
＜論文＞

ブラジルの経済自由化と中小企業政策
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◆はじめに

中小企業はしばしば経済的弱者（theweak）と見倣される。市場での自由競争

が社会進歩をもたらすという考え（社会的ダーウイニズム）に従えば、中小企業

は淘汰されるべき存在となる。しかしこのような中小企業観は重大な誤りをもっ

ている。

中小企業がかかえる不利益の一部は市場がうまく機能しないことに起因してい

る。ブラジルの多くの市場が寡占支配のもとにあることが理由の一つである。政

府の産業政策が大企業を優先してきたことがもう一つの理由である。不安定な経

済、高率のインフレも経営基盤の脆弱な中小企業により大きな不利益をもたらし

た。

中小企業の発展はまた次のような積極的な意義をもつ。中小企業は新産業、新

製品の苗床、孵卵器としての役割を担っている。つまり中小企業を含めた多様な

企業の存在が産業発展の可能性を広げる。中小企業の弱体化は、そうした可能性

を摘むことになる。生産・技術のパラダイムが、「柔軟的な専門化」（flexible

specialization）の議論（Pio塵andSable［1984]）が主張するようにげ従来の垂

直統合による大量生産から、分散的な多品種少量生産に変化しつつあるとの理解

が正しく、Kaplinsky［1994]などが言うように、新しいパラダイムが発展途上国

にも適用できるとするならば、ブラジル産業における中小企業の役割はより大き

なものになろう。

本稿の目的は、経済自由化以後のブラジルにおける中小企業の存立形態、中小

企業政策を議論し、中小企業の存続、発展の途を探ることである。

議論にあたっては中小企業の組織化の重要性を強調したい。ブラジルに限らず

一般に中小企業の困難は、規模の小ささによる不利益もさることながら、その孤
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立性にある。したがって、中小企業政策は、中小企業の組織化に向けられるべき

である。Schmitz[l9891Rattner[1990］が言うように、中小企業の組織化は集

団的効率（collectiveeEHciency）を実現する。組織化はまた中小企業政策の行政

的コストを節約することになるからである。ブラジルの中小企業政策も組織化を

重視する方向に転じている。

1．経済自由化と中小企業

１．中小企業の存立形態

ブラジルには、零細企業を除けば、中小企業を規制する法は存在しない。した

がって中小企業の統一的な定義は存在しない。零細小企業の支援組織である

SEBRAE（ブラジル零細小企業支援サービス）の定義では、工業の場合、従業員

規模に従い、零細企業が１９人以下、小企業が２０－９９人、中企業が１００－４９９人、

大企業が５００人以上となっている。この定義に従い、１９８５年工業センサスによ

って企業の規模分布をみると、中小企業は､事業所数で９９．５％､従業者数で８８．１％、

粗付加価値で66.9％を占めている。うち零細小企業の比重はそれぞれ９５．３％、

59.4％、４４５％である。このようにブラジル工業で中小企業は大きな比重を占め

ている（第１表）。

く第１表＞工業部門の従業者規模別事業所割合（％）－１９８５年

100

(注）＊零細事業所：従業員１９人以下。小事業所：２０人以上９９人以下

中事業所：１００人以上４９９人以下。大事業所：５００人以上。

(出所）VUlela[1994]．
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事業所規模＊

零細企業 小企業 中企業 大企業 合計

事業所数 ８２．８５ １２．７７ ３．８２ ０．４６ 1００．００

生産額・売上額 ５．７７ １７．２９ ４１．９０ ３３．０５ 1００．００

雇用数 １７．８８ 2３．２９ ３６．６１ ２１．８２ 1００．００



産業部門別にみると、中小企業は食品、木材・家具、皮革、窯業など伝統的な

軽工業部門に多い。これらの産業は適正規模が小さく、したがって必要資本規模

が小さく、また高度な技術を必要としないものである。個々の産業を詳細にみて

いくと、業種によって中小企業の比重は異なっている。例えば食品では、飲料、

冷凍食品のように投資規模の大きな業種とか、流通網が重要な業種、プランドカ

がものをいう業種では、大企業の比重が大きい。他方、一般機械は、大企業の役

割が大きいが、産業の高い成長が中小企業の参入と存立を許している。

このように現実には中小企業は多くの分野で活動しており、そのことが、他の

ラテンアメリカ諸国に比べれば、ブラジル産業のダイナミズムの源泉となってい

る。しかし、大半の中小企業の技術、経営水準は低く、輸入禁止、高関税などを

内容とする輸入代替工業化のもとで生きながらえてきたという側面があるのは否

定できない（中小企業の存立形態の詳細は小池［1990］）。

中小企業の役割は多様であるが、ブラジルではとりわけ雇用の吸収、地域産業

の担い手としての役割が大きい。ブラジルの工業は全体に雇用の吸収力が小さか

ったと言われているが、中小企業は過剰な労働力を低賃金、非公式な形態で吸収

した。こうした雇用形態が中小企業存続の理由の一つになっている。ブラジルの

広大な国土、輸送の困難は、地域を基盤とし地域を市場とする中小企業の存続を

許した。

こうした役割に比べれば、部品の生産、加工をつうじて大企業の活動を補完す

る、サボーテイング・インダストリーとしての役割は小さい。これは大企業、中

小企業、政府の三つの側の理由があろう。

ブラジルの組立型工業に位置する大企業は内製率が高い。つまり垂直統合の度

合いが高い。企業が、自ら部品などの中間財を生産するか、それとも中間財を市

場から調達するかという選択は、組織、市場のいずれが企業にとって好ましいか

というミクロの問題であるが、どちらが選択されるかは国によって大きく異なっ

ている。

ブラジルの内製率の高さの原因として、まず独占力行使・参入障壁形成を挙げ

ることができよう。ブラジルでは、製品市場とともに部品市場も寡占の状態にあ

る。大企業は部品取引において利潤確保などの理由から高い内製率を選好した。

こうした大企業の行動の背景には、中小企業の技術力の低さがあった。取引ごと

に課税する商品流通税の存在も内製率を高める原因となった。経済の不安定、高
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いインフレ率は、企業の機会主義的行動をもたらし、取引コストを高めたが、こ

うしたマクロ経済環境も、大企業の垂直統合化を促し、中小企業の役割を狭めた。

中小企業は、こうしたサボーテイング・インダストリーとしての役割のほかに、

新産業の苗床となり、企業者精神にとむ企業家に経済活動の場を与える。ブラジ

ルの中小企業は現状ではこの点での役割もまた重要ではない。ブラジルのような

後発国の場合、新しい製品、技術は基本的に外来のものである。ところがブラジ

ルの中小企業は、外国と接触する機会が著しく乏しく、そのため外来の製品、技

術を応用、改良する形で新しい製品、技術を創造する能力に欠けている。

２．中小企業発展の制約条件

以上のように、ブラジルで一般的な企業形態は中小企業であるが、その技術、

経営水準は低い。１９９０年のSEBRAE/ＳＰの調査（ブラジルの零細中小企業１０００

社を対象）によれば、零細中小企業の４０％が生産計画、５０％が販売計画をおこな

わず、４５％がコスト管理、４７％が在庫管理をおこなっていない。さらに８５％の

企業がマーケティング技術を知らず、８０％が従業員の訓練計画をもたず、６０％が

品質管理を実行していない（ＳＥＢＲＡＥ[1990s]）。労働省統計を基礎とした工業

職業訓練所（SENAI）の調査も、サンパウロ州の零細中小企業で技術、技能、情

報関連の人材が不足していることを示している（SENAIp995]）。

技術ｗ経営水準の低さは一つには資金制約が設備導入などの技術革新を困難に

させているためである。中小企業は、信用力の不足から証券市場での資金調達が

難しく、また銀行からの借入でも金利などの面でより高い負担を強いられる。あ

るいはそもそも金融・資本市場からの資金調達が可能でない。

中小企業が技術的に劣位に置かれるもう一つの原因は、それらの企業にとって

技術情報の入手が困難であることである。それは技術鰄入の費用が高いという意

味ではない。企業にとって有用な技術がどこにあり、どのようにアクセスするか

についての知識が乏しいという意味である。フレウリらの調査（MF1eury，

CarvalhoandAF1eury[1995]）によれば、ブラジルでは、技術情報は専門雑誌、

見本市、海外旅行、コンサルタントなどが重要なソースとなる。とくに最新技術

の場合、海外の雑誌、見本市、旅行が重要となるが、中小企業がこれらにアクセ

スするのは容易ではない。高額の料金が必要なコンサルタントも同様である。加

えて中小企業は資金不足から熟練労働者の雇用が難しく、あるいは訓練費用の支
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出が困難であるという状況も、中小企業の技術を低いものにしている｡工業職業

訓練所（SENAI）を利用している企業も少ない。

技術の遅れとともに、中小企業がかかえるもう一つの困難は、市場の問題であ

る。中小企業は、その規模の小ささゆえに、消費者の信頼を容易に獲得できない。

あるいは売上規模の小ささから、マーケッティングをおこない、流通ルートをつ

くることが困難である。この市場の問題は、先に述べた技術の問題と深く関わっ

ている。技術革新は、市場あるいは消費者が発信する情報（商品に対するクレイ

ム、ニーズなど）によっても行われる。市場との関係の希薄さは中小企業の技術

的な遅れにつながる。部品生産、加工をおこなう中小企業では取引先を容易に探

しえない。技術的に進んだ大企業との関係が希薄なため、近代技術を獲得する機

会に乏しい。

３．経済自由化と中小企業

ブラジルは１９９０年代に入り、従来の輸入代替工業化政策を放棄し、経済の自

由化、開放へと大きくシフトした。政府の介入を最小限にし経済を市場原理に任

せることで、経済発展を実現しようとしている。国内類似品の輸入禁止措置は廃

止され、輸入規制は関税によってのみおこなうこととされ、またその関税率も大

幅に切り下げられた｡工業に対する補助金は８０年代はじめの債務危機以後削減さ

れてきたが、９０年以降それが徹底された。

輸入自由化の影響は広範囲の製造業にわたる。食品、飲料のような輸送が困難

な産業、消費者に固有の好みがある産業では軽微であるが、衣料、履物、家電製

品などのように汎用性があり、あるいは国内の技術水準が著しく劣っている産業

では影響が大きい。国内市場でアジア製品と競合が徐々に強まった。輸入が増加

した産業では生産が減少し雇用の削減がなされた。一部の企業は輸入自由化に対

抗し生産性向上を図った。それ以上に目立つのは、旧工業地帯（brownfield）か

ら賃金が低く労働組合の影響が小さい東北部など非工業地帯（g定enfield）への

工場移転である。

完成品と部品に分けると、輸入の自由化と関税の大幅な引下げはとくに部品工

業に深刻な影響をもたらしている。完成品では市場あるいは消費者に近接して生

産するマーケット・インが優位性をもっている。消費者の好みに合わせて生産し、

アフターサービスを行うのは市場での生産が有利だからである.これに対して部
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品とくに技術的に標準化した部品については市場で生産する必要はない。組立メ

ーカーは多くの国産部品を輸入品にシフトしている。価格、品質面で優れた輸入

部品の使用は、組立メーカーが自らの製品の競争力を獲得するのに不可欠であっ

た。

自由化によってどの程度部品輸入が増加しているかを知る材料に乏しい。第２

表はブラジルの主要業種の輸入比率（輸入額÷生産額）を見たものであるが、そ

れによって部品輸入の増加をかいま見ることができる。

輸入品へのシフトは、部品の輸入関税が完成品のそれより低く設定されている

ことにも起因している。例えば自動車（完成車）の関税率は、貿易収支の悪化か

ら、１９９５年はじめに２０％から７０％に引き上げられたが、部品の平均関税率は

１９％のままであり、それ以前においても完成車よりも低いものであった（小池

[1995]）。こうした関税率の差は、部品メーカーの政治的影響力の小ささによる

ところが大きい。

く第２表＞主要業種別の輸入比率＊-1989-96年

(注）＊輸入額÷生産額×100％。＊*表記以外の業種を含む平均。

(出所）Moreira[1997]．

ブラジルの工業では外注にシフトする政策をとる企業も増加しつつある。「テ

ルセイリザソン」（terceoroza9ao,外注化）がそれである。それは中小企業の活動
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

機械・同部品 1３．６ 23.7 38.6 23.5 28.9 ３８．５ 56.1 74.7

電子部品 ８．６ 11.6 12.9 10.0 1２．２ ２１．２ ２０．１ 24.0

自動車部品 ５．０ 8.0 1４．０ 1０．１ 1３．４ 1６．７ 1９．８ 23.7

天然繊維の紡織 ３．４ 3.7 6.1 4.4 1５．１ 1３．６ 16.3 23.2

窯業 6.8 7.5 9.0 8.4 11.2 １Ｌ４ 1７．１ 1５．２

TV,ラジオ,音響機器 4.7 6.3 9.7 6.0 7.6 9.5 14.0 14.3

自動車 0.0 0.2 1.8 ２．１ 4.6 ８．１ 1５．７ 1０．６

平均＊＊ 4.3 6.0 8.1 ６．１ 8.3 10.2 1４．６ 15.6



の場を広げる可能性をもつ。これまで外注化政策は、摺掃、給食、法務、計算作

業などの間接部門であったが、部品生産、加工についても外注化政策をとる企業

が増加しつつある。自動車組立メーカーについての調査(Ａｍａｔｏ［19931［1995]）

によれば、外注化の目的として重要なのは、順に生産の柔軟性の実現、部品の品

質向上、設備投資の節約、間接労働コスト節約、直接労働コストの節約であった。

こうした外注化は１９８０年代不況に対処しコストを引き下げる目的で始まった。

経済自由化以後は、国内外の競争の激化に対応し、コストを一層引き下げるため

に外注化が進められた。加えて外注化は、外部の企業の自社よりも優れた技術を

利用する目的でもなされた。しかし、外注化の目的はなおコスト削減、受注企業

の低賃金労働あるいはインフォーマルな労働の利用という性格が強い。他方外注

化は、発注企業において雇用の削減につながり、さらには労働市場全体に流動化、

労働条件引下げという変化をもたらす。

外注化は、産業の効率を高め中小企業の活動領域を広げるという利益をもたら

すが、その目的が低賃金労働利用に偏れば、産業全体で新しい技術導入など革新

への動機が失われる危険をもつ。

'1．中小企業政策

１．産業政策の偏向と中小企業

ブラジルの経済政策は、大企業が有利になるような偏向をもっていた

（Spath[1992]）。ブラジルの工業化は１９５０年代後半の「メタス（目標）計画」

によって本格化したが、その基本は強い政府介入をともなう輸入代替工業化であ

る。

強い政府介入は当然のことながら開発資金の中央政府への集中をともなってい

た。そして開発資金は、財政的手段によるものであれ金融的手段のものであれ、

もっぱら大企業に提供された。これは一つには開発のターゲットが自動車、電機、

造船、機械などの規模の経済の大きい産業であったからである。国内市場の狭陰

性を考えれば、特定企業（大企業）に集中的に資金を供給することが合理的であ

ると主張された。鶏しい数の中小企業のなかから資金の供与に足る優良な企業を

見つけだし、審査し、資金を供与した多数の中小企業を監視するコストが大きい

という理由もあったろう。
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しかし、実際にはこれらの産業でも、部品生産ではあるいは一部の完成品につ

いても中小規模での生産が可能なものもある。そこで資金を含めて生産要素の調

達が容易であれば、中小企業の参入は可能となる。融資にともなう金融機関のコ

ストも非本質的な問題であろう。より重要だったのは大企業がより大きな政治力

をもっていたことである。そして政府資金の獲得は大きいなレントを大企業にも

らした。政府はまた開発プロジェクトの認可、公共事業へ参加する企業の選択、

関税率の決定などで大きな権限をもっているから、産業にとって政府と良好な関

係を維持することは極めて重要なことであった。

しかし、そのことは中小企業が一方的に淘汰されたということを意味しない。

中小企業は、先に述べたように、ブラジル経済の多数派であり続けた。中小企業

の位置するブラジルの軽工業はなお重要であったし、輸入代替工業化のもとでの

国内工業の保護が、大企業同様、非効率な中小企業の存在を許した。低賃金、イ

ンフォーマルな雇用形態が中小企業に競争力を与えていた。地域を基盤とし地域

を市場とする生産は中小企業によって担われた.さらに近代部門においても、そ

の高い成長が中小企業の参入を許し、あるいは大企業向けに部品生産、加工をお

こなう企業の設立を可能にした。

要するに、産業政策は大企業に有利であるという偏向をもっていたが、それに

もかかわらず中小企業は産業の多数派でありつづけ、さらに－部の中小企業は近

代工業の担い手となっていった。

２．輸入代替工業化と中小企業政策

ブラジルの産業政策は大企業に有利であったと述べたが、それは政府が何らの

中小企業政策をとらなかったということを意味しない。中小企業政策は存在した

（以下の政策に関する記述は、特別に記す以外は、SuziganandSouza［1990]，

SuziganandVnlela［1995]による）。

「メタス計画」の末期にあたる１９６０年に、産業政策の決定機関である工業開

発審議会（ＣＤＩ）のもとに「中小企業支援実行グループ」という政策実行機関が

設霞された。このグループは、中小企業の調査、近代的な経営技術の普及、中小

企業診断士の育成などを含む作業計画を作成した。この計画は実行されなかった

が、その考えは後の中小企業政策に取り入れられた。また産業政策の対象の一つ

として中小企業をとりあげたことの意義も大きい。６４年には国立経済開発銀行
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（ＢＮＤⅡ）に設備資金を供給する目的で、中小企業融資基金（ＦＩＰＥＭＥ）を設立

した。「開発戦略計画」（ＰＥＤ,１９６８－７０年）では中小企業振興の必要性が叫ば

れた。

１９６０年代末から７０年代はじめにかけては「ブラジルの奇跡」と呼ばれた高成

長期であるが、それを主導したのは電機、自動車などの耐久消費財であり、その

生産者である大企業であったが、経済の高い成長は中小企業の発展を促した。政

府は、商業銀行に対して預金の一定割合を中小企業の運転資本向けに、低利で賃

付けることを義務づけた。この措置は中小企業の流動性維持に効果をもった。７２

年には大統領府企画庁に、ブラジル中小企業経営指導センター（CEBRAE）が、

各州に経営指導センター（ＣEAG）が設立された。

しかし、こうした一連の中小企業政策に背景にあるのは、中小企業が遅れた存

在であるか、もしくはより規模の大きい企業への発展の過程にある存在という認

識であり、中小企業が独自の役割をもつ存在であるという認識ではなかった。「第

一次国家開発計画」（ＩＰＮ､，１９７２－７４年）でも中小企業は積極的な意義を与

えられていなかった。

石油危機後の「第二次国家開発計画」（ⅡＰＮＤ，１９７５－７９年）はエネルギー

開発、資本財、中間財の輸入代替などを目的としていたが、同時に民族系企業の

強化が目指された。中小企業についても従来よりは積極的な役割が与えられた。

中小企業政策を立案するための省間作業グループが設立され、７７年には広範な中

小企業支援策が発表された。一定収益以下の中小企業に対する所得税免除、

CEBRAEの下請取引斡旋所（BolsadeSUbcontmta9zio）、輸出組合（Cons6rcio

deE｡、orta9ao）を設立、その他である。

「第二次国家開発計画」は財政赤字、インフレ、対外不均衡（対外債務累積）

をもたらした。加えて資本財、中間財部門優先によって、消費財とりわけ非耐久

消費財生産が停滞した。そのことが大衆の貧困につながっているとされた。そこ

で「第三次国家開発計画」（ⅢＰＮＤ，１９８０－８５年）は、階層間地域間格差の是

正、社会開発が強調され、非耐久消費財生産の重要性が指摘された。それは中小

企業とりわけ零細企業支援の重視につながった。ＣＥＢＲＡＥは零細企業により関心

を注ぐこととなった。

しかし、１９８０年代はじめの対外債務危機、その後の経済後退と金利の上昇によ

って多くの中小企業が危機に直面した。一部は廃業に追い込まれた。事業の拡大、
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技術革新などの新たな投資はとりやめられた。かつて公的資金を含め借入によっ

て設備投資をおこなった企業では過剰設備と債務返済に苦しめられた。皮肉にも

かつて設備投資に消極的で個人経営のインフォーマルな企業が生き残った。

この時期の零細企業をめぐる議論の一つが、行政負担をいかに軽減するかとい

う問題であった。政府の経済への直接、間接の介入は、馨しい規制をともなった。

制度の頻繁な改編によって法、規則は複雑化していき、企業とりわけ中小企業、

零細企業の行政負担は大きいものとなった。１９８４年の零細企業法（Estatuoda

Microempresa）は零細企業の税、社会負担の軽減、行政手続きの簡素化を目的と

した。

零細企業法によれば、零細企業とは年の粗収益が一定の金額（制定時は約４万

ドル）以下の企業とされ、それらについては、会社登記の税免除、手続きの簡素

化、税務のための会計帳簿維持の免除、会計報告の免除、所得税などの連邦税、

社会負担の免除、一定限度までの州税、市町村税の免除、従業員の社会保障への

最低料率適用、従業員の雇用時の監督機関への通知義務の免除、同じく健康診断

の免除、制度金融における金利の優遇、担保、保証の軽減などの措霞が講じられ

た。

さらに１９９６年には「中小企業の連邦税・社会負担金の一括支払い制度」

（SIMPLES）（法律第９３１７号)が制定された。この制度を選択した中小企業（年

粗収益７２万レアル以下）は売上に対して一定率の額を毎月払うことによって、面

倒な税務から解放されることになった。

零細企業法、ＳＩＭPLES制度は過大な行政負担を軽減するという意味では意義

があった。しかし、それは零細企業をインフォーマルなものとして公式に認定し

てしまった。零細企業は、納税、その基礎となる会計帳簿維持などから免れるこ

とによって、経営の近代化への動機を失う危険をもった。あるいは雇用にあたっ

てインフォーマルな形をより選好するようになった。

「新共和国第一次開発計画」（１９８６－８９年）は、経済成長の回復と貧困の撲

滅を目標としたが、中小企業に対して積極的な役割を与えた。中小企業は、低所

得層のニーズに応じるため低コストで基本的な消費財を生産する主体、後発地域

の開発の担い手、大企業のサボーテイング・インダストリーとしての役割などを

与えられた。しかし、こうした役割を強化するための政策、手段が示されず、ま

たインフレの高進、財政の悪化によって、ＩＰＮＤ自体が実行不可能となった。
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要するに、１９８０年代までの中小企業政策は、さまざまな手段の導入にもかかわ

らず、産業政策の全体が大企業優遇という偏向をもっていたため、十分な成果を

あげなかった。財政、金融上の奨励措置が一因となったインフレの高進と経済の

不安定化は、財務基盤の脆弱な中小企業を危機に追いやった。

中小企業政策は、税制・金融上の恩恵に浴する企業が－部であるという問題が

あった。金融機関は当然ながら優良企業にしか融資はしない。CEBRAEの活動も

大都市部に限られていた。この時期までの中小企業政策のほとんどが個々の企業

を対象にしていたという問題もあった。金融機関にしるＣＥＢＲＡＥにしる移しい企

業を支援の対象とすることはできない。取引コストが膨大になるからである。そ

の結果一部の中小企業のみが恩恵、レントを享受することになる。

中小企業政策のもう一つの問題点は、政策が生産要素とくに資本の有利な条件

での提供を重視したことである。中小企業の困難はむしろ、生産要素へのアクセ

スができないことであり、それ以上に自らの製品を市場化できないことにある。

加えて低利での融資はしばしば中小企業が誤った投資をおこなう原因になり、ま

た財務の悪化の原因ともなった。

これまで述べたブラジルの中小企業政策のもつ問題点は、先進国を含めて中小

企業に対する過大な保護、恩情主義的な政策をとる国に共通に見られものである。

中小企業政策においてより重要なのは、規模の小ささから本来的にもつ中小企業

のハンディを改善し、あるいは大企業の独占的、寡占的行動を規制し、公正な競

争を可能にし、革新的な中小企業の誕生を促す条件を整備することである。

３．経済自由化と中小企業政策の転換

１９９０年にコロル政権が発表した「産業政策と貿易政策に関する総合指針」

（ＰICE）は、従来の輸入代替を基本とする産業政策を放棄し、貿易自由化、規制

緩和などによって産業を内外の競争にさらし、あわせて競争力向上のため政府が

産業技術政策をおこなうことを目的としている。ＰICEの指針に従い、科学技術

の振興を目的とする「工業技術力取得助成計画」（ＰＡＣTI）、近代技術、経営導

入などによる品質、生産性向上を目的とする「品質・生産性向上計画」（ＰＢＱＰ）、

ハイテク産業の育成と産業再編を目的とする「工業競争力計画」（ＰＣＩ）の三つ

のプログラムが作成された。

このうち１９９１年のＰＣＩは、大企業の垂直統合を改め下請取引の発展、下請企
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業育成を図ることを提案している。これらＰICEの具体的プログラムは羅列的で、

整合性に乏しいが、ブラジルの工業がかかえる課題、その解決に必要な政策案を

示したことは意義が大きい。

経済自由化とともに中小企業政策にも大きな変更があった（各中小企業支援制

度については、SEBRAE/ＳＰ［1992］を参照ルコロル政権誕生とともに１９９０

年、CEBRAEが非営利の社団組織に改編され、ブラジル零細小企業支援協会

（SEBRAE）となった。SEBRAEはブラジル企業の給与の0.3％の資金が配分さ

れるという特権をえることになった。

SEBRAEは零細小企業の競争力の強化に重点をおくようになった。そのために、

生産性・品質の向上、新技術導入・開発、市場との統合（見本市への参加などを

通じる市場開発）、企業情報の整備・提供などのプログラムが設定された。さら

に零細小企業のための環境保護プログラムが加えられた。SEBRAEは融資手続

きを代行する業務を始めた。国立経済社会開発銀行（ＢＮＤＥＳ）のペンチャー・キ

ャピタル部門であるＢＮＤＥＳＰＡＲ（ＢＮＤＥＳ投資会社）に１９９２年に技術集約小企

業資本化コンソーシアム（ＣＯＮＴＥＣ）が設立され、科学技術の組織的利用を基礎

に生産活動をおこなう中小企業にエクイテイ・ファイナンスをすることになった。

零細小企業を対象とする技術、人材育成のための支援プログラムとしては、

SEBRAEによる近代化拠点（PolodeModerniza9且o、後述）プロジェクト経営

近代化プログラム（PmgramadeModernizaC且ｏｄａＧｅｓｔ且oEmprCBarial）、工

業職業訓練所（SENAI）による零細小企業家育成プログラム（PID摩ａｍａｄｅ

Ｆｏｒｍａ９且odeMicmempresarios）などがある。

零細小企業がかかえる困難は、生産要素の調達とともに、あるいはそれ以上に

製品の市場化の問題である。輸出についてはＳＥＢＲＡＥによる貿易カウンター

（Ｂａ1国odeCom6rcioExterior）、輸出組合（ConB6rdodeEmorta9do）があ

る。貿易カウンターは零細小企業向けに輸出に関する相談業務、慨報提供をおこ

なう制度であり、輸出組合は輸出を希望する零細小企業を組織化し、輸出を容易

にするための制度である。国内販売促進については、ＳＥＢＲＡＥによる見本市開催、

下請斡旋（BolBadeSuboontrata9且oeNeg6cio、後述）、原材料などの共同鯛買

をつうじて調達コストを低めるための鯛貿センター（CentraiBdeCompras）プ

ログラムなどがある。

製品の市場化とともに零細小企業がかかえるもう一つの困難である情報の不足
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の問題については、ＳＥＢＲＡＥが国内外の市場、技術など悩報を整備し、零細小企

業に提供している。SEBRAEはまた優れたアイデアの製品化を促進するためのイ

ンキュペーター機能をもっている。これは経済自由化以降の競争の激化にともな

い、零細小企業のなかにも、新しい製品を創造する企業を見出そうとの試みであ

る。

Ⅲ．中小企業の組織化

１．孤立から集団的効率

中小企業がかかえる困難は、一言でいえば、孤立性である。そのことが資金、

技術などの生産要素の調達を困難にさせ、最適規模での生産、効率的な生産を困

難にさせ、市場へのアクセスを困難にさせてきた。孤立はまた経済的、政治的な

影響力を弱め、不利な取引条件を余儀無くされた。そこで中小企業の組織化が必

要となる。

中小企業の技術、経営近代化を促すため、中小企業を組織化する必要について、

ブラジルで最初に理論的な考察をおこなったのはRattner[1988］であった｡それ

は、ブラジルの産業組織が多くの零細中小企業から形成されていることを考慮し

た場合、政府の介入、民間部門への助成が組織化された企業を対象とすべきであ

るとした。こうした方法は、企業と大学、研究所との間の連携を容易にし、企業

が大学などの研究開発成果を効率よく吸収すること可能にする。助成が組織化さ

れた企業を対象とすると、個々の企業がお互い刺激し合って助成の効果を高める

というシナジー効果（相乗効果）を生む。この相乗効果は企業家によって早急に

認知されることになろう。

中小企業の組織化は、従来の中小企業政策の転換を意味する。従来の中小企業

政策は個々の企業を対象とするものであり、低利融資などを手段とするものであ

った。しかし中小企業にとって金融機関がさだめる規則にしたがって投資計画を

作成したり、必要とする保証、担保を用意することは困難であった。金融機関の

側も計画の審査その他に負担が大きいため、中小企業に融資することには消極的

であった。中小企業を指導する行政でも、鯵しい数の中小企業に支援することは

容易ではなかった。しかも中小企業をばらばらに指導したところで、それが他の

中小企業に波及効果をもたないという問題があった。
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限られた資金、人員を効率的に運用し、また相乗効果をあげるには、政策の対

象を中小企業のグループとすることが手段となる。中小企業の支援には関連する

機関、人員を組織化する必要がある。中小企業政策実施機関、大学、技術研究所、

職業訓練所、民間コンサルタントなどである。しかし、中小企業の組織化は中小

企業のリーダーシップに任せる必要がある。中小企業に対する支援もあくまで要

請があっておこなう。さらに初期には支援は低コストでおこなうが、一定の時期

が経過したら有料、市場価格による。これは中小企業の自立を促すためである。

２．垂直的組織化一下請取引

組織化の一つは大企業との垂直的な関係をつくることである。端的には下請取

引である。それは中小企業の発展にとって次のような意義をもつ。下調のもとで

取引が継続的になされれば、技術習得のための学習機会を中小企業に与える。大

企業が技術指導をすることもあろう。安定した取引の存在は中小企業が設備投資、

技術開発投資をおこなうのを可能にする。継続的取引は「組織準地代」を生み、

取引を円滑にする。部品を生産・加工する中小企業が大企業の製品開発に参加（デ

ザイン・イン）すれば、中小企業の技術力は飛躍的に高まるだろう。デザイン・

インは、製品開発期間の短縮によって開発コストの削減、市場ニーズへの機動的

対応を可能にする。そのことは、大企業のみならず、中小企業の市場におけるプ

レゼンスを高めるであろう。事実ブラジルでは自動車産業などでデザイン・イン

がなされている。現段階では大規模部品メーカーが中心であるが、将来的には中

小企業まで拡大することが期待される。

下請取引がこのような利益をもっているにしても、中小企業にとって、どこに

どのような需要があるかを知るのは容易でない。これは外注を希望する側も同じ

である。必要とする部品の生産、加工が可能な企業がどこに存在するか知ること

は容易でない。これは市場の不完全性の問題である。それを補うのが政府の役割

となる。下請取引の斡旋である。外注を希望する組立メーカーと中小企業の間に

立って下調取引を斡旋することである。ＳＥＢＲＡＥの「下請斡旋所」（BolBade

Subcontmta9且odeNeg6cio）がそうした機能を果たしている。

一般的に仲介組織には次の三つの機能が求められる。第一は多数の中小企業が

組織に登録されることである。第二は仲介組織が登録企業の技術水箪などについ

て適正な情報をもつことである。中小企業に限らず一般に企業は自らの技術水準

－３４－



について過大な評価をするであろう。場合によっては虚偽の(falBe）情報を提供

するかもしれない。そこで中立的な立場に立って登録企業の技術水準を評価する

ことが必要となる。それがなければ仲介組織発注企業の信頼が失われる。第三は

下請取引の条件、取引の実施状況の監視である。規模の小さい下請企業は不利な

条件を押しつけられることが少なくない。あるいは注文欲しさに下請企業が進ん

で通常とは異なる条件を引き受けるかもしれない。斡旋した取引が当事者によっ

て契約どおり実行されるかを監視することも必要となる。これらは仲介組織への

信頼を高め、下請取引の発展を可能にする。

この点ではSEBRAEはまだ課題が多い。登録企業は少なくない。１９９５年８月

時点でサンパウロ州のSEBRAEの下請斡旋所に登録している零細中小企業は約

5000社を数える（SEBRAE/ＳＰでのヒアリング,１９９５年８月２１日）。しかし、

SEBRAEは登録した企業の技術水準などについて十分な情報をもち評価できる段

階には至っていない。現実にはＳＥＢＲＡＥの身近な企業を斡旋するという傾向があ

る。取引の監視も不十分である。それらはＳＥＢＲＡＥへの信頼を低めている。つま

り下請斡旋による中小企業の活動領域を広げるという機能はまだ不十分である。

下請斡旋に関連して、共同受注グループの育成も有効であろう。一部の注文に

ついては単独企業では対応できないことある。部品生産に複数の異なった種類の

技術が必要な場合などがそうである。共同受注グループの育成は後述のSERRAE

の「企業近代化センター」プロジェクトで実行されている。

３水平的組織化一一産地形成

もう一つの組織化は、中小企業間の水平的な関係である。それは次のような意

義をもつ。個々の中小企業は多くの困難をもっているが、それらが組織化される

ことによって規模、範囲の経済と、それらをつうじる集団的効率を実現できる。

一定地域での中小企業の集合（クラスタリング）は、個々の企業が特定の分野

で専門化し深い技術を獲得することを可能にする。それはまた、ぱらぱらの企業

では困難な複雑な加工、組立などの受注を可能にする。これら同一業種、異業種

の中小企業の集合は、企業間の情報交換と技術の向上を促進する。それは共同で

の技術開発、製品開発、熟練形成のための訓練施設の設立にまで発展する可能性

がある。中小企業の集合はまた資金調達を容易にし、さらに政府が中小企業に有

利な産業政策を策定するように政治力を行使することを可能にする。
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中小企業にとって生産要素の調達以上に困難なのは市場の確保であった。同一

業種の中小企業の集合は、仕事を相互に融通することを可能にする。複雑な加工、

部品生産など個々の企業では困難な受注を可能にする。さらに共同のブランドを

創造したり、共同で見本市を開催することによって市場をさらに広げることがで

きる。それは売上を安定的にするとともに、不必要に大きい投資を節約する。

こうした企業間の協力は競争を排除するものではない。むしろ競争を激しいも

のとする。企業が一定地域に集積すると、企業は常にライバルを見ながら行動す

ることになる。例えばある企業が新しい製品の生産を始めたり機械を導入したり

すると、それを見ていた競争企業も同様な行動をとる。

つまり企業は自らの利益のため一方で競争相手と握手し他方で相手を殴り合う。

このような協力と競争が産地全体に革新を伝播、拡散させていくことになる。

問題は競合関係にある企業が協力の利益を認識し実際に協力するかどうかにあ

る。また革新を促すような競争をするかどうか、ｈｉｇｈｒｏａｄを歩むかどうかにあ

る。ブラジルのような発展途上にある経済では、Ａｒrow［1974]が言うように、信

頼財が形成されていない．経済の不安定性、高率のインフレは信頼財の形成を一

層困難にした。信頼の不足は企業の機会主義的行動を助長する。

そこで企業間の協力が利益をもたらすことを中小企業に示し、中小企業の組織

化を図ることが政府の役割となる。この領域でもSEBRAEの活動が特筆される。

「企業近代化拠点」（PolodeModernizaC且oEmprCBamal）計画がそれである。

企業近代化拠点計画は、第三イタリアの産業集積をモデル化した「インダストリ

アル・ディストリクト」モデル（industrialdiBtriCtmodel）を基礎としてい

る（モデルについては小池[1997]）。サンパウロ州ではSEBRAEが中心となり、

サンパウロ大学経営研究所、さらに他の組織、具体的には工業職業訓練所

（SnNAI）、サンパウロ州工業技術研究所（IPT）などを加えて、「インダスト

リアル・デイストリクト」モデルを実行に移している。

サンパウロ州での企業近代化拠点計画は､SEBRAEﾉＳＰの資金援助をえて､１９９１

年９月に開始された。アメリカーナの衣料企業近代化拠点計画はその先駆となっ

た（以下Santos，RattnereBernaldo[1993］；SantosandCavagnoni[1993]；

Santos,PereimeFranca[1995]ル

アメリカーナはブラジルの繊維、衣料産業の中心の一つで、多数の企業の集積

がみられる。５００の織物会社、４３２社の縫製会社が存在すると推定されている。
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このほかに５０社以上の､服その他の衣料メーカーの注文によって縫製をおこなう、

下請企業が存在すると言われている。織物、縫製業がどこでもそうであるように、

この地域の企業の約９０％が零細小企業であり、こうした同質性が企業近代化拠点

計画実施の条件となった。

参加企業のサンプル企業の経営診断によってアメリカーナの中小企業が直面す

る困難が特定され、その解決のためのプロジェクトが計画された。共通のブラン

ド創造、常設のショールーム、共同受注組織、遊休設備の貸借、モード．センタ

ーとライブラリー（流行、モードについての情報提供、デザイン・サービスの提

供）、共同のメンテナンス工場（機械装置の保守、修理施設）、人的資源を含む

経営管理（従業員の教育訓練、経営管理方法の開発、実施）、ＣＡＤシステムの共

同利用、集中鵬買（原材料、資材の共同購買）がそれである。これらすべてのプ

ロジェクトは、企業近代化拠点計画に参加する零細小企業が、集団的効率をつう

じて競争力を獲得するためのものである。

しかし、拠点計画は次のような本質的な問題をもつ。中小企業の水平的な組織

化もまたそれほど容易ではない。中小企業は相互にパートナーであるとともに競

争相手でもある。仕事の融通、情報交換はライバルを利するかもしれない。それ

にもかかわらず仕事の融通、情報交換がなされるには、一つには仕事、情報が平

等に分配されることが保証される必要がある。もう一つは仕事、情報を交換しあ

うことが、新しい仕事を獲得したり、技術を向上させるといったプラス．サムに

なることを中小企業が了解することが必要である。しかし現実には、短期的な利

益をえようとする機会主義的な行動を抑制するのは容易でない。また、クラスタ

リングによるメンバーの固定化は、メンバー以外の企業との取引が制約され、そ

の結果ときに新しい仕事の獲得に失敗するなどの機会費用をもたらす。

◆むすび

経済自由化による中小企業政策の重要な変更は、政策が市場メカニズムを重視

していることと、政策の対象が個々の中小企業ではなく集団としての中小企業で

あること、あるいは中小企業の組織化を目指している点である。

前者は、政府財政の困窮、ネオリペラルな経済思想の強まりなどもあるが、介

入的、恩情主義的な政策が、中小企業のレント・シーキングの行動を生み、そし
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てそれが－部の中小企業のみに利益をもたらし大多数の中小企業には何らの恩恵

をもたらさなかったこと、しかも利益を受けた企業も誤った投資をおこなうなど

の結果への反省のうえに立ったものである。

政策の対象を集団としたのは一つには行政負担の節約のためであるが、それ以

上に集団とすることによって技術その他の支援がメンバー企業に伝播していくこ

とを期待できるからである。さらにこの方法は、メンバー企業間に協力関係を生

み、経営資源を共有、補完さらには新たに製品、販路の創造その他を可能にし、

あるいはメンバー企業間の競争を促し効率性を高めるなど、シナジー効果が期待

できるからである。

中小企業の組織化が有効であるとしても、技術、経営力で劣っている中小企業

がただ集まっても、効率性が高まるものではない。下請の場合も、中小企業の技

術、経営力が低ければ取引は成立しない。そこで組織化の初期の段階では行政に

よる誘導が必要になる。例示（ｂｙexample）によって組織化の利益を企業に見せ

る必要がある。情報の提供をつうじて下請を含め企業間の取引を促す必要もある。

水平的な組織化であれ垂直的な組織化であれ、それが過度に閉鎖的だと、外部

の優れた経営資源、販売ルートの利用などの利益がえられず、組織化の不利益(機

会費用）が大きくなり破綻してしまう。外部との競争、そして組織内部でのメン

バー企業間の競争が必要である。ここでの行政の役割は、技術、市場などの情報

の提供をつうじて、企業の競争力向上への意欲を刺激することである。

政府の役割はほかにもある。中小企業の発展には、基礎教育、職業教育の充実、

金融制度の整備、技術など情報網の整備など、より巨視的な領域での政府の努力

が必要である。システムとしての経済社会制度の遅れが中小企業の発展を抑制し

ているからである。
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