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ブラジル経済

ラテン・アメリカ経済について発表される著書，論文はブラジル，メキシコ

に関するものが圧倒的に多い。第１１～１２号でブラジル経済をとりあげたが，

その折洩らしたもの，あるいはその後に発表されたものも多々あるので，今回

再びブラジル経済に関する以下の論文をとりあげる。

①谷口逸彦「鍛近のブラジル経済事情一石油危機以後のインフレと対外債

務について」（ＣＯＳＭＩＣＡ１９７８Ⅷ，京都外国語大学）

②富野幹雄「ブラジルにおけるコーヒー価格維持政策－１９０６年～１９３９

年一」（アカデミア第２３号１０９集，１９７６年２月，南山大学）

③富野幹雄「ブナジルのコーヒー生産の消長をめぐる諸問題－第二次世界

大戦までの期間一」（アカデミア第２９号，１２７集，１９７９年２月）

④富野幹雄「ブラジルにおける国内移住現象－その主要な原因と結果一」

（ラテン・アメリカ論集第１３号，１９７９年）

⑤小池洋一「ブラジルの企業金融」（アジア経済第２１巻第７号，１９８０

年７月）

⑥西島章次「比較優位構造と貿易政策一ブラジルの工業製品輸出について

-」（世界経済評論第２１巻第１２号，１９７７年１２月）

⑦西島章次「ブラジルの工業製品輸出決定因について」（ラテン・アメリカ

論築第１１－１２合併号，１９７８年）

⑧西島章次「ブラジルの製造工業における代替弾力性の推定」（国民経済雑

誌第１３９号第６号，１９７９年６月，神戸大学）

⑨西島章次「ブラジル製造業に肴ける賃金格差構造とその規定因について」

（神戸大学経済経営所年報第３０号（１）１９８０年）

⑩加賀美充洋「第１０章ブラジルル坂梨昌保・林俊昭縞『発展途上国の肥

料産業』（アジア経済研究所，１９７９年）
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⑪加賀美充洋「ブラジルの自動車産業」（年次経済報告一ブラジル，１９

７８－，アジア経済研究所，１９７９年）

⑫加賀美充洋「ブラジルの繊維産業」（年次経済報告一ブラジル，１９７９

－，アジア経済研究所，１９８０年）

⑬加賀美充洋「電気通信の経済効果分析一ブラジルの事例一」（アジア経

済，第２０巻第４号，１９７９年４月）

①（谷口逸彦）は石油危機以後のブラジルにおけるインフレ過程と対外債務

について論ずる。

インフレの原因として，輸入価格の高騰，賃金の上昇，金利コストの上昇，

通貨膨張，投資の懐妊期間，国民のインフレ慣れをあげる。輸入価格の上昇は

直接にインフレのコスト・プッシュ要因と煎る。労働者の大部分は労働生産性

の低い単純労働者で，生産性の向上を上まわる高率賃上げが行なわれている。

金利は実質的に５０～６０％にのぼり，企業のコストを増加させる。計画的域

投資のほか天候現象による農業生産の減少に対して緊急融資を行坑い，通貨膨

張の原因をつくっている。発電所建設への投融資疎ど資本の懐妊期間の長いも

のが多いこともインフレ要因をつくりだす。インフレが長期にわたったので，

インフレ意識が国民慣習に根付いており，思惑在庫，換物志向が強く，インフ

レ．ヘッジを心掛けるようになった。他方，食料が豊富で安く，季節の変化が

小さいので衣服は少煎<ですみ，住宅については政府系金融機関による融資が

行江われ，失業率も低いことがインフレの国民生活に及ぼす影響を軽減してい

る。

インフレに対しては財政の均衡，金融引締めにより抑制をはかった。そのも

とで外資導入による資本形成が「ブラジルの奇跡」を実現したが，石油危機後

１９７５年にスタグフレーション様相を呈し，再び金融引締めを強化した。

次いでインフレが対外債務に及ぼす影響を分析する。輸出については，為替

切下げ直後に輸出為替の銀行持込みが増加する。輸入に対して切下げの影響は

小さい。外資流入に対してインフレは不利な影響を与えるが，有効江へフジが

できるまで外貨を保有できるので，切下げによる不利の克服をはかっている。従

ってインフレが外貨の流れに及ぼす影響は為替の下落を通じてでは範〈，イン

フレそのものが国内貯蓄を減じて外貨導入に向わせ，ブラジル経済の正常煎循
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霞を害し，国民経済の健全性を脅やかし，対外信用を低下させることにある，

という◎

対外債務についてブラジル政府は脆弱性指数を重視している。これは外貨の

流入が止った場合を想定し，外貨準備から先ず輸入の３カ月分を確保し，年間

元利支払に充当してなお残る分が輸出の何％に当るかを表わす数字である。こ

の率を高めるため政府は外貨準備をかなり高い水準に維持しようとするであろ

う。国際的信用度については，ブラジルのような大資源国では政治，社会秩序，

経済運営さえ正常であれば，鐘終的には懸念を要しない，という。それは，第

１に貿易収支が基調的には均衡線上にあり，政治的，社会的安定性の存在を考

えれば長期的には信頼虞が高い゜第２に，国際的協調関係も好ましい方向にあ

り，米国を王導とする先進諸国は投融資対象としてのブラジルの価値，重要性

についての評価を変えておらず，その将来I主を引続き期待しているからである。

万一リスケジュールの必要がおきても，先進諸国がそれによって俄かに投貸態

度を変えるとは考えられない。長期的観点から，国際的機関や各国政府は世界

的視野や政治的配慮によって追加的融資に応じていくであろうし，民間企業，

民間銀行に至っては更に長期的世界的戦略視点に立ってブラジルに於ける地歩

・基盤の確保，拡充を意図し，活発に活動を続けるであろうとみる。

以上に①の概要を述べたが，ブラジルに駐在した銀行員の立場でブラジル経

済をみた執筆者独自の視点が明瞭に示された瞼文である。経済統計を並べるに

とどまらず，統計の奥にあるブラジル人の経済観念，ブラジルに対する先進国

の思惑を考慮に入れて経済動向を予想し，いわゆるカントリー・リスクの問題

に答を出している。インフレの要因を分析するに当り，本論文に指摘される諸

要因の背後にあるブラジル経済社会の騨造的条件の解明もほしいところではあ

るが，金融的側面においてとりあげられる問題について専門的立場から論じた

ものとして意味のある論文である。

②③（富野幹雄）は第二次世界大戦までのブラジルのコーヒー生産状況とそ

の問題を論ずる゜．

③は帝政期，共和制期に分けてコーヒー生産状況を述べる。帝制期にリオ・

デ・ジャネイロ州に始ったコーヒー栽培は土地の早期疲弊と浸蝕により，さら
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に農業の技術水準が低いためコーヒー樹の生産年令が縮小したことにより衰え，

生産地は他に移動した。１９世紀後半にはサン・パウロ州に移り，自由労働と

機械を用いた。共和制期に入るとサン・パウロ州の生産が鰯進し，自由労働者

が導入された。これが賃金方式を，ひいては貨幣の使用を普及し，工業化にも

有利に作用した。コーヒーは生産過剰から価格が低落したので，サン・パウロ

州政府による価格維持と保護措適がとられるが，それが限度に達するとコーヒ

ー樹の廃棄のみが有効な対策となる。ブラジルのコーヒー産業は価格の低落に

悩まされたが，生産と雇用の減少には至らなかった。政府のコーヒー生産者に

対する所得維持政策は国内向け商品生産者を有利にし，工業化過程を推進する

に寄与した。

このサン・パウロ州におけるコーヒーの価格維持と保謹措置が②で論じられ

る。コーヒー生産は初めから生産過剰という問題をかかえ，その解決をはかる

ため政府が介入を繰返した。政府による市場への介入が大規模に行なわれたの

は１９０６年（第一次介入），１９１８年（第二次介入），１９２１～２４

（第三次介入）であった。世界恐慌期のコーヒー市場，連邦政府による市場介

入を述べた後，国際協力による生産調整について第二次世界大戦勃発までの状

況が述べられる。

ブラジルは第二次世界大戦後大規模な工業化を開始したが，その基盤となっ

たものはコーヒー産業である。工業化を進めた時代のブラジル経済については

屡々論じられ，優れた論文がみられるが，コーヒーの国と呼ばれるブラジルの

コーヒー時代の経済についてはわが国で紹介されてもいないし，論じられるこ

とも少ない。上記２つの論文は，工業国ブラジルを生みだしたコーヒー時代の

ブラジル経済をとりあげ，そこに生じた問題と対策を論ずるわが国では数少な

い論文である。②はブラジル政府のコーヒー価格維持政策の推移を述べた後，

「むすび」においてコーヒー政策がブラジル経済に及ぼした影響を論じている。

特に最後に長期的な視点から要約してあるが，これは本論文においてきわめて

重要な問題であり，要約にとどまらずより詳細な論証がほしいところである｡

③においても３－３項で，工業化過程の推進を可能にした状況を分析し，３点

に要約しているが，この分析は新たな経済活動すなわち工業化の台頭を論ずる

この項の中心課題である。他の箇所でも同様の指摘がなされるが，総じて諸現

象の因果関係をより具体的かつ明確に説明することが望まれる。
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②③は同じ時代，同じ現象を扱い，相関関係も深いものであれば，むしろ１

つの論文になることが望ましい。説明の足りない部分も補ってコーヒー経済の

発展に関する総合的な論文とすれば，わが国のブラジル研究におけるユニーク

な業績となろう｡

④（富野幹雄）はブラジルの国内移住に関する論文である。第２章で国内移

住の状況を概観し，第３章で国内移住の原因を明らかにする。その結果として

第１にあげられるのは雇用構造の変化である。第一次産業が減少し，第二次な

かんずく第三次産業が増加した。第２に都市人口の増加が著しく，都市化の現

象を促進したことである。畿後に，国内移住が都市の社会費用の負担増をもた

らすことについて，必ずしも全面的に正しいとはいえないという。ある移住者

にとってサービス部門で得られる所得は農村地域にとどまる場合に比べて高い

場合が多く，第三次産業の大部分を非生産的ときめつけることはできないとす

る。それにもかかわらず都市への急激な人口移動が都市に種点の問題をひきお

こすとともに労働力の流出した後進地域の発展を一段と遅れさせ，社会・経済

構造の歪みの是正を困難にし，国民経済全体の連帯性を危機にさらす危険をは

らんでいる，ことを指摘する｡

国内移住から生じる第三次部門就業者の増加は非熟練労働力が都市に滞留す

ることに問題があり，政治的，社会的不安の原因になる。サービス産業部門の

積極的役割を指摘するだけでは説明できない問題があり，執筆者も国内移住が

「都市に種々の問題をひきおこす」と表現している。その評価は種々の側面の

比較考量を必要とし一概にきめかねる問題である。それはともかく国内移住と

いうブラジルの経済社会に重要な影響をもたらしている問題をとりあげ，詳細

な資料を示して分析したことの意味は大きいといえよう。

⑤（小池洋一）はブラジル企業の資金調達手段に関する研究であって，１９７０

年代に生じた従来の内部金融を主とした金融方式から外部金融なかんずく間接

金融方式への移行を論ずる゜この変化は１９６４年以降のブラジルの金融面で

の改革を背景にして進行した。それはインフレの抑制，金融組織の改編，通貨

価値修正制度の導入を柱とし，金融市場を有効に機能させ，企業の資金需要に

応じうる体制をつくった。その結果，それまでの内部金融を中心とした企業の
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資金調達パターンに変化を生じ，間接金融優位の資金供給システムが形成され

た。内部金融中心の資金調達の伸びは基本的には利益の内部蓄蔵の伸びによっ

て決定され，経済成長の要求に答ええない。直接的金融なかんずく株式発行に

よる資金調達は，ブラジルで株式会社制度が十分に発達していないため，特に

投機証券としての性格が強いので，企業に必要な資金を調連できなかった｡こ

のため企業の必要資金の調達を銀行借入れを中心とする間接金融に頼らざるを

えなくなった。

間接金融を可能にしたものは１９６４年以降の金融改革で実施された長期資

金の調達方法であって，一つは金融資産に対するインデクセーション，他は強

制貯蓄基金の創設である。企業の資金需要が内部留保の限度をこえたときに，

企業は外部金融なかんずく間接金融への依存度を強め，それがブラジル経済の

高成長をもたらした。しかし間接金融方式にも弊害はある｡それは財務リスク

と低利融資システムの問題であるという。低利融資システムは－種の補助金で

ふるが，これが財政に組み込まれず，その資金調達のために国債を発行し，通

貨の増発をもたらしたという。

企業金融方式が内部金融から間接金融に変化したという現象は，単なる制度

の変化ではなく，ブラジルの経済構造の基本的条件の変化を暗示している。執

簸者も今後の問題として，実体経済を含めてブラジル経済の高成長のメカニズ

ムをトータルに把握する必妄があることを認識しているように，企業の内部留

保利潤で成長のための資金を調達するという初歩的な形から経済撫櫛のなかで

この問題を解決するという方向に変ったのである゜との重大な変化に着目した

本論文の意義は大きなものであり，執筆者が指摘するようになお多くの調査課

題が残されてはいるにしても，その研究が一層深められることを期待したい。

なお一言付け加えるならば，外資の役割について，国内貯蓄の不足を補うも

ので，あくまで補完的な役割が与えられているに過ぎないとし，外国からの資

金調逮にはふれていない。国内金融資産に占める外資の比率は最近低くなって

いる。しかし外資を利用する企業は比較的規模が大きく，市場支配力が強い企

業であり，総体としての比率が低いとしても国民経済の発展に及ぼす役割は大

きいのではなかろうか。

また間接金融の問題として低利融資システムの問題をあげる。低利融資シス

テムが通貨価値の安定を実現するために必要な通貨当局の独立性と自立性を損
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なったというが，これはむしろブラジルの財政・金融制度そのものの問題であ

ろう。低利融資の原資を国債発行などで調達し，財政に含めないので，均衡財

政も名目'ことでまるものとなっている。中央銀行は存在するが，先進国で一般

に行なわれている中央銀行制度からみると不合理な点が多く，ブラジル銀行な

ど政府系銀行との関係が整理されていない。このような財政・金融制度が低利

融資システムを問題のあるものにしているように思われる。

⑥（西島章次）は，ブラジルにおいて１９６０年代初めから輸入代替による

工業部門が成長を王導する役割を失い，その半ば頃から工業製品輸出が活発に

なったことに注目し，この種の工業製品輸出が比較優位構造をもつかどうかを

分析している。

第二項でブラジルの工業製品の比較優位榊造をｌＢＧＥの工業センサスの

ｓｋｉｌｌｉｎｄｅｘとハフパウアーのskiIlindexを用いて分析し，次の結論を出し

ている。第１に，skiIIcontentは１９６８年には世界のすべての国に対して

輸入が輸出を上まわる。しかし１９７３年になると，ＬＡＦＴＡ諸国に対して

のみ輸出が輸入を上まわる。第２に，１９６８年から１９７３年にかけてｓｋｉＩｌ

ｃＯｎｔｅｎｔに変化を生じ，対世界輸出で未熟練労働集約財の比較優位を高め，対

ＬＡＦＴＡ輸出では熟練労働集約財の比較優位を高めた。skiIlcontentの高

い重化学工業製品の輸出では対世界輸出のシニアーは低いが，対ＬＡＦＴＡ輸

出のシニアーが上昇しているという。

第三項ではｓｋｉｌｌｃｏｎｔｅｎｔの変化に件なって比較優位構造の変化をもたらし

た原因を究明する｡このため熟練労働集約度と関税保護率，税制上の優遇政策

との関連を相関分析により検討し，熟練労働集約的な産業ほど関税保護率は低

く，関税保護はむしろ未熟練労働集約産業を保護しているという゜税制上の優
遇措圃についても同様の傾向を示している。従って対世界輸出については関税

諸税制上の優遇措歴によって未熟練労働集約産業が伸びている。他方，対ＬＡ

ＦＴＡ輸出について熟練労働集約財が伸びている理由としては,関税，諸税制

上の優遇措置を受けていないことからみて，一つにはＬＡＦＴＡ内で最も先進

的な工業榊造をもっていること，二つには多国籍企業が工業製品輸出に関与し

ていることをあげる。

本論文はブラジルの工業製品輸出が近年増加した現象について計避分析を試

－３９－



みたものであり，計還経済学の方法を活用したブラジル経済の解明として評価

される。その結論は種々の角度からの分析とほぼ一致し，納得できるものであ

る。しかし対ＬＡＦＴＡ輸出において熟練労働集約財のシニアーが高い要因と

して，ブラジルがＬＡＦＴＡ内で岐も先進的な工業構造をもつことをあげ，第

４項の結語でも，未熟練労働集約財から熟練労働集約財へ比較優位を転換する

には，その過渡的段階として，多国籍企業と並んでＬＡＦＴＡが重要である，

とする。このＬＡＦＴＡ内で最も先進的な工業構造をもつというのは生産性が

高く，輸出競争力が強いということであろうか。またＬＡＦＴＡが重要である

というがどういう点で重要なのか，もう－歩進んだ解明がほしいところである。

⑦（西島章次）はブラジルの工業製品輸出拡大を決定した諸要因を回帰分析

により定量的に解明する。その要因はＡ・Ｇ・Tyler`ManufacturedExport

ExpansionamdlndustrializationinBrazil,，および西向嘉昭「ブラジルの

経済成長と工業製品輸出」において重視されるものであって，工業生産の拡大，

為替レートの小刻み切下げ，工業製品輸出に対する税制上の優遇措置，不況効

果，ＬＡＦＴＡ効果をあげる。１９６８－７２年についての推定結果をみると，

(1)工業製品輸出供給は価格で敏感に反応し，為替レートの切下げは有効であっ

た，(2)税制上の優遇措置は有意であった，(3)不況効果は有意であるが，影響力

は小さい，(4)ＬＡＦＴＡ効果は有意でない，(5)工業生産の拡大による生産性の

上昇は輸出に反映している，ということである。

本論文は⑥とは異なる定量的アプローチで工業製品輸出拡大の要因を分析し

たものであり，種々の方法を用いて分析を正確化する試みが行なわれているこ

とは研究の進歩を物語る。西島氏が⑧⑨でも定量分析の手法を駆使してブラジ

ル経済の研究に新分野を開拓していることは高く評価される゜ただ気になるこ

とは輸出拡大を規定する諸要因を計鑓するに当ってそれを代理する指標が適切

かどうかの問題である。例えばＬＡＦＴＡによる貿易拡大の最良の指標は各期

の関税譲許件数は１９７６年に１１，１６４件であるが，１９６４年にすでに

８．２４８件に達しており，その後の進展は運をとしていた。従って各期の関税

譲許件数でＬＡＦＴＡの効果を測定するなら，１９６５年以降は著しく低下す

ることになる。しかし１９６４年までの護許件数の５３．２％に当る４．３８９件

は化学工業品，金属とその製品，機械類，電気機器およびその部品である。従

－４０－



って当初実現された関税譲許は，新たな譲許がなかったとしてもその後の工業

製品輸出に大きな役割を果したと考えられる。特に上記重化学工業製品がＬＡ

ＦＴＡ地域に輸出され，その伸長が著しいのであるから，当初の関税譲許の意

義を評価するべきではなかろうか。そうであるとすれば各期の関税譲許件数を

ＬＡＦＴＡによる貿易拡大の指標とすることに疑問を生ずるのである。

他の問題は工業生産の拡大が規模の経済，生産性上昇を可能にし，コスト・

ダウンと品質の改善による輸出競争力を達成するものとして重要と考える点で

ある。それは一般論としては成り立つが，ブラジルという特定の国を対象とし

て同じ推定をなしうるのかどうか。近年ブラジルの工業に生産性の高いものが

あらわれたことは事実であるが，過度の保護のもとでの輸入代替工業化により

効率が悪い部門も依然として存在しており，工業生産の拡大から輸出競争力の

強化を推定するにしても程度の差が出てくると思われる。

⑧は，開発途上国の経済開発過程で雇用吸収の不足が問題になるが，その原

因について論ずる。その原因として２つの考え方がある。一つは利用可能な技

術が先進国で開発された先進国の要素賦存比率に適合したものであるにすぎな

いこと，また外国系企業も本国での技術をそっくり移転させる傾向にあること

から実現される技術は資本集約的偏向をもち，中間技術の開発も困難になり，

雇用吸収は不十分になるという。他は生産技術の選択には要素価格比率が重要

であるとし，生産要素市場において労働の価格が相対的に高く，資本の価格が

相対的に低くなるようなデイストレーションが存在すれば，生産技術の資本集

約的偏向を生ずる。ラテン゜アメリカの工業化においては，一般的に，投資を

促進するために資本市場に政策的介入がなされる一方，労働者に対しては歴史

的に社会保障制度が整備されているので，資本の価格は相対的に安く，労働の

価格は相対的に高い。従って企業はより資本集約的技術を選択し，現地の要素

賦存比率に適さないものとなるというのである。従って前者は資本と労働の間

の代替性は存在しないか，もしくは，極めて小さいことを前提とし，後者は資

本と労働との間の代替性が十分に大きいことを前提とする。本論文は以上の対

立する議論に解答を与えるには，生産技術（資本・労働比率）の選択において

要素価格比率がどれ程の重要性をもっているかを実証することが必要であると

し，資本と労働の間の代替弾力性を推定しようとする。この推定にどのような
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計量方法を用いるかが本論文の王体となり，結論としては産業全体としての代

替弾力性が１つであるという仮説のもとで後者を支持している。

⑨はブラジルの製造業における産業間賃金格差の規定因を計量的に分析する。

まず日本の製造業に関してその産業間賃金格差構造を，特に回帰分析を用いて

分析した代表的研究を検討し，それにブラジルの特質をあわせ考えてブラジル

の賃金格差規定因を決定する。それは付加価値生産性，市場支配力，企業規模

分布，労働者の属性（以上日本，ブラジルに共通する要因），労働組合の影響

力が小さい，外国企業の役割が大きい，地域間格差が著しい，保護政策の残存，

離職率が高い（以上はブラジルの特質）というものである。これら規定因を統

一的に理解するための理論として古典的な市場需給説を採用する。それに従っ

てモデルと説明変数が作成され，計測が行なわれる。結論として賃金決定理論

は，ブラジルにおける特徴を前提に妥当するとのことである。

⑧⑨とも論文の主体は計量分析にあり，問題はその手法に関するものである｡

統計はブラジルで作成された資料を用いるが，特にその質的内容を問題にして

はいない。従って本稿ではこれ以上の論評は差し控えたい。

⑪（加賀美充洋）は自動車産業の発展過程を述べ，現状を分析する。部品エ

業〕販売，修理，タイアの交換などのサービス業，鉄鋼の供給などの関連産業

にも言及し，最後に自動車産業が輸入代替に成功し，さらに輸出をも増加させ

た原因として，政府の育成策，外国資本の役割，企業家精神をあげる。

政府の役割としては，公共投資によるインフラストラクチャーや基礎産業部

門への投資と壌境作り，輸入規制，関税障壁による輸入代替工業の育成,国産

化率の指定，工業製品の輸出振興策一税制上の恩典特にＢＢＦＩＥＸ制度一

があげられる｡

外国資本についてブラジル政府はその流入を歓迎しており，特に自動車工業

においてその役割は大きい。部品工業についても同様である。外資によって発

展した自動車産業は雇用を創出し，所得水準を高め，財政収入にも寄与した。

しかし外資についてはその弊害も考えなければならない。利潤等の海外送金に

よる国際収支の悪化，資本と技術の外国への従属，国内企業の発達を妨げ，需

要に歪みを生ずることがあげられる。海外への送金は１９７４年に自動車産業
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全体で，投資所得，技術科支払い合計で５８５０万ドルである。自動車および

部品の輸出入を加えた総合収支では’徳’４４１万ドルの赤字である。しかし

１９７５年以降財の収支は黒字に転したのでブラジルの国際収支に及ぼすマイ

ナス効果は小さくなった｡

企業家輔神については、自動車産業は外国資本により育成されたが，各企業

は政府の方針に従い，国情に合った自動車の開発に努力し，コスト・ダウンに

貢献したことを強調する。自動車組立ラインは年産２ｏ万台に達すると一応規

模の経済を享受できるという。フォルクスワーゲンは１９７０年に２３万3000

台を生産し，その水準に到達した。１９７０年頃からブラジルの自動車産業の

労働生産性は向上しており，ヨーロッパとほぼ同じ水準にある。また利益も増

加し，海外送金が増加している。

最後に問題点と今後の課題として，ガソリンの節約（アルコールの混入），

公害問題，内製化の問題に言及している。また将来の展望として，ブラジルの

自動車の普及率（１９７７年に１０００人当り６０台）からみて自動車産業の

将来性は非常に明るいとみている。

ブラジルの自動車産業は輸入代替工業として成功を収め，さらに輸出を伸ば

しており，ブラジルの工業国としての成長の最先端を行く産業といえる。本論

文はこのような自動車産業について十分なデータを提供するとともに，その発

展過程に分析を加え，中進国として成長しつつあるブラジル経済の実体を解明

している。特に収益状況，労働生産性について分析し，規模の経済を享受しう

る水準を明らかにした。この水準は欧米諸国の自動車工業についての調査とほ

ぼ一致しているが，ラテン・アメリカの特殊な条件が規模の経済に対してどう

作用するかが明らかにされるならば，ブラジルの自動車産業の研究として完壁

なものになろう。

⑩（加賀美充洋）は⑪⑫と同じく，アジア経済研究所の経済開発プロジェク

ト・チームがとりあげた発展途上国の産業調査の１つであって，ブラジルの肥

料産業をめぐる諸問題の分析である｡､ブラジルにおいて肥料使用は１９５０年

以前はごく限られたものであったが，１９５０年代から徐点に使用され始め，

１９７０年代に爆発的に伸びた。肥料需要は農地が土地条件の悪い所にも拡大

されたこと，土地生産性を高める必要の認織，大豆，サトウキビなどの生産増
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加による農業の多角化を反映して急激に増加した。これに対して生産が追いつ

かないので輸入への依存度が高い。自給率は窒素，燐酸，カリとも５割を下ま

わり，肥料輸入は国際収支に悪影響を及ぼす。このため政府は化学肥料自給計

画を作成し，増産に努力している。しかし石油危機の影響を受けて，化学肥料

自給計画の達成も遅れているという゜本論文はブラジルの肥料産業の現状につ

いての詳細な資料であり，本産業をみる上にきわめて有用である。

⑫（加賀美充洋）はブラジルの繊維産業の分析である。ブラジルの繊維産業

の発展を歴史的にみた後，その現状を分析し，生産状況，輸出入，原料事傭に

ついて述べている。生産費の国際比較を行なっているが，それによると西ドイ

ツ市場でブラジル製品は韓国製品と並んできわめて低い価格がつけられている。

ブラジルの繊維産業設備はその人ロからみてまだ小さい。従って需要は一層増

加すると思われ，繊維産業は今後も成長を期待できるという。海外市掲をみれ

ば，先進国の繊維産業が労賃の上昇により不利になり，中級品については中進

国から輸入する傾向にある。ブラジルの繊維製品は第二次世界大戦中から戦後

初期にかけ，近隣諸国からアジア,・アフリカに輸出されたが，間もなく衰退し

た。最近ブラジルの繊維製品は国際的水平分業の一興をになって再び輸出が増

加しており，世界の貿易樽造の変貌過程での中進国の役割を示している。この

意味でブラジルの繊維産業の将来は注目されるという。本論文は生気を失った

かにみえるブラジルの繊維産業の新しい動きに藩目し，その将来性を展望して

おり，中進国ブラジルの工業の－側面をかいまみることができる。

⑪（加賀美充洋）はブラジルについて所得と電気通信網との関係を分析する｡

情報化指数を作成し，その指数と生活水準の上昇との相関々係を明らかにしよ

うとするのである｡電気通信網の整備がもたらす直接的効果として，情報伝達

が完全に行なわれ市場が競争的になることがあげられる。それに伴なって在庫

操作が容易になり，在庫期間が短縮され，次いで流通を円滑化し，経済圏を広

域化するという間接効果が生れるとする。これを計獄化し，情報量，コミュニ

ケーション・メディアの特性（電話機，ラジオ，テレビの数），通信主体の水

準（第３次産業従事者，高等教育機関在学率），情報係数（個人支出中の雑費

の比率）などを総合して情報化指数を作成する。
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情報化指数はブラジルで１９６０～７５年間に年平均９％の成長率を示して

いる。電気通信投資が情報化水準を引上げ，技術等の情報がこれらメディアを

通して経済活動に活用される状態をモデルで分析した。電気通信投資の投資乗

数は５．４６となり，１億クルゼイロの電気通信投資で情報化水準は１９７０年

を１とすると0.009上昇するという。直接的な情報化指数の生産拡大効果は

１ポイントにつき約５６０億クルゼイロ，通信投資の所得弾力性は大きくて

1．３１（１９７５年）と推定している。

電気通信の普及が経済成長にどのような影響をもたらすかの分析である。こ

の種の研究は未開拓の分野であり，その方式も一般に確立されたものではない。

本論丈執筆者が自ら考えだした独創的な手法といえる。傭報化指数の作成につ

いてはなお研究の余地が多いと思われるが，ともかくこの種の手法を考えだし

た執筆者の着想と努力に敬意を表し，今後もその研究を一層発展させることを

期待したい。

以上に最近のブラジル経済に関する論文をとりあげたが，ブラジル経済につ

いての異色の研究が謎出したことは大変喜ばしい。従来のブラジル研究が住と

海外の文献の翻訳ないしその紹介にとどまっていたことを考えると，漸くその

殻を脱し，独自の問題意識と方法論をもって，特に新進の研究者が独創的な論

文を多数発表するようになり，ブラジル研究も新時代に入ったかの感を深くす

る。この方向の今後の糖進と発展を切に祈る次第である。
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