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ブラジルの経済状況とビジネスチャンス
はじめに
20 世紀始めに登場した造語「BRICs」に名を連ね、経済成長が期待される国の一つとして
注目を集めてきたブラジル。最近の同国経済は成長率の低下が懸念されているが、豊富な鉱
物資源と人的資源を背景として潜在的な成長力を有していることに変わりはなく、長期的な
成長期待は根強い。日本企業の進出も自動車関連を中心にここもと増加に転じているようだ。
このような状況下、日本企業の多くがオフィスを構える商業都市「サンパウロ」へ向かい、
ヒアリングを行った。本号では、現地で得た情報をもとに、ブラジルの経済状況、日本企業
の進出環境およびビジネス展開の可能性についてレポートしたい。
ブラジルの魅力
「ブラジルと言えばコーヒー豆」
。日本人の多くがもつブラジルへのイメージではないだろ
うか。「銀ぶら」という言葉があるが、これは「銀座を散歩する」ことではなく、「銀座でブ
ラジルコーヒーを楽しむ」ことが本来の意味だそうだ。ブラジルコーヒーが日本で一世を風
靡したことを象徴する言葉である。
しかしながら、現在、コーヒー豆はブラジルを代表す
る輸出品ではない。日本の約 23 倍という広大な国土を
有する同国では現在でも農業が盛んに行われているが、
鉄鉱石や石油などの鉱物資源が発見されて以降は資源
輸出の割合が増加しており、資源輸出国としても世界的
に重要な役割を果たすようになった。
ブラジルは鉱物資源だけではなく人的資源も豊富で

サンパウロ都市部の風景

ある。IMF の調査によると、同国人口は 2014 年時点で
約 2 億人であるが、今後も増加が予想されており、2040 年には 2.3 億人に達すると推計され
ている。これは今後しばらく生産年齢人口の比率が高い人口ボーナス期が続くことを示唆し
ており、政府の消費底上げ政策と相まって、国民の購買力の更なる増加が期待できる。
現地で話を聞くなかで、ある方が「東南アジア諸国を一つの国に纏めたのがブラジルであ
る。
」と評した。アジア諸国では生産国と消費国が別れる傾向にあるが、ブラジルでは豊富な
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鉱物資源と人的資源が「地産地消」を可能にする。ブラジルの魅力はまさにここにあるとい
えるだろう。
近年の経済状況と政策運営
ブラジル経済は 1970 年台に
「ブラジルの奇跡」
と呼ばれる高度経済成長を達成して以降、放漫な
財政運営による過剰な対外債務とハイパーインフ
レに悩まされ続けた。2003 年に誕生したルーラ政
権が財政規律を重視する政策に転換したことによ
って、同国はようやく為替と物価の安定を取り戻
し、成長の礎を築くことに成功したのである。
これ以降、米国金融危機での落込みはあったものの、ブラジルは比較的安定した経済成長
を実現してきた。成長を支えたのは、新興国による一次産品需要の拡大、財政出動による貧
困層の所得増加、レアル高を通じた国内金利の低下であった。しかしながら、近年は一次産
品需要の急減に加え、ばら撒き政策の副作用が経済に影を落とし始めているように思われる。
＜一次産品輸出に翻弄される経済＞

ブラジルの輸出品目
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在のところ、資源需要が大きく増加する兆
しはなく、ブラジル経済への追い風は期待
できない状況である。
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価格変化の面では一次産品が金融商品化している影響も大きい。世界的な金融緩和のもと、
商品価格は実需以上に高騰と下落を繰り返すようになり、また各商品間の価格の連動性も高
まっている。資源依存度の高いブラジルにとっては、経済の大きなリスク要因である。
＜政府主導の消費拡大と財政問題＞
「所得格差の是正」を掲げ 2003 年に政権を得たルーラ大統領が打ち出した政策は、
「正規
雇用者の最低賃金引上げ」と「低所得者層への給付金政策」であった。それ以降現在に至る
まで、毎年のように最低賃金引上げと給付対象拡大が行われ、同政策は中間所得者層の拡大
と消費拡大に寄与してきた。資源輸出が低迷するなかで、これらの政策は景気対策としての
役割も果たしていたようだ。
ブラジルの消費拡大には、金利低下の効果も大きかった。2003 年以降、政府が国際信認を
維持すべく基礎的財政収支の黒字確保に努めてきたことで、為替・物価の安定とそれによる
金利低下が借入コストの低下をもたらし、分割払いやクレジットカードの利用が拡大した。
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出張時にサンパウロ市内で訪れた百貨店では、ほぼすべての値札に一括での支払額と分割払
いでの月次返済額が併記されていたほどである。
しかしながら、ここ数年は給付金や減税などの財
政出動が拡大し、昨年はついに基礎的財政収支が赤
字に転落した。また、GDP に対する黒字比率として
示される政府目標は、未達の状況が続く。財政運営
に対する国際信認の低下は通貨安となって表れて
おり、政府は増税や国営企業への補助金停止など財
政再建に着手したが、各種施策には政権与党内でも
反対の声が多く、期待通りの効果が得られるかは不

分割払い額を併記した百貨店売場

透明といわざるを得ない。
＜物価上昇と政策金利の引上げ＞
労働生産性が低いブラジルでは、賃金上昇が製品
やサービス価格の上昇に直結しやすい。輸出の減少
に起因して経済成長が鈍化するなか、給付金政策の
継続や輸入税引上げによる産業保護、国内減税など
の景気刺激策によって個人消費は好調を維持してお
り、雇用はタイトな状況が続いている。堅調な雇用
を反映して物価は上昇基調にあり、2013 年以降は政
策金利を再び引き上げる方向にある。通常、金利の
上昇は通貨高につながりインフレを抑える効果があるはずであるが、原油安を受けた世界的
なリスクオフの流れや財政悪化の影響から、レアルは依然として安い状態が続いており、そ
の効果は得られていない。
輸出の減少に対し、政府は財政・金融政策を駆使して消費刺激を行ってきたが、成長率の
上昇にはつながっておらず、逆に副作用である財政悪化、インフレ高進、通貨安が目立って
きている。緊縮財政への転換が通貨高を通じてインフレ抑制に作用すればよいが、財政再建
が達成できない場合は、通貨安とともに更なる緊縮策が求められる可能性がある。利上げと
緊縮財政継続は短期的に経済を大きく下押しするリスクがあり、政策動向を注視する必要が
あろう。
企業進出環境
日本企業のブラジル進出は同国が工業化を推進した 1960 年台に活発化したが、それ以降、
度重なるハイパーインフレの発生や日本のバブル崩壊によって、進出企業数は減少の一途を
辿った。近年は進出企業数が再び増加してきているものの、その多くは大企業であり、中小
企業の進出はそれほど活発ではないようだ。世界銀行が発表する国別ビジネス評価（2014 年
基準）1において、ブラジルは第 120 位であり、世界的にもビジネスには困難な環境と認識さ
れている。一方で、長くブラジルで活動を続けた企業には参入障壁の高さゆえのメリットも
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あるようだ。
＜ブラジル・コストの存在＞
ブラジルでのビジネスを困難にさせている要因は、構造的な問題から発生する「ブラジル・
コスト」の存在である。以下にあげる５つがその代表例である。問題の解決には、行政のス
リム化と自由競争経済への移行が必要であるが、労働党政権下での改革実行はほぼ期待でき
ないとの声も聞かれる。
① 高率かつ複雑な税金
技術レベルが低い地場企業の製品は輸入品に対する競争力がないため、輸入品に対して多
種の税金と高い税率を適用し、国内産業を保護している。税金は 56 種類もあるうえに改正が
頻繁に行われ、かなり複雑であるようだ。その複雑さゆえに税務処理の負担は大きく、間接
経費が収益を圧迫する要因にもなり得る。
② 労働者に有利な労働法制
労働法制はかなり労働者に有利だ。例えば、企業側は有給休暇取得に対して休暇手当を支
給する義務がある。また労働訴訟においては、労働者側は勝訴しない限り弁護士費用を支払
う必要がなく、労働者側が簡単に訴訟を起こすことのできる環境にある。
③ インフラの未整備
政府にはインフラ整備に投じる財政的余力がなく、電気、水道、ガスなどの公共インフラ
ですら十分な投資が行われていない。電気は水力発電が主力であるが、昨年は干ばつにより
発電量が不足し、停電が頻発したとのことであった。輸送網も整備されておらず、国内であ
っても長距離の輸送は多額のコストがかかるという。
④ 神経を使う治安対策
所得格差に起因する治安の悪さは有名である。都市中心部の昼間は不安を感じることがな
かったが、工場のある郊外はスラム街に近く、進出企業は駐在員の治安対策に相当神経を使
っているようだ。企業によっては個人での自家用車の運転を禁止し、ドライバー付きの防弾
車を手当てしているところもあるとの話であった。
⑤ 不安定な為替相場
経済への政府の関与が特に強いブラジルでは、政権交代や財政悪化など政策変更につなが
る事象が生じる度に為替が大きく変動する。また、新興国投資の活発化に伴う資金流出入の
加速も変動を増幅する要因となっている。進出企業にとって、レアル建て以外で資金調達す
る場合や、原材料・部品調達を輸入に頼る場合には、損益が不安定になり経営に大きな影響
を与え得るであろう。
＜ブラジル特有の事業上の利点＞
ブラジルならではの事業上の利点も存在する。150 万人ともいわれる世界最大の日系人社
会の存在は、他の新興国ではみられない大きなポイントである。
① 日系人の活用
海外での事業展開では現地労働者とのコミュニケーションが常に課題となるが、ブラジル
には日本語を話す優秀な日系人が数多く存在する。ある大手日系企業では日本文化に理解の
ある日系人を中心に採用しており、日本語でも仕事ができる環境にあるという。ブラジルで
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は言葉の壁も然ることながら、文化の理解も難しい。すべてに寛容なラテン気質と細部にこ
だわる日本人気質は簡単には融合できず、現地企業買収や合弁による進出は成功しにくいと
いわれる。管理能力を有する日系人の存在は、現地労働者との調整も含め、現地での事業運
営の一助となるはずである。
② 親日国で平等なブラジル
日本人のブラジル移住は 19 世紀初頭に始まり、同国の農業発展に大きく貢献してきた。多
くの苦労を乗り越えた精神力や優秀な頭脳も手伝って、日系人は尊敬される存在であるとい
う。この影響から日本および日本企業に対しても親しみをもつブラジル人は多く、日本への
憧れをもつ人もいるようだ。
また、ブラジル市場は参入障壁が高いものの、税制や許認可等にかかる行政上の手続きな
どの面で外資企業への差別が少なく、地場企業と同じ土台でビジネスが可能とのことだ。
土台が同じであるならば、親日国であることは日本企業にとって他国企業に対するアドバ
ンテージであるといえよう。
ビジネスチャンス
産業保護政策をとるブラジルでは、地場企業の技術不足が生産性向上の足枷になっている
ほか、インフラ投資の面でも十分な供給がなされていない。消費の面では、ブラジル人特有
の商品選別の傾向がみられ、購買力の増加によりこれまでとは違った消費トレンドも出てき
ているようだ。ブラジルで不足する要素や現地の消費習慣、嗜好を把握することで、ビジネ
スの可能性を見いだせるかもしれない。
＜ブラジル人の商品選別の傾向＞
ハイパーインフレの経験からか、ブラジル人の貯蓄率は低く所得は消費に回りやすいが、
欲しいものがあれば何でも買うというわけでもないようだ。彼らは常に「ブランド」を意識
しており、数あるブランドのなかから費用対効果の最も優れた商品を選ぶという彼らなりの
選別を行うのだという。ここでいうブランドとは世界的に有名なブランドではなく、ブラジ
ル市場で認知度の高い企業の製品のことを示す。従って同国市場へ参入するには、まずブラ
ジル人に認知されるための活動が必要になる。
しかしながら、すでに多くの欧米企業が参入し、製品毎の棲み分けが進んでいるブラジル
において、後発組が既存市場に食い込むのは容易ではない。ブラジルにはまだ存在しないニ
ッチな市場を開拓していく必要があるであろう。一方、価格競争の観点からは、
「日本製」の
品質を訴えることができれば、少々高価であっても、費用対効果を選別基準にもつブラジル
人の心を掴むことができる可能性があろう。
＜贅沢嗜好の台頭と日本食ブーム＞
所得格差是正の政策によって中間所得者層は確実に増加しており、若い世代でも「ちょっ
とした贅沢」を楽しむ余裕が出てきているという。日本食を楽しむシーンがトレンディドラ
マで放映された影響で、最近は日本食もブームになっているようだ。ただし、日本食といえ
ども味や量の面でブラジルへの適合が必要であるほか、レストランでは雑誌で紹介されるな
どの「ブランディング」が必要だという。雑誌で紹介されたブラジル人シェフによる日本食
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レストランは、予約が取れないほどの人気であるそうだ。また、日系企業による牛丼チェー
ン店も好評とのことだが、本来の味を知る日本人駐在員からすると、肉の硬さや味の面で日
本人の口には合わないとの意見もあった。当該企業がブラジル人の味覚や嗜好を研究し、同
国市場へ上手く適合した結果であるといえるだろう。
＜部品製造にも需要＞
国内産業保護が厚いために地場企業の技術力が向上しないのは、ブラジル製造業の長年の
悩みの種である。日系人が社長を務める部品製造のなかには、自社の技術不足によって外資
系大手企業の要求水準を充たすことができないため、日本企業の技術を欲している企業もあ
るそうだ。日系の地場企業であれば異文化による摩擦も少なく、進出上のハードルは若干低
くなると思われる。しかし、問題となるのは技術価値の取扱いである。ブラジルでは技術移
転時のロイヤリティ送金は売上の 5％に制限され、またノウハウの守秘義務は最大 10 年で消
滅するため、技術やノウハウを競争力の源泉とする企業は規制の理解と対価の回収について
の十分な検討が必要である。
おわりに
ブラジルが再び高成長軌道に乗るためには、財政政策による消費刺激ではなく、企業の生
産性向上を通じて付加価値創造力を高める必要があり、ブラジル・コスト是正に向けた取組
みが急務であるが、所得格差が大きいため、企業の生産性向上が更なる所得格差につながる
可能性があるというジレンマを抱えている。所得格差是正は教育の充実などを通じて長期的
に解決されるべき課題であることを考えると、所得移転は給付制度に頼らざるを得ず、経済
の高成長への道はまだ遠いといわざるを得ない。
ブラジルは人口増加が続く世界でも数少ない有望な消費市場であることは事実であるが、
現状、日本の中小企業にとっては進出の難易度が非常に高い国であるというのが正直な感想
である。ビジネスチャンスも垣間見えるが、ブラジル・コストの存在が行く手を遮る場面が
多々ありそうだ。
進出の検討に際しては、ブランド構築が重要な要素となる市場特性とブラジル・コストの
存在を踏まえ、十分なコストスタディと長期的な経営計画が必要になることは勿論、同国の
優秀な日系人や日系人社会との協調も鍵となるのではないだろうか。
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