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ラテン・アメリカの曰系企業の

現状と問題について
一女達コイ言F1幾〆一カー老言伊Ｕとし￣ご－

日本電気株式会社福島穆

今日までのわが国の企業とラテン・アメリカとの関わり方を企業活動を中心と

して概観すると、鉄鋼、自動車製造部門に鍾点が置かれていたように思われる。

1960年代以降、家庭電気製品製造部門等に進出してはいるものの、欧米諸国に比

して後発の感は否めない。それらの中でも時間の上で遅れをとっている通信機メ

ーカーのラテン・アメリカにおける活動例は、一般的にもあまり知られていない

と考えられる。ここでは、ある通信機メーカーの進出例を述べることによって、

ラテン・アメリカにおける日系企業の現状とその問題について考察を試みてみた

い。

そこで通信機メーカーに籍を置き、広い意味で情報分野に換わる者として世界

を見た場合、現在いわれている高度技術社会から高度情報化社会へと進んでいく

ものと推測され、この見方はさまざまな分野においてもその傾向が指摘されてい

ると思われる。

将来において、ますます情報化社会が発展もしくは展開されていくとするなら

ば、その土台としての通信機器が重視されることとなり、社会・経済的下部櫛造

の最も函要な部分の一角を占めるものとなろう。

ここでとりあげる日本電気（以下ＮＥＣ）は通信機メーカーの一翼を担い、こ

の業種では草分け的な存在である。同業他社と同様、世界各国に活動を展開させ

ているが、ラテン・アメリカではブラジル、アルゼンチン、メキシコの３ヵ国を

中心に工場を有している。この３ヵ国で中南米人口全体の約6096強を占めている。

これら３ヵ国はインフレ、対外俄務、加えて政治的不安定さ等の要因を考慮した
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場合、多くの問題を有していると思われるものの、ラテン・アメリカ諸国の中で

は産業その他の関連から日本にとって重要国と考えられる。こうした事から上記

３ヵ国を中心に述べていくこととする。

◆ラテン・アメリカにおける電気通信の発展

1876年のアメリカにおいてＡｌｅｘａｎｄｅｒＧｒａｈａｍＢｅＩＩによって電話が発明さ

れ、その特許登録がなされ、製造が開始された。その５年後の1881年には、アル

ゼンチンで早くもコマーシャルベースによる砿話オペレーションが開始されてい

る。アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの資本進出による電話機の製造、

彼らの運営会社によるオペレーションが行われたものであり、当時の情勢から、

いわゆる植民地形態の迦営が進められたといえる。この時期のアルゼンチンは、

鉄道をはじめ地下鉄、通信分野等においてヨーロッパ諸国の資本が流入し、日本

よりはるかに進んだ状態にあった。アメリカに端を発する大恐慌を間近に控えた

1927年頃のアルゼンチンの電話普及率は、人口100人当たり１０台以上である。ア

ルゼンチンは1930年代にその最盛期を迎えたといえるが、ヨーロッパ諸国の文化

や生活スタイルを色瞬く反映している当時のタンゴの歌詞に電話のやりとりが登

場していることは、電話が彼らの生活の中にかなり入り込んでいたことを示す好

例であると同時に、この国の歴史的特異性を示すものと思われる。６０余年を経た

今日においても、この普及率を上回る国はラテン・アメリカ諸国には見当たらな

い。このことは、通信分野に関してはこれから開ける有望な市場であることを示

しているといえる。

このようにラテン・アメリカ諸国においては、通信分野にかぎらず欧米民間資

本によって多くの分野が開発されてきたわけである。しかし、第二次世界大戦後

に生じた民族主義の波は、ラテン・アメリカ全域に一斉に国有化の動きをもたら

した。この国有化の際にその代金が現地通貨で支払われたため、進出していた企

業自体にも変化を促すこととなった。たとえば、ＩＴＴは受け取った現地通貨を

運用し、この地域でも多角的経営に踏みだした。現在この地域にあるシェラトン

ホテルがそれである。

ブラジルを例にとりその動きをみると、1962年ブラジル電気通信法を整備して

管轄の官庁作りに着手した。1964年革命の後、1965年にＥＭＢＲＡＴＥＬ（Ｅｍ‐

ｐｒｅｓａＢｒａｓｉＩｅｉｒａｄｅＴｅｌｅｃｏｍｕｎｉｃａＣUes）を設立、1967年ＭｎｉｓｔｅｒｉＤｄｅ
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ComunicaC6bs(ブラジル通信省）を設置し、それまで活動していた500余の電話

会社を統合して現在のＴＥＬＥＢＲＡＳ（TeIecomunicaCUesBrasileiraS．

Ａ、）を設立し、独占楢を与えると同時に運営、オペレーションを行わせた。しか

し、全体的に見てその経済的効率は低く、能率もきわめて悪いと言わざるを得な

い。結果として、電話の普及は遅々として進まず、1990年代に入ると民営化の動

きが急速に現れてくる。

ここに示したブラジルにおける過程は、ラテン・アメリカ諸国に共通してみら

れたものである。

◆パブリック通信分野における市場環境とその特質

通信網拡充を世界のレベルでみると、1927年のロンドン、ニューヨーク間大西

洋横断無線電話サービスの開始から1947年のペル研究所のマイクロウェーブ通信

方式の完成を経て、1965年初の民間衛星アーリーバードによる欧米間通信の常時

中継が行われた。そして1977年には北米で光ファイバーの電話線ケーブルが敷設

されている。こうした状況下で、日本においては1963年にアメリカの通信衛星に

より日米間の宇宙中継が成功している。

このように通信分野の技術は欧米諸国で発明され、開発、発展してきたもので

ある。通信技術の核心は交換機にあり、それを支えるものとしてトランスミッシ

ョンがあるが、これら両者と歴史的に蓄積されたノウハウ、その上資本を有する

欧米諸国がこの地域の通信分野において閉鎖的な市場形成を示していたことは、

当然の結果と言わざるを得ない。

この状態は前述の国有化の波を受け、国際入札をもって選定されるという大き

な変化を余儀なくされた。この変化過程は衛星通信を利用した新分野の開拓期と

重なり、この時点でこの地域への日系企業の参入が始まることとなる。

国際入札による受注開始という新局面を迎えていたとはいえ、現にこの地域に

入り込み活動基盤の磐石な欧米企業と互角に近い状態で競争できたのは、日本国

内において当時の噸々公社を中心にこの新技術を養ってきていたからに他ならな

い。

日本の技術は日に日に高度化されてきているとはいうものの、全体的にみて先

発欧米諸国のそれに遜色が無いと言い切るには至っていないのが現実であろう。

ましてこの地域における通信事業は、相手国の経済事情に基づくきわめて政治色
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の強いものであると指摘される。

この地域の経済はごく一部を除いてモノカルチャー的傾向がきわめて強いこと

は周知のことであるが、産業基盤の脆弱さを克服し国内産業育成を目指す政府に

とり、国内外貨を減らすことは最も避けたいことである。そこでこの耶業の受注

をめぐり、相手同政府の経済事情や思惑が陰に陽に絡んでくることとなる。した

がって、この部分は単に技術のみで解決できない複雑さがあり、進出側の信用と

時間の上でも忍耐が求められるところである。

この地域の電話会社の展開は、まず都市に拠点を趣き企業活動を始める。その

活動はその都市の範囲の中だけで広がりをみる。隣接譜都市とはわずかばかりの

回線でしか繋がりを侍ﾌﾟこない。つまり都市や街の中、およびその周辺では発逮す

るものの、それだけで独立した回線が多いという状況をもたらす。これら点在す

る点を繋げ、全[矧的規模での面の広がりを図るのが政府の役割となる。この政府

の役割は国有化の波がいきわたると一層明確となり、歴史、文化的に欧米諸国の

影響がきわめて強いこの地域の市場規模は飛蛾的に拡大することとなる。ラテン

・アメリカ諸国内部からの変化を求める動きも顕在化し、ここに始めて欧米諸国

の資本進出による寡占的市場に新技術を換えた日本企業参入の余地が生まれる。

通信網拡充の国家に与える影響の大きさは計りしれないものがあるが、コロン

ビア共和国にその例をみてみる。この国はその地形等の自然地理的環境により各

州が独立した気巡をかなり強く待っていたが、その気迩はマイクロウェーブ通信

網整備後に急速に減少したといわれている。これは情報通信網が張りめぐらされ

たことが面としての国全体に影響を与え、人々に国民としての一体感を醸成した

ことが大きな要因の一つと考えられる。

◆ラテン・アメリカにおける地域事業推移

当社が進出を始めた1960年代から今日に至るまでのこの地域の経済環境は、輸

入代替工業化一鰐外国資本、技術への依存→'11t務問題の表面化→自由開放経済への

動きと捉えることができる。また同期間の通’億市場は、全国通信網整備→交換機

需要の急増→デジタル市場顕在化→通信民営化、ニューキャリアーの登場へとそ

の変化を窺うことができよう。

現地企業設立過程をブラジルの例でおおまかにみてみると、存在を示すために

大都市に会社を創り、まず政府系企業と交渉を持つことから始まる。外澁温存、
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国内産業育成、技術彫転等を望む彼らは交換磯発注の前に自国内に工場をｉｉＩるこ

とを要求してくる。鶴が先か卵が先かという交渉にかなり長期間を費やし、1967

年に初受注を受けた。翌1968年、現地会社であるＮＤＢを設立し、工場を(illるこ

ととなった。そこで現地の要人を招いて現地で実際にわれわれの技術を何度も見

せる。そうした誠み重ねの上で、初めて交換機市場の開拓が緒につくのである。

受注を受けてから実際に操業が開始されたのは３年後の1969年からである。また

他のラテン・アメリカ諸国での例にもみられるように、政府の指導により1982年

多角的経営を展開していた現地のパートナーと合弁企業を設立した。しかし最初

のパートナーは経営不振に陥り４年後に倒産したため、1986年に現在のパートナ

ーと組み直し今｢1に至っている。

メキシコの例をみると、この国では1963年に初受注を受け、12年後の1975年に

クエルナバカエ場の操業が開始されている。この間にメキシコオリンピックが開

催され、この国は社会経済的にきわめて大きなインパクトを経験した。メキシコ

オリンピックの年、当社にとりこの地域で初の現地会社としてＮＥＣメキシコが

日本資本100％で設立された。結果として、当社は画期的な仕事を受けるに至っ

た。当初日本資本100％でスタートしたこの会社は、政府の進出企業の資本マジ

ョリティ現地化指郡の下で新たな対応を求められた。世界各国に共通することで

はあるが、特にこの地域ではさまざまな点から現地の合弁パートナー選びは非常

に難しいものであった。最大のパートナーとして当社が選んだのは、パンコメー

ルである。彼らは現在でも全株式の40％を保有しており、両者の|劉係はおおむね

良好であるといえる。

また国家財政述て直しの住として政府の掲げた輸出向け企業に対する恩典政策

に応じ、当社もグアダラハラにマキラドーラの工場を創った。ここは対北米、特

にアメリカへの輸出埜地として、前記現地会社ＮＥＣメキシコとは別の独立した

会社として稼働している。

初期においてはF1本からの輸出に始まり、輸入されたものを壊しては組み立て

るといった状態にあったものが、近年ではト１本からの輸出額も減り、むしろ現地

付加価値額の大幅なＩＩｌＩびがみられるに至っている。

アルゼンチンでの掻過をみると、上記２ヵ国より遅れる1960年に初受注を受け、

1978年にようやく現地に合弁会社を設立している。翌1979年交換機の受注があっ

たものの、操業が開始されたのは1985年頃である。

このようにこの地域における事業の推移をみると、自動車産業等の進出とは力、
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なり異なI)、時の政府の方針や変化の波を直接被り、なおかつ長時間をかけた信

用と信頼を築き上げた上でのやりとりが求められていることが指摘されよう。

これら３ヵ国の現地企業の概要をまとめると以下の表に示される。中でもブラ

ジルがあらゆる面で突出して規模が大きいのは、交換機の重要な部分の受注を得

ていることと、この国がやはり大国であることから、通信自体の需要が大きいこ

とによるものである。

◆経営上の問題点

この点に関しては大きく分けて次の点が考えられる。１）経営形態は単独かＪ

／Ｖ方式をとるのか、２）現地でのパートナー探しをどのように行うのか、３）

相手国に適した意思決定をどのように把握し実行するか、４）安定性と持続性を

どう捉えるか、の４点である。

まず経営形態は単独かＪ／Ｖ方式をとるのかについてであるが、日本側として

は100％自己資本で出発し、自分たちの意思で迦営したいと考えるのが一般的な

ようである。ところがこの分野は先に指摘したように現地の政府方針を真先に受
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ＭＥＸＩＣＯ ＢＲＡＳＩＬ ＡＲＧＥＮＴＩＮＡ

現地企業名 ＮＥＣＤＥ

ＭＥＸＩＣＯ

ＮＥＣＤＯ

ＢＲＡＳＩＬ

ＰＥＣＯＭ－ＮＥＣ

設立年月 １９６８年 １９６８年 １９７８年

年間販売

(百万ドル）

６０ ４００ ５０

資本金

ＮＥＣ

現地パートナー

６億ペソ

４９％

５１％

３６百万ドル

４９

５１％

１２百万ドル

４９％

５１％

従業員数 ４５０人 ３ ５００人 ２２０人

現地パートナー Ｂａｎｃｏｍｅｒ ＴＶＧＬＯＢＯ ＰｅｒｅｚＣｏｍｐａｎｃ

工場面積

建物（kmi）

敷地（kIi）

４．３

３３．０

３５．０

１６９．０

７．０

1９．０



ける事業であり、常に政府の方針に左右されている。ラテン・アメリカ諸国では

自国への技術移転が強く望まれる結果、現地のパートナーと合弁企業設立を余儀

なくされる。この場合、合弁相手は現地政府の紹介によることが多い。

たとえば、ブラジルでも最初政府の紹介によってＢＲＡＳＩＬＩＮＶＥＳＴ

と合弁したわけである。この会社は各種の蛎業に投資しており、他の分野で多く

の損失を出したため、うまくいっていた通信IIJ業と当社との提携で計上された利

益でその損失を埋める動きをみせはじめたのである。当社は政府との信頼をもと

に再び交渉を開始した。良い担当官と巡りあったこともあり、今度はしっかりし

た合弁相手を得て今日に至っている。この新しい企業は、ＴＶＧＬＯＢＯとい

うマスコミ分野を中心とするこの国の大財閥の一つである。当社は出資比率の上

ではマイノリティであるが、役員を送り込み、共同経営の形で進められている。

メキシコでも政府の方針はブラジルとほぼ同様であり、合弁相手は前述のバン

コメールを中心としている。出資比率は当社が4996、現地資本が51％で櫛成され

ており、現地資本柵成内訳はバンコメール40％、その他のパートナーが11％であ

る。最大のパートナーが政府系銀行であることは、信用という面ではわれわれに

益するところが非常に大きいのであるが、技術移転というもう一方の政府の意図

からすると考慮の余地があるのではないかと考えられる。なぜなら技術移転の点

では同業種、あるいは実際に工場を迦営しているところの方が何かと円滑に行わ

れると思われるからである。将来を考えた場合、現地の生産現場と結びついてい

た方がより発展の可能性を持つものと判断される。

アルゼンチンの場合は、この国に入ろうとした時点で大きく二つの点で問題が

認められた。一つは大幅に進行するインフレであり、他は労働組合である。当時

はペロン政権返り咲きの頃で、組合運動やテロリスト活動がきわめて活発に行わ

れていた時期である。このため、当社では最初からＪ／Ｖ方式で望む方針を決め、

相手に出資比率のマジョリティを渡すことにしていた。この国のパートナーは政

府の紹介ではなく、仕事上の知り合いを通じて得たまったくの人づてである。可

能性のあるものを３つのグループに絞り込み、東京銀行ブエノスアイレス支店の

資料提供と協力を得ながら検討、分析の結果、最終的に決定したものである。

次に現地でのパートナー探しをどのように行うのかについてであるが、日本企

業が望むように100％日本資本でやりとおすのは現実としては困難である。技術

移転を行いつつ相手からはこの国での経験のノウハウを教えてもらうという基本

に立つならば、現地でのパートナーは不可欠である。それぞれの国によって、交
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渉相手とのネゴシエーションの進め方に予想以上に大きな巡いがあるからであるG

業務はピジネスプランにしたがって遂行されるが、それは当初３～４年くらいの

売上を基準として作成される投資計画を含む総合プランによる。この総合プラン

に対する考えを一致させるのが最も困難なことの一つである。たとえば投資の回

収について日本側は10年くらい、現地側は２～３年を考えていることが多く、ま

た利jMtに対する考え方では日本側は３～４リ[,、相手側は２桁台を考えており、こ

の調整と相互認識の待ち方のいかんが甑業成功への第一歩となる。

相手国に適した意思決定をどのように把握し実行するかについては、意思決定

システムの違いを明確に理解することが肝要であろう。この地域では個人経営的

な傾向が強く、即断即決型が多いが、下に伝わり実行に移されるまでに時間がか

かる。これに対し、日本側は問題が生じるとまず東京本社に知らせる。そこでｉｌＵ

係者を染めて会議を重ねた結果、現地に緒論がもたらされる。決まるまでに時ＩＭＩ

がかかるが、一旦決まると実行は早いのが特徴である。この根本的な違いによる

調整は、現地日本人社風に多大の労力を要求するものの－つである。

別の言い方で、アルゼンチンやブラジルを例にとると、これらの国は個人的色
埋

彩等が非常に色濃く残っている会社が多く、その人の判断で物矧丁が決められてい

く。日本の場合は下から持ち上げ、大勢でワイワイやる中で決まっていくため時

間を要する。彼らは日本の会社とやっていたら何時どうなるのか分からないと咳

くこととなる。これらの仕組みの違いを踏まえて調整するのがたいへんである。

最後に安定性と継続性をどう捉えるかについてであるが、問題はファイナンス

およびインフレと為替-？あり、考えられる対応は輸出能力養成と技術移転の促進

であろう。

まずファイナンスの点では、政府は財政赤字が増大すると公共投資を止めるこ

とがあり、1982～83年の間はまったく仕Ilrが無い状態であった。アルゼンチンで

は４年待っても作るところまでいかず、技術移転を進めかなり使えるようになっ

た人たちを解雇せざるを得なくなった。これは人材育成の上からもきわめて大き

なマイナスである。

ファイナンスと迎動してくるのが為替である。この両者がflitなった場合、現地

の経営は苦境に立たされる。そこで出資比率に応じてファイナンス保証が行われ

る。それでも難しくなると、東京本社を説得し保証状を出してもらうこととなる。

メキシコでもこの対応がとられていたのであるが、最近は国家経済も安定傾向を

示し通信投喬が盛んに行われ始め、利益を計上するだけでなく配当を出せるま
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でになっている。

インフレ調整は、現地の人に任せると通信公社と巧みに話をもっていき、徐々

に会社の基を作っていく場合が多い。最も苦愈する点はインフレ調整の幅につい

てである。また為替については最近の傾向として現地通貨での契約しか認められ

ず､､一定のものを日本から持ち込まざるを得ない。まして、この地域で為替の変

化が起こると予想もつかない状況が起こり得る。ただし、インフレ調整の一部で

外貨の調整をしてもらうこともある。このような環境下で、今般も力を入れて取

り組んでいるのは、為替変動に耐えられる体質作りである。それはメキシコから

始めた債権と債務のバランスとりの試みである。輸入代替産業として発達してき

たものに輸出能力をつけさせようとしている。

したがって、安定性と継続性への対応として、輸出能力養成と技術移転があげ

られる。これらは将来への展望との関わりのなかで考えられるべきことである。

この地域の国々は、各々自国のことしか考えずに進出企業に対応する。進出側

には、そのような効率の悪いことをせず、域内での分業や分担体制が具体的に志

向されてもよいのではないかという意見もある。技術移転に関しては、究極には

人の問題である。この地域の雇用形態は基本的には欧米型であるが、ラテン・ア

メリカ気質がそれを濃厚に掴っている。工場閉鎖で人がいなくなるだけでなく、

待遇のよい所を求めてどんどん人がいなくなる。これはこの地域では常につきま

とうことであるが、ブラジル、アルゼンチンのように現地の同業種パートナーと

組んでいるところでは、その移動は比較的少ない。当然のこととして彼らの技術

は向上し、現在自分たちで独自のものを作り出しており、ラテン・アメリカでの

製品開発も可能となりつつある段階である。

◆将来への展望

この地域に進出して20年以上経った現在、この分野では機械というハードウェ

アからデジタルの電子交換機へとその主流が変化している。このことは単に売上

高に示されるだけでなく、電話をどう使うかというその国独自の文化を反映する

ソフトウェアへの移行も示しているのである。この地域の広大さに人口の大きさ

を併せた場合、この分野の将来性がみえてくる。基礎ソフトは日本から、具体的

使い方は現地で開発するという構想が容認される。この具体化はすでにブラジル

とアルゼンチンで着手されると同時に、一部コロンビアでも実行に移されている。
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ソフトウェアの需要が増大するなかで、この地域の文化に通暁したハイレベルな

人が有用とされよう。

またブラジルとアルゼンチンで試みられている技術の自主開発の道は、上記の

将来的可能性を支えるものとして、あるいは彼らの自立への一歩として重要視さ

れなければならないことは明白である。

ここで日本の趣かれている政治経済的環境をみた場合、決して心地よいもので

はないというのが衆人の一致した見方であろう。日本とラテン・アメリカの関係

を総括すると、多くの努力を前提とするものの補完的な立場と捉えることができ

る。かつてこの地域の宗主国の一つであり、世界にその綱権を誇ったスペインが

凋落したのは、一つには経済史的にみて技術を育てなかったからである。この轍

を踏まないためにも、われわれは資本関係が切れても繋ぎ止められる技術の移転

を最も具体的なレペルで進め、相互発展を志向することが必要である。ここから

は毎年数％の技術料が見込まれる上、自社と同じマークの製品が世界各国で使用

されることとなり、結果的にクローバルなマーケットを押さえ得ることにつなが

る。

このような視点に立った場合、それらを支えるものが人となりであり、互いの

文化への理解であろうことは言を持たない。
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