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[要約] 

本調査研究は、ブラジルを対象として機械関連情報を収集し、我が国機械工業との関連

からその特徴を調査し、将来性、重要性の観点から対応策を検討することを目的としてい

る。 

ブラジル国内の機械工業の現状及び課題について明らかにするため、以下の 2 つの側面

から調査を行った。 

① ブラジル産業及び機械工業の発展過程の調査 

BRICs 諸国の概要について、経済成長率、一人あたり GDP の推移、貿易関係、雇用水準等

の経済指標を比較し、現状の位置づけや日本とブラジルとの関係について明らかにした。 

また、ブラジルにおける開発政策及び経済産業の発展動向や、これまでのブラジル機械

工業の発展動向・技術動向等について整理し、現状の機械工業の発展レベルを把握した。 

さらに、現在のブラジルのソフト面、ハード面のインフラの整備状況や、機械工業の市

場動向・競合状況などの実態について把握し、今後の日系企業のブラジル進出に求められ

る視点を整理した。 

② ブラジルの機械工業の現状課題と今後の展望についての調査 

経済のグローバル化に伴い、企業活動を行う場の選択に関する問題は、企業戦略の中心

的な課題の一つである。資源や労働力などの要素条件に着目するだけでなく、企業行動に

影響を及ぼすと考えられる様々な条件について考え、我が国機械工業がブラジルで活動す

るために必要な要因のフレームワークを提示し、現状課題や今後の展望について分析した。 

また、ブラジル機械工業に占める外資系企業のシェア、地場企業との格差等、外資企業

が主力か、地場企業の実力がどれ位かを明らかにした。 

さらに、ブラジルは 100 万人規模の日系人が居住し、かつ政財界上層部にも進出してい

る。これら日系人の日本企業への期待はどうか、ブラジルに進出する際にどれ位メリット

を期待できるかを考察した。 

 

第１章 ブラジル経済産業の動向 

１．経済開発政策の流れ 

（１）ブラジルの経済開発政策の歴史的概観 

 ブラジル経済開発政策を歴史的に概観すると、3つの時期に分けることができる。 

 第一期の「一次産品主導型経済期」（19 世紀末～1930 年代）は、特定の一次産品（サト

ウキビ、金、銀、ダイヤモンド、エメラルド、コーヒー等）を大規模に開発し、輸出する

パターンを繰り返していた。 
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第二期の「政府主導型工業化政策期」（1950 年代～1970 年代）には、大規模なインフラ

整備プロジェクトが推進されるなど、自動車、石油化学、鉄鋼等基幹産業が発展した。こ

の間、「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高い経済成長を達成するが、1980 年代に入ると世界的

な金利上昇を契機に「失われた 10 年」と呼ばれるマイナス成長の時代を迎えた。 

第三期は、開放・自由化政策による経済再生を目指した「経済自由化政策期」（1990 年代

以降）である。一連の経済改革により、ブラジル経済は安定化し、回復基調に再び戻るこ

とに成功した。 

（２）経済開発計画 

ブラジルの経済開発政策は、概ね政権交代の度に数次に及ぶ国家的経済開発計画を基に

展開された。それらは基本的に計画経済体制ではない資本主義体制下での計画であり、経

済開発促進を志向した国の発展ビジョンという性格のものであった。 

２．ブラジルの経済産業の動向と BRICs 比較 

（１）ブラジルの経済成長の軌跡 

 マクロ経済指標を用いてブラジル経済を概観すると、まず GDP の推移は 1970 年代の拡大

期、1980 年代の停滞期を経て、1990 年代以降は経済成長の前進と後退を繰り返している。

なお、2000 年以降の経済成長率は概ね 3％前後で推移している。 

現在の中国やインドのように、ブラジルが 10％程度の高い経済成長率を示したのは、1960

年代後半から 1970 年代前半の「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度成長期にあたる（最も高

い経済成長率は 14.0％（1973 年））。ブラジルは、他の BRICs 諸国に先駆けて、高度成長を

経験していることから、現在はすでに安定成長期に転じていると考えられる。 

 近年、特に飛躍的な経済発展がみられるのは中国である。中国は BRICs 諸国の中でも早

期に市場開放政策や海外の資本・技術の導入を行っており、1990 年代後半から GDP が急激

に増加し、現在中国は他 BRICs 諸国の倍以上の経済規模（GDP）に発展している。インドも

堅調に成長しており、特に近年はソフトウエア産業の貢献によるところが大きい。ロシア

は 1991 年の政変（ソビエト連邦崩壊）から 10 余年を経て、近年は豊かな天然資源を背景

に順調な経済発展をみせている。 

 BRICs4 カ国の国民 1 人あたり GDP を比較すると、ロシア・ブラジルと中国・インドとで

は格差が大きいことが明らかである。ロシアは中国の 3.4 倍、インドの 8.8 倍の水準、ブ

ラジルは中国の 2.8 倍、インドの 7.3 倍の水準にある。IMF の予測によると 2008 年にロシ

アは１万 500 ドル、ブラジルは 7,600 ドルに達する見通し（中国は 2,800 ドル、インドは

1,100 ドル）である。一つの目安として、国民 1人あたり GDP が 1 万ドルを超えると「高所

得国」とされ、消費の拡大とそれに伴う生活レベルの向上が見込まれる。 



 －5－

（２）ブラジルの経済安定化策 

 ブラジル経済を語る上で欠かせない問題の一つがインフレ問題である。ラテンアメリカ

諸国では、1950 年代からインフレが蔓延していたが、ブラジルでは 1994 年のレアル・プラ

ンを契機として、急速にインフレは沈静化し、一時期 82.4％（月間）まで上昇したインフ

レ率も現在は 0～数％の範囲で安定して推移している。 

（３）国際的な視点からみたブラジル 

ブラジルでは、1990 年からコロル政権下で本格的な市場開放政策が導入され、関税率も

引き下げられた。これら一連の政策は、貿易自由化・拡大を促進した。 

2000 年以降、世界的な資源需要とレアル安の進行、世界経済の堅調な拡大の影響を受け、

ブラジルの輸出は増加した。輸出品目の中では、鉄鉱石、大豆、砂糖、食肉などが主要品

目である。ブラジルは「資源・食料供給国」というイメージがあるが、大きく一次産品・

半製品・完成品（工業製品）の 3 つの枠で捉えると必ずしもそうではなく、完成品（工業

製品）が輸出の半数以上を占めている。 

 輸出額の伸び率が特に高いのは原油と粗糖であるが、その他鉄鉱石や牛肉、パルプ、自

動車部品、自動車用エンジン・同部品なども順調な伸びを示している。一方輸入は、近年

のレアル高を背景に、全体的に伸びており、なかでも鉱産品、乗用車、家庭用機械・装置

の輸入が飛躍的に増加している。なお、消費財の輸入も増加しており、近年の経済発展・

安定化に伴う消費の拡大が背景にある。 

BRICs の貿易額を比較すると、中国の輸出入額の伸びが著しい。世界輸出入額ランキング

では、輸出額は 1位ドイツ、2位アメリカ、3位が中国であり、中国は「一大輸出国」とし

ての地位を占める。その他の BRICs 諸国は、ロシアが 13 位、ブラジルが 24 位、インドが

28 位である。同様に輸入額は、1位アメリカ、2位ドイツ、3位が中国であり、中国は世界

を代表する「巨大市場」として注目されている。その他の BRICs 諸国は、インドが 17 位、

ロシアが 18 位、ブラジルが 28 位である。 

ただし、各国の GDP に対する貿易額の割合（いわゆる「貿易依存度」）をみると、ブラジ

ルは BRICs 諸国と比べてその割合が低いことから、今後さらに貿易が拡大する可能性があ

ると考えられる。 

 なお、近年の中国の経済成長に伴い、ブラジルと中国との間の貿易が急速に拡大してい

る。ブラジルにとって、今や中国はアメリカ、アルゼンチンに次いで 3番目（2006 年時点）

の貿易輸出国・輸入国となっている。一方の中国も、今後ブラジルとの貿易関係をさらに

拡大し、中国にとっての資源・食料供給国としてブラジルを位置づけている。 



 －6－

（４）ブラジルにおける政府債務問題と金利政策 

ブラジル経済でもう一つ注目される問題が政府債務問題である。過去に財政健全化政策

が打ち出されるも財政赤字は拡大する一方で、その赤字を国債発行により補填していた。

それにより政府債務（特に政府債務利払い負担）は増大を続け、現在のルーラ大統領が当

選した 2002 年には、政府債務の対 GDP 比は 51.3％に達していた。 

ブラジルが今後さらなる経済成長を実現するためには、マクロ経済の安定化、経済活動

を促進するための税負担の軽減等が必要であるが、それらの政策を実施するには根本にあ

る財政問題（政府債務問題）を解決することが不可欠である。 

 ブラジル政府は、政府債務の利払い負担の軽減化と高金利による景気への影響を弱める

ため、政策金利を引き下げている。しかしブラジルの国内情勢を考えると、インフレ抑制

のために高金利政策（金融引き締め）の継続は必要であるが、一方で高利子が政務債務の

利払い負担を高め、そして景気後退のリスクを常に抱えるというジレンマに陥っている。

さらに、金利を引き下げることによって、これまでブラジルの経済成長を支えてきた海外

からの資金流入が減少する可能性も否定できない。 

（５）ブラジルの労働市場 

ブラジル国内の就業者数は年々増加しており、直近の 2007 年には 2,000 万人を超えてい

る。また失業率は、2003 年の 12.3％をピークに、2007 年には 9.3％まで低下している。 

（６）世界の経済界からみた BRICs 

 「世界競争力レポート」（世界経済フォーラム）によると、世界の経済界からみた BRICs

の競争力（総合順位）は、ブラジルが 72 位、ロシアが 58 位、インドが 48 位、中国が 34

位で、BRICs 諸国の中では中国が最も高い評価を得ている。 

また、同レポートの中の「ビジネスを行う上で問題となる要因」をみる限り、従来懸念

されてきたインフレについては、ブラジルにとってビジネスの阻害要因とはなっていない

ことがうかがえる。 

 

第２章 インフラの整備状況と政策的経緯 

１．インフラ整備に関する最新の取組 

（１）地域格差是正と民間資金活用 

第 1 期カルドーゾ政権における「長期国家開発ビジョン」では、持続可能な開発に不可

欠なインフラ、社会開発、環境保全、情報の 4 つの分野に官民合わせて 1,800 億ドルの投

資を計画した。 
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（２）インフラの整備状況 

 ブラジルでは道路輸送が国内輸送の中心であり、貨物輸送の約 63％、旅客輸送の約 95％

を占めている（運輸省「輸送統計」1999 年）。1990 年代の 10 年間で道路延長は 13.8％伸び

ている。 

また、貨物輸送は約 21％（2000 年）を担い、道路に次ぐ輸送手段となっている。旅客輸

送に占める鉄道の割合はわずか 0.7％（1999 年）にとどまる。 

水運では、ブラジルは長い海岸線を有する割に国内の一般貨物輸送に占める水上輸送の

割合は非常に小さく、また輸出入・外航海運におけるブラジルの海運会社のプレゼンスは

かなり限定的なものに過ぎないといわれている。海運輸送に従事する港湾は約 30 港、国際

貿易港は約 20 港ある。最大の港はサントス港で、貨物コンテナの取扱量でみると 2位のリ

オグランデ港の 4 倍以上の規模がある。港湾によって設備環境、経営体制等が異なり、イ

ンフラ整備の遅れ、施設の老朽化などの問題を抱えているところもあるといわれる。 

 電力では、国内に豊富な水力資源を有するため、依然として水力発電が基幹電源となっ

ているが、南東部の水力資源は実質的にほぼ開発し尽されてしまっている。残る水力資源

の約 50％は消費地から離れたアマゾン地域に存在しているため、ピークロード電源として

小規模の火力発電所が建設されてきた。 

 1995 年、第一次カルドーゾ政権が発足し、1998 年には同庁がブラジル史上最大の民営化

と呼ばれるテレブラスの民営化を実施した。 

２．企業活動に関連する税制等の概要 

（１）「ブラジル・コスト」問題 

ブラジルでは、複雑な税制、労働・雇用面での過剰な保護措置、治安といった問題がい

わゆる「ブラジル・コスト」として従来から指摘されており、企業活動環境の改善が求め

られている。 

（２）税制 

ブラジルの現行税体系の基本的枠組みは、2003 年に誕生したルーラ政権による憲法改正

によって変更され今日に至っている。憲法によって定められた課税主体は、国、州、市に

またがり、特に各州が独自の法規を根拠に企業誘致のための税制恩典付与を行ってきたこ

とから複雑化している。 

（３）ブラジルの労働法 

ブラジルの労働問題・労使関係を規制する基本法は、1943 年 5 月 1 日施行という古い統

合労働法である。 

統合労働法は、保護主義的傾向が強く、労働者保護は特に過剰であると指摘されている。
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このため、産業社会の変化などに従来のモデルでは現実的に対応できなくなってきており、

早急な改革が必要になってきているといわれている。 

 

第３章 外国企業のブラジル進出の現状 

１．企業進出の動向 

（１）進出の波 

ブラジルの外国企業の進出ブームは過去に 3回ある。現在は 1990 年代半ば以降の第 3次

ブームの中にあるが、その背景となったのはレアル・プランによるハイパー・インフレの

終焉、経済の自由化、政府系企業の民営化である。 

（２）国別進出動向 

 投資国では、従来の米国、ドイツ、スイス、日本から、米国は筆頭の投資国としての地

位を保ったが、スペイン、オランダ、フランスといった新たな国々がリードしている。 

（３）業種別進出動向 

 投資（進出）分野は、電力、通信、金融等のサービス分野に巨額の投資が行われたこと

に比べると製造業への投資はそれほど大きなものとはいいがたい。 

（４）機械工業における進出の推移 

機械工業への投資では、自動車及び同部品への投資が大きく、次いで電気・電子分野で

あり、機械分野への投資はこれらに比べると少ない。 

２．進出企業の国籍による特徴 

（１）外国企業の 3 つの戦略 

第一の戦略は資源確保の戦略であり、第二の戦略は投資相手国やその周辺市場を確保す

ることを目指す戦略であり、第三の戦略は世界規模での競争において、最も効率的に低コ

ストで生産、輸出できる拠点を求める戦略である。 

（２）グリーンフィールドからＭ＆Ａへ 

 進出手法は、従来のような単独での初期段階から立ち上げるという進出方法（グリーン

フィールド）から、企業買収（M&A）による手法の多用が特徴的である。 

（３）国籍別による進出戦略の違い 

米国は、グローバルな視点に立ち、規模の経済の獲得、関税等の節税及びロジスティッ

クスの利便を含めた企業の総合的な競争力強化に重点を置いた投資である。 

ドイツは、機械、自動車・同部品、化学、金属、電気電子の 5 分野に集中的に投資する

とともに中小企業の進出が多く、ドイツ系移民の子孫が多いサンパウロなど南東部・南部

に集中しており、経営権の掌握をきわめて重視している。 
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スペインは、受け入れ国側の市場においてサービス分野における直接投資の自由化が行

われたこと、投資国と受け入れ国との間の文化的な親近性があること、受け入れ国の市場

規模と成長のスピードとの相関であることが挙げられる。 

 日本は、進出のための事前調査を自力で情報収集を行うことから、必ずしも十分な情報

が得られない。投資規模では、小さな投資からはじめて、問題をクリアする毎に投資を拡

大するというステップ・バイ・ステップ型の投資である。投資収益率に関しては投資額と

も関係し、欧米企業に比べて十分な利益率が確保されていない。日本企業は単体での進出

が一般的であり、欧米企業のように M&A による進出に消極的である。現地化については、

欧米企業が経営を含め現地人に積極的に任せるのに対して、日本企業は消極的であったが、

近年はこうした傾向も変わりつつある。 

 また、日系人社会の存在のメリットとしては、日本語でビジネスができること、地元日

系企業との情報交換を通して、現地に密着した情報が入手できること、進出する日本企業

に対してもブラジル社会が好意的にみてくれることなどがある。 

３．海外企業のプレゼンス 

（１）3 つの脚から 2 つの脚へ 

ブラジルの産業は、従来の「民族系民間企業」、「政府系企業」、「外資系企業」の 3 つの

脚から、「外資系企業」と「民族系民間企業」が中心となる 2つの脚にシフトした。 

（２）機械工業における外資のプレゼンス 

 2006 年現在、ブラジルの機械工業に進出している外資系企業は延べ 401 社であり、その

うち機械が最も多い 227 社、次いで電気・電子の 101 社、自動車・同部品は 73 社である。 

 機械工業における外資系企業のプレゼンスは、従来よりも機械においては外資系企業の

プレゼンスが大きく高まり、電気機械についても圧倒的なプレゼンス拡大となった。自動

車・同部品は、もともと民族系民間企業、政府系企業のプレゼンスがほとんどなかったこ

とから、逆に民族系民間企業が僅かに台頭してきている。 

 

第４章 ブラジルの機械工業の現状 

１．工業化政策と機械工業の発展経緯 

 ブラジル機械工業の発展過程をみると、「草創期」、「成長期」、「低迷期」、「成熟安定期」

の大きく 4つに区分される。特に 1950 年代のクビシェッキ政権で行われた「メタス・プラ

ン」による輸送機器、電器、通信機器をはじめとした資本技術集約的な分野での輸入代替

工業化を進めた「成長期」、2003 年のルーラ政権発足後の「レアル・プラン」実施以降の今

日の自動車産業、電気・電子産業を中心とした「安定成長期」が機械工業発展の転換期と
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される。 

２．近年の機械工業の動向 

 2004 年時点の機械工業の生産額は約 3,022 万レアルで、製造業全体の約 25％を占め、ブ

ラジル国民経済を牽引する基幹産業といえる。 

これまで重点投資が行われてきた自動車産業の生産額は約 1,234 億レアルに上り、製造

業全体の約 1割、機械工業全体の約 4割を占めている。 

また、近年の機械工業の成長性では、ルーラ政権での低所得者向けの所得再分配プログ

ラムによる所得水準の向上から、耐久消費財の需要拡大やそれに伴う設備投資の拡大等に

より、2007 年の機械工業は対前年比年率 11.1％で推移し、当面の成長が見込まれる。 

３．機械工業の立地状況 

（１）立地の特徴 

 主要企業の立地の特徴として 2 つの点が挙げられる。国内最大の消費地であるサンパウ

ロ州やリオデジャネイロ州などの南東部への産業集積と様々な税制恩典のある北部のアマ

ゾナス州にあるマナウス・フリーゾーンへの集積が特徴として挙げられる。 

（２）地方分散化の進展 

 これまでサンパウロ州を中心とする一極集中型の構造がみられたが、近年は多極分散型

へと移行しつつある。近年の工業生産高シェアの推移では、サンパウロ州の構成比は 1996

年の 49.4％から 2005 年の 40.2％に下落し、サンパウロ州以外の都市に本社拠点を置く有

力企業も数多く散見される。 

４．主要分野の近年動向 

（１）自動車産業 

 国内市場の状況では、2006 年の生産台数は前年比 3.2％増で過去最高となる 261 万 1,034

台で、販売台数も 193 万 3,306 台で推移した。国内市場が順調に成長する背景として、個

人向けの長期割賦販売の確立や車両価格の低下が購買意欲の促進に繋がる主たる理由とし

て挙げられる。 

 自動車産業の国内販売シェアは、外資系企業の寡占状態にある。2006 年度の状況では、

フィアット、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ、フォードの欧米企業 4 社で市場

の約 8割を占め、日系企業はトヨタ（3.6％）、ホンダ（3.4％）を中心に 4社合計のシェア

は 1割に満たない。 

国内市場における主力車種は、過去の小型車優遇策の実施や、国民の所得水準やローン

制度の未整備から、低所得者でも手の届く価格帯であるファーストライドカーの占める割

合が比較的高かったが、国民の所得水準の上昇とともに中型車の需要が伸びをみせている。 
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主要自動車メーカーの生産拠点はこれまでサンパウロ州に集中していたが、近年、他州

への移転の動きがみられ、地方への分散化が進んでいる。1990 年頃から税制恩典などの優

遇条件を提示した州への移転や、サンパウロ州の労働組合の賃上げ交渉やストライキなど

の強固な組合運動に距離を置くために移転するケースがみられる。 

 自動車部品工業は自動車工業の成長とともに推移し、設備投資、新技術の導入、品質レ

ベルの向上に努め、売上高は 2006 年で 298 億ドルとなり、1995 年と比べて 2倍近い伸びを

示している。 

 地球温暖化問題が緊急度を増す中で、温室効果ガスを多く排出する自動車分野では代替

燃料に対する取り組みも加速化し、ブラジル発で普及が進むフレックス車もその一つの手

段として注目されつつある。 

（２）電気・電子産業 

 電気・電子産業では、近年の慢性的な電力不足によるインフラ整備の必要性から、発電・

配電機器の需要が拡大するとともに、パソコンや携帯電話などの情報機器の普及も飛躍的

に進んでいる。 

ブラジルでは、日本方式の地上デジタル放送規格 ISDB－T方式が採用されたことにより、

「日伯デジタルテレビ・システム」の導入が進むことが考えられる。当面、デジタルチュ

ーナー内蔵テレビとセット・トップ・ボックス（既存テレビで受信する機器）の需要が見

込まれ、日系企業の先行した技術・経験を生かした商品リリース面での優位が期待される。 

 

第５章 今後のブラジルにおける機械工業の展望 

 本調査は BRICs の中のブラジルに焦点を当てた情報収集を目的としたものである。BRICs

という 1つのまとまりとして扱われる 4ヵ国であるが、その様相はかなり異なっている。4

ヵ国が注目されたのは、今後成長が見込まれるという共通点ではあるものの、その成長の

質に関しては一様ではない。 

 中国とインドは、2桁前後という高成長を続ける一方、ロシアも 7％程度と高い成長率を

示すが、ブラジルは 4％程度と中程度の成長率である。しかし、国民 1人あたり GDP をみれ

ば、中国とインドが2,000ドル以下の開発途上国であることが明らかであり、ロシアは6,900

ドル、ブラジルも 5,700 ドルと既に中進国である。さらに今後も成長を続けると仮定する

と、ロシアは遠からず 1 万ドルを超え先進国の仲間入りを果たすであろうし、ブラジルも

先進国に手の届くところまで進むであろう。 

 ブラジル経済の特徴として、鉄鉱石や石油等の鉱物資源をはじめとする、豊かな資源国

であるが、貿易依存度は 21.4％と 4 ヵ国の中では低く、貿易に頼らなくても成長が可能な
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国であるとも捉えられる。さらに、1994 年のレアル・プラン以降インフレを押さえること

に成功し、貿易収支も黒字基調（経常収支も同様）を保っている。これらの側面を見る限

り、ブラジルは今後とも着実な成長を遂げる可能性が十分に期待できる国といえよう。た

だし、懸念材料として巨額の対外債務やその解消のための税や財政の舵取りが課題である。

こうした中にあってインフラの整備を着実に進めることができるかが重要な鍵の 1 つであ

り、その意味でも PAC の行方を注視する必要がある。 

 一方、ブラジルへの直接投資は 1990 年代半ば以降増加しており、2007 年においてもその

勢いは衰えをみせない。サービス分野への巨額投資に目を奪われがちであるが、自動車や

電気・電子をはじめ、機械工業への投資も堅調である。実際、製造業の成長率が 6％程度で

あるのに対して、機械工業は 2 桁台の伸びを示している。また、ブラジルの機械工業の担

い手は、かつての「3つの脚」から外資系企業を牽引役とする「2つの脚」へと変貌し、外

資系企業が今後ブラジルの機械工業をリードしていくことは間違いないであろう。その中

にあって、日本企業はブラジルの機械工業の一翼を担う重要なプレイヤーであるが、それ

は産業面を超えて日系人社会の期待の表れでもある。 

 既に述べたようにブラジルは先進国への道程を着実にたどっていくことが期待される国

である。その際、ブラジルに必要なのはこれまでのように鉄鉱石等の資源をそのまま輸出

するのではなく、国内で製品化する高付加価値化の方向であり、これにより雇用機会の拡

大、所得の増加が期待できる。それは、量としての消費の拡大ばかりではなく、より質の

高い生活を支える消費の増大へとつながるはずである。また、それは同時に産業の高度化

への道であり、自動車や電気・電子に限らず、幅広い分野での機械需要を掘り起こすこと

になるであろう。このように、ブラジルへの進出は、中国やインドなどへの進出のように、

安価な労働力を期待してのものではなく、先進国に近づきつつある国のもつ消費や産業の

高度化を見込んだ進出である。ただ、競合相手として技術力等の質的な競争が強いられる

相手としては、米国やドイツ、スイス等の欧米勢であり、価格面での競争相手としては韓

国、中国（輸入製品が中心）となることが予想される。 

 ブラジルは確かに南米一の市場規模を誇るが、加えてアルゼンチンやチリ等を含むメル

コスールの広域経済圏の一郭をなす。ここで必要なのは、ブラジル一国で考えのではなく、

中南米という広い経済圏への進出という視点であり、さらに長期的な経営戦略が求められ

るということである。 
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