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Ⅰ　初めに

本論文では、日系企業のブラジル進出における問題点と解決策について述べる。

近年、日系企業の海外進出が進んでいる。中でも、資源が豊富であり、2001年度

から2013年度まで GDPを約 3倍にしたブラジルには、製造業をはじめとする、
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多くの日本企業がビジネスの展開のために進出をしている。その企業の多くは、

ブラジル国内での他の外国メーカーとの非常に厳しい競争を強いられており、多

くの競合他社が存在しているのが現状である。また、他社と競合してゆくにあた

り、「日本との法制度の違い」により多くの支障をきたしているという現状があ

る。中でも、日本企業の一番の問題になっているのが、「ブラジルにおける労働

環境の違い」である。ブラジルでは労働三法により、労働者を手厚く保護する文

化がある。それが日本の労働環境との一番の違いであり、日系企業が苦しむ要因

となっている。

本論文では、上記のブラジル労働三法に関して、①その概要と、②日本におけ

る労働法との違いを明らかにすること、加えて③具体的に争点となるケースを挙

げ、その説明を行うことにより、日系企業がブラジルに進出するにあたっての問

題解決のための提案をすることを目的としている。また、二宮正人教授による講

演1）の内容を記載することで、より実務に沿った内容としている。

Ⅱ　主な問題点と、労働問題との比較

本章においては、本論文にて述べるブラジルの労働法による問題が、他の問題

と比較し、日本企業の進出を最も妨げている問題であることを示す。

「従業員の賃金上昇」「税制・税務手続きの煩雑さ」「許認可など行政手続きの

煩雑さ」等、ブラジルには多くの問題がある。

1　労働法

まず真っ先に挙げることができるのが、労働法の問題である。前章にて述べた

とおり、ブラジルには労働者を手厚く保護するための、労働法が整備されている。

具体的には、賃金の支払いの際や、従業員の解雇の際に、労働者を保護しなくて

はならない場面がある。

労働法による問題は、日本人にとって常識であることが、ブラジルでは常識で

なくなることが非常に多いために生じると考えている。例えば、日本において、

職務怠慢な従業員は、労働基準法第19条から20条にて解雇の制限とルールが明記

されている2）。それに沿って、職務怠慢な従業員を解雇することが比較的容易に

可能である。しかし、ブラジルではそれが不可能な場合が多くある。このように、

労働法に起因する問題は、他の法律上の問題と比べ、日本との違いが顕著なもの
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が多い。

2　税　法

ブラジルの税制は、複雑でかつ、負担も重い。その理由としては、連邦・州・

市の各レベルがそれぞれ課税権を有しているほか、税金に準ずるものとして社会

負担金が課されており、それらが複雑に絡み合っていることが挙げられる。とり

わけ、同国の消費課税体系は日本とは異なり、非常に複雑なものとなっているこ

とに注意が必要である。加えて、同国の税務当局は課税逃れの摘発に非常に積極

的であることから、買収先のブラジル企業が複数の税務訴訟を抱えているという

場合もある。この際、未払いの税金に対しての利息のみならず、高額な延滞金が

課される可能性もあるため、経営に与えるインパクトも大きくなりがちである3）。

3　環境法

ブラジルでは、自然環境の保護に対してとても厳格な態度を取っている。もし

も、環境破壊が発生してしまった場合、事業者は行政責任として過料や操業停止

など、刑事罰として罰金や懲役等に服するほか、民事上の損害賠償の責任を負う

可能性がある。この際の民事責任は、厳格責任と呼ばれ、事業者の過失の有無は

問わない上、環境破壊に関与した事業者は連帯して責任を負う。更にブラジル環

境法は、環境回復のために必要と認められる場合は、法人格否認の法理が適用さ

れる旨を明記しており、背後の持分権者や株主にも責任が及ぶ可能性があり、汚

染された土地の取引が行われた場合、買い主は当該汚染に関与していなくとも売

主と共に環境責任を負うリスクがある4）。

4　コンプライアンス

コンプライアンス分野においては、2014年 1月29日、ブラジル腐敗防止法が施

行された。本法は違反企業に対する様々な行政上・民事上の制裁を規定しており、

特に制裁金は違反企業の直近の会計年度における総収入の0.1～20％の範囲と高

額に上る可能性がある。また、同法においては自らの便益のために行われる限り、

委託先企業の行為についても責任を負う可能性があると解されているほか、親会

社、子会社及びその他の関係会社に加え、違反企業とコンソーシアムを構成する

企業も連帯責任を問われる可能性がある。合併等により違反企業を承継した者も、

移転された財産の限度で責任を負うこととされている5）。
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5　契約全般

ブラジルにおける契約実務は、国際的なそれと大差はないが、紛争解決手続き

については、仲裁手続きが採用されることが多い。何故なら、同国においては一

般に訴訟手続きが長期化する傾向にあるためである6）。

これらの諸問題と労働法の問題を比べると、後者は前者に比べ、争点となるこ

とが多岐に渡っていると分かる（労働コスト、労働訴訟、解雇など）。

どの問題も、日本と異なる点があるという観点では、同じスケールの問題であ

るように思える。しかし、争点となることがより多岐に渡っているため、問題が

起こる可能性や幅が大きいのが労働法の問題であると考える。

実際に、JETROが行った、第13回中南米日系進出企業の経営実態調査7）によ

ると、ブラジルにおいては、実に75.2％もの企業が労働コスト上昇を問題点とし

ている。また、29.1％が労務問題（訴訟など）を現在直面する経営上の問題点と

して掲げていることが分かる。特に前者の労働コスト上昇については、ブラジル

にある諸問題の内、最も大きな問題となっている。また、中南米全体では、当該

労働コスト上昇問題は60.2％、労務問題（訴訟など）は23.9％になっており、比較

すると、ブラジルにおける労働問題の大きさを実感することができる。

そのため、本論文では、日系企業がブラジルに進出するにあたって、最も問題

となるのは、「労働法に起因する諸問題」であると仮定し、その解決策について

述べることとする。

Ⅲ　ブラジル労働法について

本章においては、ブラジル労働法の基盤となっている三原則について解説をし、

その後で日本労働法との相違点を明らかにする。

1　ブラジル労働法概説

一般的に、ブラジル労働法は、保護原則（Principle of Protection）がブラジルの

労働規範全体の基幹を成しているとされている8）。そのため、ブラジル労働法に

は、 4原則がある。①労働者保護の原則、②権利非譲歩の原則、③雇用関係継続

の原則、④現実重視の原則である9）。尚、これらのブラジル労働法の原則は、憲

法を根拠としているため、憲法を知る必要がある10）。そのため、まず、憲法の立



163

法過程から、ブラジル憲法の特徴について概説してゆきたい。

（ 1） ブラジル連邦共和国憲法についての概説

ブラジル憲法には、他国と比べ、形式面においての特徴がある。本文245箇条、

経過規定70箇条にて編成され、きわめてその条文数が多く、加えて各条文が詳細

に規定されていることである。このように詳細な規定が設けられた背景には、憲

法上の包括的な規定が法律実務において、プログラム規定とみなされることが多

く、この点に対する警戒が詳細な権利保障の規定となって表れたとされている。

それに加えて、この憲法の起草手続きへの国民参加という制定過程の民主的性格

が、より重要な要因として指摘されている。ブラジルにおいては、「人民修正案」

と呼ばれる起草過程への参加手続きが認められ、教会、労働組合、企業家連合、

職業団体、各種の市民団体など、社会の様々な利益を代表する社会集団がその多

様な利益・意見を反映させるために、1200万人を超す署名者に支えられた総計

122件の「人民修正案」を提出したのである。つまり、憲法の詳細な規定は、こ

うした多様な相互に対立する利益・意見の衝突を繰り返した結果として生まれ、

それらを反映してきたと言える11）。

つまり、ブラジルの憲法は、起草段階において、幅広く、国民の意見を採用し、

取り入れてきたことが分かる。その結果として、国民、つまり労働者に対しての

保護の手厚い、憲法ができあがり、今日も機能しているのではないだろうか。

実際に、内容面の特徴を調べてみる。内容においては、過去の長期軍政、つま

りブラジル型権威主義体制、に対する批判とその克服が憲法全体の基調を成して

いる。具体的には、「個人の尊厳」等の基本原則を確認した第 1編・「基本的権利

と保障」と題された第 2編において、77項にも及ぶ個人及び団体の権利が社会的

権利と共に列挙されているのである。また、その保障のために、連邦最高裁判所

の違憲審査権限と共に、「司法に不可欠な職務」としての検察庁及び公共弁護庁

が設けられている。このことから、実態面だけでなく手続き面での人権保障の強

化が目指されていることが分かる。

上記のように、国の最高法規である憲法において、個人の人権が手厚く保護さ

れていることが根拠となり、ブラジル労働法は成り立っていることが分かる。以

下では、ブラジル労働法について、詳細に述べてゆきたい。
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（ 2） 労働者保護の原則

労働者保護の原則とは、「疑わしきは労働者の有利に」ということである。こ

れについては、条文化はされていないが、ブラジルではこの原則により、広く労

働者を保護する傾向が見られる。具体的には、従業員の職務怠慢の立証は困難で

あるとされている。

（ 3） 権利非譲歩の原則

権利非譲歩の原則とは、「労働者は与えられた権利を勝手に放棄できない」と

いう原則である。具体的には、労働者の意思・同意を書面にて受け付けていても、

労働法にて決められた権利を放棄することは許されない。ここが問題になること

が多々ある。例えば、時間外労働手当の問題である。労働契約を結ぶ際、労働者

との間にて、時間外労働手当の支払いをしないことを条項に含んでいたとしても、

労働法にてそれを受け取る権利が定められているため、雇用者は支払いを拒否す

ることはできない。ほかにも、労働法では有給休暇は、工場などの操業停止を除

き、一括で与えられなければならないとされている。そのため、たとえ労働者か

らの要望があり、同意を取り付けていたとしても、その意思表示は無効とされる。

（ 4） 雇用関係継続の原則

雇用関係継続の原則とは、原則として、雇用関係は無期のものとして合意され

なければならないという原則である。

（ 5） 現実重視の原則

現実重視の原則とは、「具体的な日常事実が、雇用関係を定める契約の内容に

優先する」とされる原則である。

2　日本の労働環境との違い

本節では、日本の労働環境との違いを明らかにする。最も大きな違いとなるの

は、「労働者保護の手厚さ」であると言える。

（ 1） 一般的な特徴

日本の労働環境の最も大きな特徴と言えるのは、企業の中のコミュニケーショ

ンがヨーロッパよりも密になされているところにある。特に、組合がある企業で
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は、労使間の交渉が、企業別にある程度しっかりなされている12）。つまり日本で

は、現場での話し合いの基盤ができているということである。話し合いにより、

賃上げを我慢したり、労働時間を調整したりしながら状況の変化に対応してゆく

という場合もある。反対に言うと、労使一体となった企業共同体は、閉鎖的で非

民主的だと言われている。具体的には、外部者の排除や差別が行われている。基

本的に組合で組織されている人には、正社員が多く、その結果日本では、正社員

と非正社員の格差が世界の中でも非常に大きくなっている。パートやアルバイト

を内部者、社員ではなく、部外者として見るという風潮が長く見られた。その弊

害として、今日では、派遣や請負の増加が深刻な問題として広がっている。つま

り、正社員が減りその分、 1人当たりの正社員にかかる負担の増加が進行してい

ると言える。その結果、働きすぎる正社員が増え、過労死、過労自殺という問題

が深刻化してきている。

こう見ると、日本では、現場でのコミュニケーションを密にとることにより、

正社員とそれ以外との格差を生む結果になっていることが分かる。そのため、正

社員に掛かる負担は増大化し、多くの問題を生んでいる。

（ 2） 憲法による保護の特徴

また、日本国憲法における労働者の保護についても言及する。理由は、ブラジ

ルにおいては憲法により手厚く労働者を保護している背景があるため、それとの

比較をするためである。

ブラジル憲法は、広く国民の意見を聞き入れながら、取り入れられてきた背景

がある、と述べた。周知の通り、日本国憲法は戦後アメリカの指導の下、形成さ

れた歴史があり、その点で国民の声を取り入れてこなかった背景がある13）。

加えて、日本国憲法は主な目的として、「基本的人権の尊重」を掲げている。

それを達成する手段として、平和主義を取っている14）。ブラジル憲法では同じく、

人権を守ることを目的としているが、その手段として、より具体的に国民の意見

を取り入れるなどしている。その点で、日本国憲法と把握手段の違いが表れてい

ると言える。

上記の①②から考えるに、日本には、ブラジルのように、労働者の保護を第一

に考える文化はないと言える。その結果、ブラジルにて日本との差異を大きく感

じることに繫がり、多くの労働における問題を引き起こす結果になっているので

はないだろうか。



166　法律学研究54号（2015）

Ⅳ　ケーススタディ

前章（Ⅲ　ブラジル労働法について）にて、ブラジル労働法の特徴、日本法との

違いを述べることにより、日本人経営者がブラジルにてビジネスを展開する際に

認識の違いが生まれやすいことを指摘した。

本章では、前章にて述べた認識の違いによって引き起こされやすい争点につい

て言及する。具体的には、争点となったケースを挙げ、それに対する各社の対応

を挙げる。その中から、共通して言えることについて言及してゆきたい。

1　労働法において争点となる具体的なケース

⑴　採用方法

⑵　派遣職員などの間接雇用

ブラジルでは、派遣社員が自分を雇った会社が賃金を支払わないことについて

提訴した場合、派遣先企業のみならず、派遣元企業も訴えられてしまうことがあ

る。このような場合、派遣労働者を提供されただけの日本企業が訴えを起こされ、

賃金の支払いを命じられることもある15）。

⑶　給与交渉

報酬は、ブラジル通貨による月払いとされ、団体交渉の労働協約による場合を

除き、減額することはできない。

労働者は約120ドルの法定最低賃金を保障されている。団体交渉の労働協約で

は、いわゆる「専門職給」を設けることができる。専門職給は、特定クラスの労

働者の最低賃金で、法定最低賃金よりも高いものとされている。

労使間交渉に基づく増額を除き、基本給におけるいかなる調整も法律では要求

されない。労働組合は、インフレ分の損失を補償するべく賃上げ交渉を続けてい

る16）。

⑷　休日出勤・産休などの女性保護

⑸　労働組合

ブラジルにおいて、一部の労働組合は、団体交渉において従業員を代表する際、

特に強固かつ積極的な態度を取ることがある。

法律上、労働組合は、労使関係において重要な役割を果たす。組合への参加は、

原級時間外手当制度の変更、健康の保護、利益配分制度などを交渉する上で重要
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である。交渉結果は団体協約という形で正式なものとなる。

団体交渉の労働協約は、特定分野の労使関係を規定する一般原則や規則を定め

るために、使用者団体と従業員組合との間、又は従業員組合と特定企業との間で

締結される。労働協約は強固なものではないが、いったん締結されれば協約の条

件が個々の契約に優先するのも、ブラジルならではの特徴と言えるだろう17）。

⑹　解雇及びその予告通知

ブラジルにおいて雇用関係の終了を労働者に告げる際は、訴訟リスクを負うこ

とになる。

期間の定めのない雇用契約の場合、最低30日の事前通知（あるいは当該機関の

給与相当額の支払い）、既に発生している各種ボーナス及び勤続期間保障基金

（FGTS）の40％相当額の上乗せ金を支払うことによって、特段の解雇事由がなく

とも、雇用関係を終了させることは可能である。

正当な解雇事由がある場合にはこれらの手続きを踏むことなく解雇できるが、

訴訟リスクを避けるため、あえて会社都合の解雇として取り扱うケースも多い。

また、解雇の規模・態様によっては、一斉大量解雇とみなされた場合、労働組合

から解雇無効の訴えを提起される可能性がある18）。

⑺　労働訴訟への対応

ブラジルにおいては、労働弁護士の数が多く、成功報酬で訴訟を受任する上、

低所得の労働者については訴訟費用が免除されることから、労働訴訟が提起され

やすい。労働訴訟においては、立証責任は会社側が負担することになるため、ブ

ラジル進出企業としては労働訴訟を予防すると共に、労働訴訟に発展した場合の

立証に耐えうるよう、現地の法律事務所の協力の下、適切な労務体制を構築する

必要がある19）。

⑻　勤続期間保障基金（FGTS）

勤続期間保障基金（FGTS）とは、雇用者が連邦貯蓄銀行に従業員名義で開設

した口座に従業員の月給の8.5％を毎月預託するものである。正当な理由のない

解雇の場合、従業員はこの口座の残高を引き出すことができる20）。

⑼　時間外労働

法律により、通常の勤務時間は 1日 8時間、週44時間を超えることができない。

毎週24時間の休業も与えられており、一般にはこれは日曜日になる。

規定された時間を超える勤務時間については、時間外報酬を支払わなければな

らない。時間外労働の報酬は、通常勤務の報酬の少なくとも50％増しでなければ
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ならない。食事休憩または毎週の休業がない場合、それに相当する時間は時間外

とみなされ、時間外労働として報酬を支払わなければならない。

時間外労働の報酬のほか、通常、労働裁判の原告は勤続期間保障基金（FGTS）

の計算額、確定未払い分の13か月の給与、確定未払い分の休暇手当及び退職金を

含めるよう主張する。こうした場合、企業の答弁には通勤管理に関する書類が重

要となる21）。

2　実際の労働事件における原告の請求内容22）

⑴　従業員としての登録、すなわち労使関係存在の確認

⑵　時間外勤務手当の支払い23）

⑶　時間帯によって異なる夜間勤務手当の支払い

⑷　法定最低賃金又は労働協約による最低賃金以下の支払いによる差額支払い

要求

⑸　休暇またはそれに匹敵する支払い要求24）

⑹　女性労働者に対する特別権利の不遵守25）

⑺　フリンジ・ベネフィットの給与への加算

⑻　同一職務同一給与の原則の不遵守

⑼　解雇予告通知に代わる 1か月分支払い

⑽　不当解雇の撤回要求

⑾　FGTSの未払い、不当解雇の場合の積立金総額40％に相当する罰金の未払

い

⑿　13か月目の給与（法定ボーナス）の未払い

⒀　産休後の女子従業員に対する 5か月の解雇禁止規定

⒁　職務累積26）に対する支払い義務

また、このような場合に、請求額が少額であったとしても、負けを認めてし

まってはいけない。理由としては、ブラジルは支払い対象のすそ野が広く、敗訴

判決の金額が、 5～10倍になってしまうことは頻繁に起こるためだ。企業として

は、なるべく裁判を長引かせ、原告の裁判体力を減らした上で、和解に持ち込む

ことが、最も適切な考えである。
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3　ケーススタディ

（ 1） 米国、自動車メーカー、GM（ゼネラルモーターズ）

同社は、2012年末に、ブラジル政府から与えられた税制優遇措置が終了するこ

とを待たずして、生産コストの上昇を理由に6000人の工場労働者の一部に当たる

750人を削減する計画を立てていた。このままでは、上記の通り、ブラジル労働

法の 4原則の内の 1つである、「雇用関係継続の原則」を侵害すると考えられる。

そのため、同計画を実施することにより、結果として、労働者によるストライキ

などの労働争議に発展すると見られた。

しかし、同社は2013年 1月に労働組合との交渉で同計画の実行を同優遇措置の

終了後まで延期することを決断し、その旨を明記した労使間の合意書締結に成功

した。これにより同社はストライキを回避すると共に、合意書に従って、2014年

1月に人員削減を行うことに成功した27）。

（ 2） 韓国、自動車メーカー、現代自動車

2012年11月にサンパウロにて小型自動車生産工場の竣工式を行った同社は、 4

日後に1600人の工場労働者によるストライキに直面した。ストライキの目的とし

ては、賃金の引き上げや労働時間の短縮の要求であった。同社はこのストライキ

に対し、労働時間の短縮は受け入れなかったが、賃金引き上げの要求に対して、

満額回答ではないものの、食事手当を含めて増額に即時応答した。加えて工場従

業員の能力向上のための研修を導入することでも合意した。その結果、ストライ

キを 1日で終わらせることに成功し、生産への悪影響を免れた28）。

（ 3） 精神的なダメージを受けたとの主張をして慰謝料請求した事件

日系企業Ａに電話交換手として勤務する原告は、働き始めて 2年後に不当解雇

されたことから、以下の理由によりＡを訴えた。まず原告に対する上司による侮

辱行為によって心理的な打撃をこうむったことから、精神病となった。解雇にあ

たってＡは、原告が病身であることを考慮せず一方的に解雇した。原告は解雇さ

れた後、どこにも再就職できずそれによって精神的・物的損害をこうむった。原

告の訴因は解雇無効の宣言であった。

被告は訴因の全てを否定したが、最終的に原告の請求を認め和解した。和解内

容は、原告を元の職場に復帰させ元の給与を支給し定年まで解雇しないこと、お
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よび原告に約600万円の慰謝料を支払い、医薬があった場合同じ金額を違約金と

して支払うというものであった。つまり、和解にあたって、殆ど原告の主張を飲

んだ、ということができるケースである29）。

4　まとめ

3つの事例に共通することとしては、企業側が労働争議など労務問題の発生を

経営の前提条件と認識した上で、経営への悪影響を最小限に抑えるべく、素早い

対応を取ったことであると思う。ブラジルでの企業の展開に際しては、労務問題

に対する企業の考え方や対処方針を事前に整理し、素早い対応力と労働組合との

良好な関係を構築しておくなど周到な準備を怠らないことが肝心であると考える。

Ⅴ　今後進出する企業への提言

本章では、今後ブラジルへ進出する企業への提言という形で、本論文のまとめ

をし、締めくくりたいと思う。

前章最終節まとめより、企業側はブラジルにおける労務問題の発生を前提に素

早い対応をとることで、労働裁判によるダメージを軽減することに成功している

と指摘した。このことから、ブラジルにおいて、労使関係をめぐるトラブルが起

きる要因は大きく分けて 2点あると考える。

1点目は労働法制についての理解不足である。これは前述（Ⅲ　ブラジル労働

法について）したように、日本との差異が原因となり発生する。

そして 2点目は、従業員とのコミュニケーション不足であると考える。現地法

人の経営方針が組織内で共有されているか否かについては、全く円滑でない・あ

まり円滑ではない低い割合を示しているが、どちらともいえないが、39.3％もあ

る30）。ここから読み取れることは、「経営方針は浸透している。しかし、確信は

持つことができない」という、企業側のコミュニケーション不足を露呈する内容

ではないだろうか。加えて、日本人派遣者とローカルスタッフ間のコミュニケー

ションについても、同様であると言える。あまり円滑でない・全く円滑でないが

合わせてわずか6.7％31）である一方で、どちらともいえないが35％を占めている。

全体として、日本人派遣労働者とローカルスタッフの間のコミュニケーション自

体は存在するが、改善の余地があると読み取ることができる。

上記の 2点の原因に対しては、以下のような解決法を提案したい。
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1　労働法制の理解不足に対して

⑴　従業員の雇用に関わる勤務内容、時間などを全て記録しておく

職務内容は労働契約によって厳密に決まっている。それを無視して別の職務を

与えることは避ける必要がある。短時間であればサービス残業も大丈夫といった

理解も禁物である。やむを得ない場合は記録を残し、適正な賃金を支払う必要が

ある。こうした行為が無用な労働摩擦を減らし、膨大な時間と費用が掛かる労働

裁判を回避することを可能にするのである。

⑵　規則、ルールを文書化し、従業員と共有する

2　従業員とのコミュニケーション不足に対して

⑴　従業員との緊密なコミュニケーションを維持する

作業現場、会議、昼食などあらゆる場で、あらゆるレベルの従業員の意見、要

望、不満に耳を傾ける必要がある。ブラジル人は、金に厳密である一方で、ウェッ

トな一面32）もある。つまり、会社の持つ雰囲気や居心地が、労働意欲、会社へ

の帰属意識を高めることに繫がると言える。

⑵　経営の現地化を進める

1つは、トップマネジメントを含め現地人材の活用を行うことである。企業の

国際化に伴い、日本企業の人材は枯渇してゆくことが予想されている。また、全

ての業務を派遣者だけで行うことは困難である。現地人材の採用を行うことに

よって、新たな人材確保に繫がると共に、現地の事情に通じた人材を活用するこ

とを可能にする。

そして、もう 1つは、日本本社から現地法人への権限の委譲である。海外の日

本企業は日本本社を向いて事業を営む傾向が強い。その結果、時に意思決定を遅

らせ、あるいは意思決定を誤り、ビジネスチャンスを失うこととなる。その対応

策として、権限と責任を明示しての経営の現地化を図る必要がある。

実際に、ブラジル進出を果たした企業の例がある。ローム株式会社33）である。

従来ロームでは、南米地域での営業活動は、アメリカの販売会社「ROHM 

Semiconductor U.S.A., LLC」が、販売代理店を通じて行っていた。しかし、2011

年にブラジルをはじめとする南米地域での売上アップ及びシェア拡大を目指すた

め、今回新たに「ROHM Semiconductor do Brasil Ltda.」を設立した。その際に、

松田マサトシ氏を取締役として任命した。松田氏は日系ブラジル人であり、現地
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の労働者との意思疎通や、経営の現地化において一役買い、ローム株式会社のブ

ラジル進出を成功させるために重要な存在であった。

ブラジル以外の国においても、日本の製造業が海外に進出する際に、海外現地

会社に経営管理を移譲することにより成功した例が多く報告されている34）。大手

電機メーカー A社の中国販売会社の事例によると35）、A社の経営課題の原因とし

て、コミュニケーションを取ることができていないことが挙げられており、その

解決策として、マネジメント層との共通のモノサシを作り上げることにした。

ローム株式会社の例とは違い、経営自体を現地人に任せることはしていないが、

課題の認識と、それに対する解決方法の方向性が類似していることが分かる。

1） 講師　二宮正人「日本企業とブラジル法務―労働法を中心に―」慶應義塾大学
法学部・同大学法務研究科・日伯法律・文化協会、2014年10月21日。

2） 労働基準法第十九条
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い。
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ければならない。
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2　前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、そ
の日数を短縮することができる。

3　前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
3） 角田太郎、川上晋平「ブラジル進出企業にとっての法務上の留意点・ブラジル
法制度の概要と実務上のポイント」会社法務 A2Z、2014年 4月号30頁。

4） 角田、川上・前掲論文注 3）、30頁。
5） 角田、川上・前掲論文注 3）、31頁。
6） 角田、川上・前掲論文注 3）、31頁。
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会科学研究第29巻 4号（2014年）41頁。
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12） 水町勇一郎「変容する労働法と課題～労働契約法・労働基準法改正をめぐって～」

4頁。https://www.work2.pref.hiroshima.jp/Roufuku/rousi/rousi0312005-1.pdf

参照。
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14） 阿部、畑・前掲書注11）、510頁。
15） 前掲講演注 1）参照。
16） 日本貿易振興機構海外調査部「ブラジルで外国企業が直面するビジネス・リス
ク」（2006年 7月）http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001276/05001276_001_

BUP_0.pdf参照。
17） 日本貿易振興機構海外調査部・前掲論文注16）、20頁。
18） 角田、川上・前掲論文注 3）、29頁。
19） 角田、川上・前掲論文注 3）、30頁。
20） 日本貿易振興機構海外調査部・前掲論文注16）、20頁。
21） 日本貿易振興機構海外調査部・前掲論文注16）、20頁
22） 二宮正人「ブラジル労働法について」JCAジャーナル第58巻12号（2011年）9頁。
23） 二宮教授は前掲講演注 1）にて、「給与削減や、時間外労働の手当を支払わない
ことは違憲である。日本では、労働者は会社をつぶさないためにも会社の危機と
あれば、時間外であってもサービスで残業をしている。しかしブラジルにおいて
は、会社がつぶれた場合は、会社の責任である。そのため、労働者は給与の支払
いや、時間外労働手当の支払いについては、会社がどんな状況であっても厳しく
追及してくる」と述べている。

24） 前掲講演注 1）にて、「休暇は 3分の 1増しで支払われ、 2年以上は100％増し
で支払われる」と述べている。その理由として、ブラジルにおいては憲法にてこ
のような規定があり、というのも休暇は“普段できないことをやる場”として位
置づけられており、旅行等に多額の費用が必要となるため、このような規定が定
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いる前で怒ったりしてはいけない」という解決策が提案されていた。理由として
は、第三者が現場を目撃していると、その人が証人となってしまう場合があるた
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の定義づけが曖昧となっており、色々なことをやらせている風潮がある。しかし、
ブラジルにおいて職務累積をした場合、訴えられることが多くある。
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34） 中谷仁久、清水義之、山口真人「グローバル企業の現地経営管理メカニズム構
築と定着化に向けた取組み」FRIコンサルティング最前線、Vol. 1（2008年）46頁。
http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/service/case/PI_3.pdf参照。

35）「大手電機メーカー A社の中国販売会社マネジメント指標策定事例
中国の家電市場は、市場成長率10％と成長市場であるが、日系企業、韓国系企
業、地場の中国企業との間で激しい市場競争が行われている。また、販売チャネ
ルである小売業界において家電量販店のM&Aによる合併が相次ぎ、家電量販店
が圧倒的な流通チャネルを武器にメーカーとの交渉で主導権を強めている状況で
ある。このような経営環境の中、販売効率の低下と在庫水準の増加が A社の経
営課題であった。
そこで、まず、マネジメント層が経営課題に対し、共通の課題認識、共通のモ

ノサシで経営状況を語れる土壌つくりを行った。具体的には、販売会社がマネジ
メントすべき経営指標を一覧化した KPIコックピットを作成し、マネジメント
層が自社製品の販売・在庫状況を一目でわかるようにした。一方で海外現地会社
の実態を見えなくしている要因としてコミュニケーションの問題があった。文化
的な背景から同じ言葉でも認識が異なることがあるため、現地従業員とのコミュ
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ニケーションツールとして用語集を作成し、言葉の定義を行った。この KPIコッ
クピット作成にあたっては、SCORのリファレンスモデルや日本の販売会社の一
般的な KPI事例を基本モデルに用いたが、それを中国固有の商習慣・ビジネス
モデルに合わせた形にカスタマイズし適用した。
次に KPIを活用した現地マネジメントプロセス策定フェーズを実施した。現
場のミドルマネジメント層に課題認識の共有をさせるため、在庫実態と分析結果
の帳票を作成し、現場マネージャーへ配信し、現場でのマネジメントプロセスに
KPIを組み込む施策を実行した。また、中国ではマニュアルに沿った業務遂行が
マネジメントスタイルとしては受け入れられやすく、離職率が高いという実情も
あるため、KPIコックピットの作成手順から滞留品在庫の削減などの問題解決の
業務にいたるまで徹底的にマニュアル化を行った。これにより現場への課題意識
共有とマネジメントプロセスの定着化をスムーズに推進することが出来た。」（中
谷、清水、山口・前掲論文注34）、46頁）。


