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①（西島章次）

１９６８～７３年にブラジル経済は「奇跡」と呼ばれる高度成長を実現したか，

１９７４年以降は成長率の鈍化，国際収支の不均衡，対外債務の累積，超インフ

レを再現するという深刻な経済的困難に直面している。このようなブラジル経

済を分析する視角として，石油ショックや世界景気の後退という外生的要因の

みでなく，ブラジル経済の工業化過程そのものに内在する要因に焦点を当て，

工業化過程とくに高度成長期における工業化過程を再検討することが必要であ
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る。このため本書は主として高度成長期に内在する諸問題を対象として分析を

行なっている。

第１部はブラジル経済の工業化過程を検討し，第１章では高度成長期の基本

的問題を明かにする。第２章は基本的問題のいくつかについて産業連関分析に

基づく実証分析を行たう。第Ⅱ部は所得分配問題をとりあげ，第３章では産業

間賃金格差構造とその規定因を，第４章では資本と労働の代替弾力性をとりあ

げる。第Ⅱ部は工業製品輸出を論じ，第５章では比較優位構造と貿易政策，第

６章では工業製品輸出の決定因，第７章では工業製品輸出の基本的原理を論ず

る｡

以上の高度成長期の諸問題について計量的アプローチからの実証分析を試み

るのであるが，第１章で，高度成長期の基本問題についての著者の問題意識を

述べ，次のような仮説を設定して第２章以下での分析のねらいを明かにしてい

る。

(1)高度成長期には，輸入代替工業化政策から輸出志向的工業化政策への転換

を背景にｊ高度成長はたんに景気循環過程の上昇局面に対応していたにすぎな

かったので，産業構造の高度化は進展せず，むしろ非迂回的な生産技術構造の

変化を伴なった。このことは国際収支不均衡の構造的要因となり，高度成長期

以降の経済的困難の基本的要因とたった。

（２）１９６０年代から高度成長期に先んじた時期における階層別所得分配の急激

な変化はむしろ高度成長期の必要条件であった。すなわち所得分配の悪化が耐

久消費財への需要を高め，これが高度成長期の需要面からの支えとたった。

(3)階層別所得分配の規定要因として，産業の特性や生産物市場，労働市場に

おける競争の不完全性など工業化過程の基本的特質があげられる。これを明か

にするには産業間の賃金格差構造からの分析が有効である。

(4)資本と労働の間の機能的所得分配の変化の方向に関する問題と‘雇用吸収

不足の原因に関する問題に対し，資本と労働の間の代替弾力性の値を推定する

ことにより間接的な情報を与えうる。

(5)工業製品輸出における比較優位構造と貿易政策との関係には，通常の比較

劣位産業に保護が与えられるというパターンとは対照的に，比較優位産業に多

大の保護が与えられるという逆のパターンがあった。

(6)工業製品輸出が急速に拡大した背景の１つには輸出供給態度，能力につい
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て高度成長期前と高度成長期の間には明確な差異が存在しており，このことが

輸出供給関数の構造的変動に反映した。

(7)工業製品輸出を可能にした基本的原理は，外国企業や国営企業の独占的市

場支配や保護政策の残存を背景に，産業レベルでのいわゆる価格差別に基づく

輸出行動（ダンピング）であると考えるのが妥当である。

以上の高度成長期についての著者の問題設定に対して第２章以下で詳細な分

析が行なわれる。第２章以下の論文はかつて諸種の雑誌に掲載されたものであ

り，本誌第１４号（１９８０年）の学界展望欄においてとりあげたので，本稿で

は言及したい。しかし上述の高度成長期の基本問題が相互にどのように関連す

るかおよび総体としてのブラジル経済の発展分析にどう位置づけられるかは必

ずしも明確でない。これについては著者も本書で扱いえなかった問題として指

摘しているように，今後の課題であろう。それにもかかわらず，著者が自らの

問題意識に基じて仮説を設定し，詳細な計量分析を試み，実証研究を行なった

ことの意義は高く評価されよう。最近のブラジル研究にみられる独自の方法論

に基いた実証分析という方向を一層推し進めたものであり，注目される労作で

ある。ブラジルにおいて計量的分析に耐えうるデータは限られているにもかか

わらず，その制約を克服して試みられた著者の研究は貴重である。

②（植木英雄）はブラジルの日系企業を対象として面接，アンケート調査に

よる現地実態調査を実施し，その回答並びに諸事例を分析することにより，日

本的経営文化と経営技術の国際的移転の特殊性と有効性を明かにしようとする。

１

第１章で調査の目的および方法を明かにし，第Ⅱ章でブラジル日系企業の現

地同化問題を歴史的に概観した後，第Ⅱ章において日系企業における経営技術

移転の実態とその特質を分析する。

日本的経営がどのエうに移転されたかをとらえるために，日本的経営文化要

素として７点を，日本的経営技術要素として３点をあげ，これを実施した会社

数に対して何らかの方法で移纏できた会社数の比率を平均移転率としてあげて

いる。

日本的経営文化要素，経営技術要素は以下の諸点である。
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(1)経営文化要素

①社是・社訓（日本的経営理念）

②終身雇用制（企業忠誠心）

③集団帰属性（組織的協調心，団結心）

④年功序列制（組織内秩序）

⑤稟議・合意意思決定方式（根回し）

⑥大部屋式協働参加制（労使協調）

⑦福利厚生（温情的家族主義）

(2)経営技術要素

③組織的経営管理技術

⑨マーケッティング技術

⑩工場生産・品質管理技術

サンプル企業としては３０社を選定し，３のタイプに分類している。

Ａタイプ日本企業が資本の過半数をしめる。

Ｂタイプ日本企業と日系コロニア地場企業との提携。

Ｃタイプ日本企業とブラジル政府ないし民間資本あるいは欧米資本との合

弁。

日本的経営要素の移転は，科学的技術要素がより多く移転され（平均移転率

８４．４筋）,文化要素は移転されてはいるが，前者に比べて移転率は低い（平均

６９．０筋）。この移転については資本出資率および経営パートナーの性格が強く

影響しているという。①社是．社訓か移転されたとする１６社をみると，１３

社は日本側が資本の過半数を占めるＡ（１０社），Ｂ、Ｃタイプであり，３社

はブラジル側が過半数を占めるＢ、Ｃタイプである。

２．

第Ⅳ章は，日本的経営技術の移植過程で，日本的経営文化技術の１０要素が

現地従業員にひきおこした反響を検討し，日本的要素を現地に適応させるため，

その要素を変容させていった過程を考察する。そのときブラジル側の主要な制

約要因として，（１）外部環境要因，(2)会社の組織文化要因，(3)従業員の態度要因

をあげ，日本的経営技術移植の成功，失敗，適応との開運を４表に整理して示

している。その上で日本的経営技術移植の普及，継承手段としての企業の教育

訓練の方法を検討する。
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第Ｖ章は，第１に，日本の親会社と現地の日系企業との組織的な協力関係お

よび経営のコントロールと権限の現地移譲問題，第２に，日本人派遣者とブラ

ジル人社員との間のコミュニケーションの媒介者として重要な役割を果してい

る日系人社員の役割と特性，第３に，企業内コミュニケーション・システムと

して意思決定のメカニズム，伝達の手段，第４に，企業外部とのＰＲコミュニ

ケーション体制について考察する。

第Ⅵ章は日系企業の現地適応と同化過程における問題点を検討する。日系企

業の経営理念，方針の現地化は，日本側がマイノリティ出資をしている場合と

くに顕著である。しかし利益があがった会社ではＡタイプの企業でも次第に権

限の現地移譲を行なっている。企業内コミュニケーション・ギャップは主とし

て日本人派遣者と現地日系人およびブラジル人従業員との間で，累文化間の交

流ならびに相互理解の不足から生じている。対外ＰＲについて日系企業は不利

な立場にあり，テレビとラジオの利用を活発化することが必要である，という。

第Ⅶ章は結論および提言を述べる。日本的経営技術の移植とその普及，継承

は日系企業の業績に寄与するとみられる。その過程でブラジル的要素や欧米的

要素も一部加味して現地式に変換適応させている。さらに企業の国際的成長に

伴たって日本側経営者の経営志向が本国本社中心から現地中心志向へ．さらに

世界的視野へと展開し，日本的経営技術を中心として日本企業の現地同化が進

められていく。この間教育訓練がきわめて重要な役割を演じており，今後その

範囲を拡大することが必要にたろう。この過程を円滑に進めるためには企業内

外のＰＲの充実が必要である。このような発展のなかで，日本的経営技術の諸

要素が，ブラジル的，欧米的諸要素との融合を通じて，ブラジルの統合的発展

プロセスに参加することを提言している。

３．

本懇の特色は，日本的経営技術がブラジルの企業経営にいかに生かされ，そ

の発展に寄与したか，Ｔ出たその過程でいかに変容し，現地に適応していったか

を，多くの実例を通じて分析している点にある。しかもブラジルの特殊性を計

凪的に表現しようとしたことである。多数のサンプルに見出されるきわめて多

様な特質を整理し，総合するという手数のかかる，をた複雑な作業の成果であ

り，その努力は高く評価されるものである。ブラジルへのわが国からの進出企

業についての調査研究はかなりの数にのぼるが，本番ほどの具体的かつ詳細な
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調査はまだ行なわれたことが左かつた。日本とはもっとも文化的条件が異なる

ブラジルについて，企業経営上の問題を指摘したことの意義はきわめて大きい。

あえて難をいえば，対象企業が現にブラジルで活麺している企業であって，

成功者といえるものに限られていることである。失敗し，撤退した企業も決し

て少まくないことを考えるとき，これら企業がどう考えているかは無視できた

い問題である。

また日本的経営要素を文化要素と技術要素に分けているが，文化要素には日

本人の国民性に根ざし，日本からの派遣者側のポルトガル語の習得や現地採用

者側の待遇面での改善だけでは容易に受け容れられないものがある。このよう

に基本的相違がある要素は別途分類する必要があろう。日本的経営文化要素の

③④⑤⑥はそれに該当しよう。

以上の点も１つの原因になって，第４章で調査対象企業からの回答を整理し，

若干の表に左とめているが，日本的経営要素とブラジル側の制約要因とをから

ませた因果関係の説明がわかりにくい。きわめて複雑な内容が示されている実

態調査の結果を説明するのに形式的な表での分類ではそのデリケートな側面を

伝え切れないうらみがある。雀尤成功したか，失敗したかについてはこの表に

はでてこない他の要因もかかわっている筈である。

この種の調査，分析の手法についてなお改善の余地はあろうが，ともかくこ

れだけの実態調査がブラジルの日系企業経営について実施され，その成果が発

表されたことは，ブラジル研究への大きな貢献であった。

③④（小池洋一）はブラジルの財閥についての研究である。財閥について，

③「世界の財閥経営」ては，「家族（複数構成員）または同族（血縁関係にあ

る複数家族）による家意識で結ばれた多角的企業集団」と定義する。④「発展

途上国の財閥」では，「第１，家族的同族的支配，第２，多角化した諸企業の

ピラミット型編成，第３，傘下大規模会社の寡占的地位，の３つの要素からな

る。ひらたくいえば，特定の家族。同族の支配下にある大企業集団，というこ

とになろう」という。以上の定義からみてブラジルの財閥がどの主うな性格，

特徴をもつかを分析している。

財閥の起源として工業化過程をあげる。第１に農園主，とくにコーヒー・プ

ランター，第２に輸入業者，第３に金融業，建築業者など非製造業部門の土着
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ブラジル人によって興されたとする。なかんずく１９３０～４０年代が財閥の飛踊

的成長期であったとする。しかし１９５０年代末頃から工業化をになうものとし

て公企業と外資系企業があらわれ，財閥はこれらと結びつくことによって発展

した。

現存の財閥につVnて第１に，規模が大きく，比較的多種多様な業種を含み，

傘下の企業数が多いもの，第２に特定の業種に比較的特化しているもの，第３

に金融業に特化するもの，に分類する。④では多くの実例をあげて各種の財閥

を説明している。

ブラジルの財閥は持株会社を通じて家族戎たは同族によって閉鎖的に支配さ

れているが，その理由としては，第１にブラジルの経済:社会における家族の重

要性，第２に多くの人種からたる移民社会の特殊性，すなわち相互の信頼関係

が乏しいこと，第３に信用制,菱の未発達をあげる。

信用制度の発達が遅れたことは民間銀行の重工業への参加を妨げ，重化学工

業の建設は政府と外国企業によって進められた。傘下に銀行をもつ企業集団を

みても，銀行の役割は普通の機関銀行とは異なり，独立採算の傾向が強い。グ

ループ全体としての戦略よりも銀行としての収益性．安定性を優先させるとい

う。

工業化は当初は民族企業家によって進められたが，工業の規模が大きくなる

に従い政府と外国企業が加わり，政府は民族系企業を育成するのではなく，自

ら公企業を設立して生産に参加した。他方多国籍企業はブラジルにおいて激し

い競争を展開した。多数の企業の競争がブラジル産業のダイナズムをつくり

あげた。このようなブラジル経済社会の特徴は日本にみられる大規模かつ多角

的左財閥を形成する条件に乏しかった。このためブラジルの財閥は，家族の企

業支配はあをD強固かつ永続的でなく，それ以上に多角化の度合いが狭く，日

本にみられる財閥ほどの発展をとげていない，と結論を下している。

以上のように③④はブラジルの財閥が日本の財閥と異なる点を経済発展過程

とくに工業化の過程から説明しようとしており，ブラジル経済を分析する視点

のユニークさが注目される論文である。

⑤（西川大次郎）。私的企業体制のもと外資を積極的に導入し，工業化，農

業の資本主義化を進めているブラジルにおいて，農業生産内部の矛盾がいかに
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醸成され，また拡大されていくかが大きな問題になる。本論文は，とのよう左

問題をかかえるブラジルの農業政策の特徴を，その政策立案の歴史的背景，政

策実施に伴たう農業の構造変化の過程から究明し，新しい問題の所在を指摘し

ようとする。

「ルプラジルの農業政策の歴史的背景」は１９６０年雀での農業政策を論じ，

１９５０年代の農業の矛盾を明かにする。第１に農業生産力の停滞であって，土

地の疲弊による土地生産性の低下に示される。農地面穣の５９５妬を占めるラテ

ィフンディオの半分は監理農であって，技術進歩と農業経営の改善に障害にた

っている。第２に農民の実質所得の急速な低下であって，１９５０～６０年代にお

ける土地所有の両極分化傾向を反映している。このような農業の矛盾について

は１９６０年以後の改革か期待された。

「Ｈ，１９６０年以後のブラジルの農業政策」では，１９６３年の農村労働法と

１９６４年の新土地法について説明する｡農村労働法は農業内部の労働契約関係

を近・代化するには一定の効果をもったか，それまで農村内部に温存されていた

潜在的過剰人口を顕在化させ，新たな矛盾を生みだした。新土地法は漸進的改

革の立場に立ち，生産性の低い大農場の収用，再配分による自作農創設など手

のつけやすい部分において実施された。そこでは土地所有の根本的改革をさけ，

生産性の向上，富農蚤たは企業的農業の育成，自作農の創設を道路建設による

開拓前線の拡大，国土の経済的統合にともなう植民の過程で実現することをね

らいとした．と述べる。

これら諸政策のもつ意味とそれがもたらす結果については別に論ずる，とい

う。しかしこの点は本論文のもっとも重要な部分でなければならない。ブラジ

ルの農業改革政策の歴史的背景についてかなりのページ数を割いて長之と説明

しながら，もっとも重要な結論を述べたいというのでは本論文の価値は半減す

るものになろう。

⑥（加賀美充洋）はブラジルの電機，電子産業についての分析である。「１」

は噸機，電子産業の発展過程を概観する。「２」は現状と特質を論じ，産業用電

機・樋子，通信機器，家電（民生用電機・電子），電子部品，電線，照明器具，

その他電気器具，コンピューターに分けて．第１に主要メーカーについて述べ

ている。これら企業は大部分が多国籍企業によって占められ，資本の面でも技
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術の面でも全面的に外資に依存している。次いで生産，貿易，半導体市場，価

格について解明する。「３」は国産化政策．マナウス自由貿易地帯，ＢＥＦＩＥＸ

制度，情報産業など産業政策について説明する。

「４」は問題点として技術革新とマンパワーをあげる。国:産化率を高めようと

するとき，高度な技術を要求される部品あるいは素材の純度等に問題を生じ，

国産化を急ぎすぎると品質の点で優れた完成品をつくれなくなる。ブラジルの

技術水準を高めることが必要であり，力のある部品メーカーを育成したければ

ならない。マンパワーに関しては電気技術者の不足があり，結局は工業製品の

品質に問題を生ずる，とする。

ブラジルの水力利用はポテンシャルの１１拓忙過ぎず，電話台数の人口比は

100人当り４台である。所得上昇に伴左って家電，テレビの需要は増加してお

り，電機・電子市場の将来性は十分にある，という。

本論文は大きな可能性をもつブラジルの電機・電子産業について詳細に分析

し，その将来性を論じており，当該産業について貴重な資料を提供している。

⑦（住田育法）は１８世紀後半のポルトガル宰相ポンパル侯時代のアマゾン

地方開発政策につv、て概観する。住田氏は『ＣＯＳＭＩＣＡ』（京都外国語大学）

誌に「ポルトガルの宰相ポンバル侯とその時代」（Ｘ号１９８１年３月）。「ポ

ンパル総治下のアマゾン地方に於ける原住民問題」（号１９８３年３月）を執

筆し，ポンパル侯のアマゾン地方に対する政策の研究を進めており，１９８３年

10月９日の第２０回ラテン・アメリカ政経学会年次大会で本論文に戎とめら

れた内容の研究発表を行方上った。

「ポンパル統治下のアマゾン地方における原住民問題」は，１７５５年６月に

公布されたグラン・バラ・イ・マラニョン管轄区における原住民解放令に焦点

を当ててポンパル侯のアマゾン開発政策を考察し，これは同地方の文化融合と

人種解放にとどまった，と推論した。しかし，住田氏はその後「ポンパル侯没

後２００年記念論文集」を入手し，幾つかの示唆を受けたことから，改めてポン

パル侯のアマゾン開発政策を再検討し，社会経済関係に的を絞った研究を発表

したものである。

本論文はポンパル侯の重商主義理念に基づいて１７５５年６月に設立されたグ

ラン・バラ・イ・マラニョン特許会社の活動を中心に，第１にアマゾン地域を
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治めるための行政機構クラン・バラ・イ・マラニョン管轄区創設に至る経緯を

説明し第２に同特許会社の活動をアマゾン川流域防衛網の整備という面から

観察し，第３に労働力不足と黒人奴隷の輸入問題を考察している。

ポルトガル植民地時代のアマゾン地域の発展については従来ほとんど解明さ

れていない。住田氏は初めてとの地域に焦点を当てて初期の開発状況をあとづ

けており，きわめて貴重な研究である。本論文はまだ学会報告のまとめの域を

でていないが，アマゾン地域の社会経済面の解明に手がかりを与えるものであ

り，ブラジル経済史の研究に寄与するところきわめて大きい。

ブラジルの政治についてのわが国の研究はまだ成果に乏しく，経済の研究が

著しい深化をみせているのとは対照的である。そのなかでも新進の住田氏の業

績は光っているが，本論文は社会経済面とのかかわりにおいて政治史を解明し

ようとする新しい試みであり，ブラジル政治史の研究に大きな意義をもつもの

にたろう。

③（中川美佐子）は比較会計制度論を提唱する著者が各国の会計制度研究の

一環としてブラジルの会計制度を研究した成果である。著者は，各国の会計制

度を体系的に把握した後，その特徴に即して比較考察し，その国の社会，経済，

文化などの背景に蚕でさかのぼって分析することを比較会計制度論のねらいと

している。

ラテン・アメリカ諸国の多くの商法はヨーロッパ大陸系に属するが，会計制

度については米国の影響が認められる。だがブラジルでは会計制度にもコーロ

ッパの影響を強く受けていた。しかしブラジルにおいても最近米国の影響が強

くなってきた。本書は第１章において商事会社の種類と商業帳簿，第２章で株

式法に基づく財務諸表．第３章で所得税法における会計制度，第４章で上場会

社の財務諸表，第５章で監査制度，第６章で株式会社の合併を論ずる゜

本書において著者が提唱する当該国の社会，経済，文化にさかのぼった研究

は第６章の第１節緒説に認められる程度で，著者の意図が必ずしも実現されて

いるとはいえない。それにしてもブラジルの企業会計制度を，ポルトガル語習

得の必要，資料の不足という障壁をのりこえて分析，研究し，わが国で初めて

の研究書を戎とめられたことの意義は絶大である。わが国企業が多数ブラジル

に進出しているにもかかわらずブラジルの企業会計制度を体系的に把えた書物
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が皆無であるという現状からみて，本書が実業界に寄与するところも小さから

ぬものであろう。

⑨（中川和彦編）はブラジル憲法について略史．統治機構，基本的人権，連

邦と州の関係，財政面江おける連邦と州，比較憲法論の側面から論じたもので

ある。

第１章（中川和彦）は，１８２２年の独立から現在に至る童でに公布された憲

法を概観する。中川氏は７つの憲法があったとし，他のラテン・アメリカ諸国

に比べれば少なく，ブラジルの政治か比較的安定していたことを物語っている

という。

第２章（内田滋二）は国家組織，立法権（国会），行政権（大統領），司法

権（裁判所）についての制度を概観する。

第３章（佐藤文夫）はブラジル憲法に明示された人権として平等権,自由権,

受益請求権，能動的権利，社会権をあげて説明し，人権を制約する場合の根拠

に論及している。

第４章（福嶋正徳）は先ず連邦と州との関係を州への分割および連邦の州へ

の介入，干渉という面から論ずる゜政治，行政区分の史的変遷を概観した後，

連邦政府の州政府への介入を可能にする連邦および州の憲法条項をあげて説明

している。しかし紙幅が限られているなかで個之の州の規定を詳細に説明する

のは困難であり，憲法条項の羅列に終り，わかりにくい記述である。次の国軍

についての記述も条項を並べるにとどTたっている。軍についていえば統師権を

だれがもち，それがどのような組織を通じて行使されるかが問題である。なに

が最も重要であるかを考えて大局を見逃すことなく解説することが必要である。

最後に市郡，州の市郡に対する介入について述べている。

第５章（内田滋二）は財政をとりあげ，予算，財政監督権，租税法律主義,

租税制度を説明している。

第６章（戸松秀典）は，以上の解説をふ蚕えて・西欧の代表的な国あるいは

ラテン．アメリカの他の国の憲法と比較し左から，ブラジル憲法の基本的内容

と性格を述べている｡

現代の憲法の傾向からみてブラジル憲法も社会化の方向を打ちだし，社会正

義の実現とともに経済開発の推進をうたっている.次に民主制を守るための諾
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制度を設けようという潮流にかんがみて，ブラジル憲法も代表制と国民主権の

原理をうたっているものの，民主制の擁護と維持を国の主要な目標としていな

い。権力の集中化については，ブラジルでは強力な大統領制をとり，むしろ権

力の集中化を予定している。憲法の国際化の潮流からみれば，ブラジル憲法も

統一的な人権保障の流れに積極的に参加し，国際的な協定に加わっている。

ラテン・アメリカ諸国の憲法に対比するとき，一般に名目的憲法といわれる

ラテン・アメリカ憲法の典型である。国民主権，代議制，民主制，共和制をう

たうが,大統領に強大な権力を集中し，民主的政府が存在しない。連邦制国家

ではあるが，州政府に広い範囲で介入する。立法府より行政府の権力が著しく

強いへ

憲法保障制度は存在するが，米国やわが国の憲法に比べて規制はゆるやかで

ある。人権保障についても規定上は保障されているか，それらの条項に但し書

が付されており，限定的である。

以上のようにブラジルの憲法はかなり名目的であるが，そのもとでもブラジ

ルは安定的に発展し，高度経済成長を達成し，新興工業国として世界的に注目

されている。憲法が名目的であるというのは理想像を示したためであり，徐々

に現実とのギャップを埋めてゆくであろうことを期待できる，としている。

あたかもブラジルは１９８５年に文民大統領を選出する可能性をみせている。

従来は噸人出身の大統領が軍部の支持を背景にきわめて大きな権力をもってい

たが,文民大統領かあらわれれば，その立場と権力にも大きな相違がでてくる

と思われる。対外債務の危機から完全に脱却したとはいえないブラジルが文民

大統領を選出した場合，現憲法のもとで経済の安定と成長を続けられるかどう

かは楽観を許さない。このような時機に本書:が出版されたことは古ことに時宜

をえたものであった。従来，ラテン・アメリカの法律については，進出企業の

必要に応ずるため，実務的な立場から解説するものが多かった。本番のような

法律についての学問的研究は稀であった。この種の基本的研究響があらわれ始

めたということもわが国のブラジル研究における大きな前進であったといえよ

う。憲法を中心としたブラジル法の学問的研究が本番の出版を契機に一層深め

られることを期待したい。

⑩（中川和彦）はブラジルの新株式会社法の解説であって，それに１９７６年
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■

１２月の株式組織の会社に関する法律，１８５０年の商法典の一部（会社に関す

る部分），１９１９年の有限責任持分会社法，１９７６年の流通証券市場創設・流

通証券委員会設置法，１９６２年の経済力の濫用抑止法の識訳を付け加えてある。

ブラジル商法の基本法は１８５０年に制定された商法典であって，以後特別法

によってかなりの部分が補われている。これら特別法が本纏に付け加えられた

諸法律である。それにしてもすでに１００年を経過してそるので，１９７６年１２

月１５日付で「株式組織の会社に関する法律第６４０４号」およびこれを補完す

る「流通市場創設・流通証券委員会設置法」が制定された。この新商法体系を

解説たのが本譜である。

著者はすでに「ラテン・アメリカ商事法」（千倉謹房，１９７３年）を著わし，

ラテン・アメリカ諸国の商法，経済法についての研究を発表しているが，本謹

においてブラジルの会社法についてより詳細な解説を行なった。ブラジルには

すでに多数のわが国企業が進出しており，会社についてどのような法律，規則

があるかは関心の的である。③の「ブラジル企業会計制度論」は夫人の著作で

あり，夫婦そろってブラジルの企業に関する法律，制度の研究に取り組んでお

られる。会社法といい会計制度といい，いずれもわが国でこれ戎で出版された

ことのない著作である。わが国の実業界にとって関心の深い問題について初め

て体系的な研究書を刊行されたことの意義は大きい。わが国では未開拓の分野

であるだけに今後の研究に壷つところも多いであろうが，本轡の刊行はわが国

におけるブラジル研究の深化に大きな寄与をするであろうことは確かである｡

以上に最近のわが国におけるブラジル経済および法律についての研究書およ

び論文をあげた。ブラジル経済については本学会誌第１４号（１９８０年）の学

界展望欄でとりあげ，注目すべき傾向として，独自の問題意識と方法論をもっ

て,とくに新進の研究者が独創的な論文を発表するようにたり，ブラジル研究

が新時代に入ったかの感を呈していることを指摘した。今回とりあげた鶚謹，

論文をみると，前回の指摘が一層明確な形をとってあらわれ，一段とブラジル

研究が深められたことをうかがわせる。前回みられた独自の問題意識と方法論

をもった総文は著書に変り，独特の実態調査に基づいた研究懇も刊行され，さ

らに法律の分野でもこれ左でみられなかった法学識が出版されるようにたった。

ラテン・アメリカのうちでもとくにブラジル経済および法律に関する分野の研

3６



究が進み，優れた論文，さらに著書が相次いで発表されるｋうにたったことは，

わが国とブラジルとの関係がとくに密接であったことにも影響されたであろう

が，本質的にはブラジル研究者の努力に負うところがきわめて大きい，この主

うに－歩先んじたブラジルについての研究が一層磨きあげられるとともに，他

のラテン・アメリカ諸地域の研究にも反映し，その研究が－段と深められるで

あろうことを期待したい。

￣
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