった。

これとともに製造業についても投資国の主導性を制限する外資規制が厳しくな

った。これは一つにはすでに必要な外資の導入によって工業化が相当達成され

たという事情にもよると思われるが，これから工業化を進めようとする発展途

上国においてすら，外資の導入に制約を設け，さらに一定期限には完全に自国

化することを条件とするものが生じるなど，＋ショナリズムのきびしさが看取

される。

外賃に対する政策は国によって区とであワプラジルのように外資歓迎を基本

としている国かある反面，アンデス諸国のようにきびしい制約を付している国

もある。とくに注目されるのはアンデス諸国のｆａｄｅｏｕｔ方式である。すなわ

ち，ＡＮＣＯＭ（アンデス共同市場)諸国は１９７１年６月，共通外貨法を発効させた

が，それによれば，５)特定産業に対する新規外貨進出の禁止，（ｄ利潤送金の制

限（投下資本の１４筋まで）のほかに，㈹一定期間内に賢本の５１筋以上を現

地に譲ワ渡すといういわゆるｆａｄｅｏｕｔ方式を規定している（ペルー，コロン

ビア，チリ症１５年以内，ボリビア，エクアドルは２０年以内）。１９７３年

５月にメキシコか，また７３年１１月にアルゼンチンもほぼこれに準ずる外資

規制法を制定したので，現在ではブラジルを除くＬＡＦＴＡ諸国はほとんど

ｆａｄｅｏｕｔ方式をとっているわけである。

ラテン・アメリカ諸国にとどまらず，東南アジア諸国においても，工業化の

初期段階では無制限に外資を歓迎優遇したか，工業化の進展とともに次第に優

遇の対象業種を制限し，さらに現地資本の参加率を高めるなど規制や条件かき

びしくなってきている。資源国が賓源開発事業を自国化しようとしていること，
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また国によっては外国の進出企業を国有に移すなど，一連の自国化傾向か進展

していることは石油についてみられるとおワである。

こうしたｆａｄｅｏｕｔ方式ないし自国化政策は今後一層一般化するものと思わ

れる。もとより過度のナショナリズムによる外資規制策や自国化政策は,外貸の流

入を阻み，その国の縛済発展を遅らせることは明らかである。前述のようにＡＮ

ＣＯＭの厳しい外資規制策に同調したアルゼンチンでは，この点に省ふて１９７６年

８月１４日,新外国行本法を制定して外国資本を国内資本と同列に取扱うという極

端な自由化に転向したといわれ①（昭和５１年８月１６日，日本経済新聞)，ＡＮＣＯＭ

諸国でもその外賃規制の緩和か検討されていると報じられている（５１年８月８日

日本経済新聞）。

①新外餐法の要点はつぎの通りである。
’）外国の投貸家は国内投資家と同じ権利，義務をもつ。
２）国防，公衆衛生，運輸，通信，テレビ，ラジオ,新聞，雑誌，出版,電気，ガス，
金融，保険などへの投資は政府の事前承認が必要。

３）５００万ドル以下の投資,利潤の再投資,既存技費の1096以下の投資の場
合は事前承認は不要。

４）利潤の本国送金，あるいIま貸本の回収は投資後満3年後から可能。
５）外国貸本企業は，国内クレジット利用に関しては短期のものに限定され
るが，所定の条件に従って例外的に中・長期クレシットを利用できる。

このように，行き過ぎた外資規制やｆａｄｅｏｕｔ方式は反省され修正されるで

あろうが，一般的傾向としてはｆａｄｅｏｕｔ方式は今後一層拡大進展するものとj3Lて

よいであろう。ｆａｄｅｏｕｔ方式は，進出企業の親企業からの離脱を意味し，進出

企業と親企業とを一体化した多国籍企業化を挫折させることになる。既述のよ

うに日本の進出企業は現地資本との合弁形態をとることか多く，企業体質とし

ては単独形態に比して脆弱であるが，順次委麺するについてはその過渡段階を

円滑にする長所をもっている。合弁形態は多国籍企業化には不利であるとしても

ｆａｄｅｏｕｔに対しては有効であるといえるであろう。

ｆａｄｅｏｕｔとの関連において，商社との共同形態は特有の利点をもつ｡元来発

展途上国では生産部門に対し販売購買などの流通部門の遅れかあり，とくに国

際的な取引網や情報網の整備には今後さらに長年月を要するであろう。したが

って,生産部門についてのｆａｄｅｏｕｔが進行し，最終的に完全に委譲され尽した場

合でも，商社機能への依存は残るであろう。石油産国がｕｐｓｔｒｅａｍを国有化して

もｄｏｗｎｓｔｒｅａｍについては〆舜一に頼っていることからみてもこの予想は必ずしも架空
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ではないであろう。とくに日本の商社の機檎のすぐれていることからすれば，

日本商社の貢献の余地は残される。この場合，当該商社か企業進出の当初から

共同参加しており，現地貸本とも縁故関係か密であるとすれば，現地資本がか

つての共同経営のパートナーであった商社を利用することは自然であり，また

これによってみずからに欠けた部分を補強することかできる。かようにして商

社はその多面的な機能を通じて，漸進的な委譲期間はもとよワ，貸本委譲の完

了した後までも現地資本（企業）と日本資本（親企業）とを結ぶ有力な紐帯と

しての役割を果たすことが期待されるのである。

5．結び

以上のように，日本の企業進出の特徴は立遅れにあり，そのことが進出業種に

ついては労働集約的でi進出先については発展途上国を主とするという特異性となって

あら」コケした｡立遅れの背後には日本経済や親企業の経済力や技術水蝕の遅れが潜ん

でｺﾞsワ，進出能力をもっていたのは主として労働集約的部門であったということになる。し

かもこれらの労働集約的産業部門でさえ,進出能力が十分に強いというわけでなく，進

出先のナショナリズムの拾頭という事情もあって'進出先の現地優本との合弁形態ない

し,商社との共同形態という形でその能力を補強する必要があった。

現地貸本との合弁は単独形態に比べて企業経営的には企業の験理を貫ぬく上で

障害があり，多国籍企業化するためには困難を内包する。しかし,現地での摩擦を緩和

し,企業の現地適応をI±かる上でＩま利点をもち,貸本を順次委麺する際には過渡期間

を有効に推移させる便益をもつものと考えられ,将来にわたってfadecut方式が一般化

するものとすれば,当初から合弁形態をとって委譲過程に備えることも適切であるといい

うる｡商社との共同形態は日本の企業進出にとって特散的なものであり，今後にお

いても商社機能の活用をはかることが日本の企業進出の課題であると考えられ

る。それは商社機能を加えることによって，製造企業単独ではばかりえない多

国繍的活勤を可能にするし，他方では資本の順次委鏑に際しても週渡期間を円

滑にしうるだけでなく,委譲完了後も,実質的には商社機能の利用を通じて，進出先企

業と親企業ないし,進出先と日本とを結ぶ紐帯となりうるとj承られるからである。

以上は主として発展途上国向汁企業進出についての考察であるが，日本の企

業進出については先進国向け企業進出の薗要性も看過してはならない。しかし

ここではこの面へは立入らないでおく。（昭和５１年８月３１日穂）
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