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カルロス・スリムとカルソ
̶

トルコの圧政と貧困を逃れて︑多くのレバ

名で呼ばれることが多い︒小稿でも以降︑

をもつために︑一族の事業全体がカルソの

メキシコ／ネオリベラル改革下の新興ファミリービジネスの台頭

ノン人がアメリカ大陸へ渡った︒彼の父フ

グルーポ・カルソとは別に︑ファミリービ

星野妙子

リアン・スリムもその一人で︑一九○二年

ジネスの名称としてカルソを用いたい︒

功者には︑商業で財を成した者が多い︒フ

ら︑翌年に世代交代が始まった︒彼には三

術後の健康状態が思わしくなかったことか

●はじめに
メキシコで今最も名の知れた企業家は︑

た︒ラテンアメリカのレバノン系移民の成

に一四歳でレバノンからメキシコに移住し

常連で︑二○○五年には世界第四位にまで

リアン・スリムも同様で︑一九一一年に兄

が︑長男のカルロス︵一九六六年生まれ︶

番付をあげて注目を集めた︒

が商業・製造業部門と固定電話部門︑次男

人の息子と三人の娘がいる︒現在のカルソ

カルロス・スリムは一九四○年に六人兄

のマルコ・アントニオ︵一九六七年生ま

のホセと共にメキシコ市の中心部に雑貨店

弟の五人目として生まれた︒一○代の頃か

れ︶が金融部門︑三男のパトリック︵一九

一九八○年代までほとんど無名であった

彼はサウスウェスタン・ベル︵米︶
︑フラ

ら父親の感化を受けて商才を磨き︑既に二

六九年生まれ︶が携帯電話部門の経営をそ

の事業は図に示した商業・製造業︑金融︑

ンス・ケーブル＆ラジオ︵仏︶と組んでテ

○代で株式や不動産への投資︑会社経営で

ラ・エストレリャ・デ・オリエンテ︵東洋

ルメックスの入札に参加し︑首尾よく同社

資金を蓄えていたという︒一九七○年代初

スリムを一躍有名にしたのは︑一九九○年

を落札した︒その後︑彼の事業はめざまし

れぞれ引き継いでいる︒

固定電話︑携帯電話の四つの部門から成る

い勢いで拡大を続け︑今では多種多様な産

めには父親の資産の分与を受けた︒これら

の星︶を開き︑商いで富を築いた︒

業を傘下に収めるメキシコ最大・最強のフ

の核となったのは︑後述の持株会社グルー

ン系移民の二世である︒一族の事業の発展

スリムの妻ソウマヤ・ドミも同じレバノ

年の持株会社グルーポ・ガラス︵現グルー

ベルソラ・ブルサティル設立から一九八○

れる︒第一期は一九六五年の証券会社イン

カルソの事業発展は大きく四期に分けら

●事業の発展

の資金が彼の事業のその後の発展の原資と

ポ・カルソであるが︑
﹁カルソ﹂は二人の

ポ・カルソ︶の設立まで︑第二期が一九八

なったと考えられる︒

名前︑カルロスとソウマヤの第一音節をつ

○年以降︑一九九○年の民営化におけるテ

長の軌跡とその要因︑所有・経営支配の仕

カルロス・スリムは︑レバノン系移民を

なげたものである︒このように特別な意味

●一族の系譜

組みを紹介したい︒

父にもつ︒一八六○年代以降︑オスマン・

以下においてはスリム一族の事業の急成

ァミリービジネスとなっている︒

の電話公社テルメックスの民営化である︒

一九九七年にスリムは心臓の手術を受け︑

が毎年発表する世界の大富豪ランキングの

カルロス・スリムであろう︒
﹃フォーブス﹄
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残るのは︑証券会社のみである︒傘下に大

で会社が設立された︒これらの会社で今も

動産︑鉱山︑建設︑清涼飲料水などの分野

部門の中核である証券会社が︑翌年には不

る︒スリムにより一九六五年に現在の金融

第一期は発展の前史ともいえる時期であ

九九年まで︑第四期が一九九九年以降︑現

以降︑電話事業で海外進出を開始する一九

ルメックス取得まで︑第三期が一九九○年

には国内での事業拡大が進められた︒

業に本格的に参入していた︒一九九○年代

の一九八九年にテルメックスは携帯電話事

第四の部門が携帯電話部門で︑民営化直前

れ︑テルメックスは同社傘下に移された︒

ローバル・テレコム︵テレコム︶が設立さ

ったが︑この年新しく持株会社カルソ・グ

テルメックスはグルーポ・カルソ傘下にあ

・カルソへと変更された︒一九九六年まで

式市場へ上場し︑この時に社名がグルーポ

のために︑グルーポ・ガラスはメキシコ株

部門である︒テルメックスの買収資金確保

保有株が大量に売りに出された︒続く一九

頃には︑一九八二年に国有化された銀行の

たことである︒すなわち︑一九八○年代中

に企業買収を行いやすい経済環境が存在し

第一に︑一九八○〜九○年代のメキシコ

なものが考えられる︒

を買収できたのか︒要因としては次のよう

きた︒それではなぜ短期間に次々と大企業

もっぱら企業買収に頼って事業を拡大して

カルソは︑新事業の立ち上げではなく︑

理会社︵一九九六年︶などを加え︑金融持

その後︑銀行︵一九九三年︶
︑年金基金管

会社などの金融関連企業が傘下に移された︒

れ︑証券会社と一九八四年に買収した保険

では︑一九九二年に金融持株会社が設立さ

よる事業拡大が行われた︒第二に金融部門

は︑一九八○年代に引き続き︑企業買収に

ルーポ・ガラス傘下の製造業・商業部門で

大が進行した一九九○年代である︒まずグ

第三期は︑四つの部門で並行して事業拡

企業であった︒

にあたる︒いずれもメキシコを代表する大

の企業群が︑主にこの時期に買収した企業

グルーポ・カルソ傘下の製造業・商業部門

○年代である︒図に示した四部門のうちの

社を介し活発な企業買収を展開した一九八

第二期はグルーポ・ガラスを設立し︑同

るのは︑このような海外進出による資産の

者ランキングでスリムの番付が上昇してい

みに︑近年﹃フォーブス﹄の世界の億万長

アルゼンチン︑チリに進出している︒ちな

事業展開を始め︑二○○四年にブラジル︑

遅れて固定電話部門のテルメックスも海外

て今年に入りペルーに進出している︒一方︑

ルバドル︑二○○四年ホンジュラス︑そし

ンビア︑二○○三年アルゼンチン︑エルサ

エクアドル︑二○○二年ニカラグア︑コロ

マラと米国に続き二○○○年にブラジル︑

で先行するのはこのＡＭＸである︒グアテ

カ・テレコムの傘下に移された︒海外進出

ル︵ＡＭＸ︶として新設の持株会社アメリ

話部門が分離され︑別会社アメリカ・モビ

る︒二○○○年にテルメックスから携帯電

話事業で海外進出する一九九九年以降であ

第四期はグアテマラと米国を皮切りに電

長年にわたり証券業界で培った経験と人脈

ぎ込んでスリムは事業を拡大させてきた︒

して得られた利益をさらなる企業買収につ

リムの手腕を評価してのことである︒こう

転売や新株発行によって利益を引き出すス

合理化により買収した企業の価値を高め︑

リムはしばしばミダスと渾名されてきた︒

シア神話の王になぞらえて︑マスコミでス

ある︒触れる物すべてを黄金に変えるギリ

第二に︑スリムの企業家としての才能が

かつ安上りに企業買収を行うことができた︒

所有権が流動化する状況が生じたため容易

このように一九八○〜九○年代には企業の

き上げた内外の投資家・企業も多かった︒

さらに︑経済の先行き不安から︑投資を引

に行き詰まった民間企業が数多く存在した︒

機や一九九四年の通貨危機の影響で︑経営

実施された︒また一九八二年の対外債務危

九○年前後には︑大規模な公企業民営化が

●急成長の要因

企業は見あたらず︑当時はファミリービジ

株会社として陣容が整えられた︒第三の部

急増を反映していると考えられる︒

在までである︒

ネスとしては目立たない存在であった︒

門が民営化により新たに取得した固定電話
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図

カルソ・グループの傘下企業と持ち株関係（2003 年）
カルロス・スリム
とその家族
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Movil
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69%
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99%
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58子会社

100%

53%

49%

2子会社
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C�a.de
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de El Salvador
（エルサルバドル）

11子会社

Empresa Nicarag�ense de
Telecomunicaciones
（ニカラグア）

（タイル・建材）

100%

Fianzas
Guardiana
Inbursa

（信用保証）

100%

62%
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（リース）
Inbursa

100%

Consorcio
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Inversora
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（証券取引）
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（年金保険）

81%
96%
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（コロンビア）
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2子会社

1子会社

100%
（タバコ）
87%

100%

98%
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（米国）

50%
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Philip Morris
（タバコ）
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19子会社

（出所）Carso Global Telecom、Grupo Carso、América Movil、América Telecom、Teléfonos de México、Grupo Financiero Inbursa、Grupo Sanborns の 2003 事業年
度の有価証券報告書より筆者作成。
（注）網掛けは上場企業（☆はメキシコ株式市場、★はニューヨークなど海外の株式市場に上場）
。
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が︑企業買収と企業価値の引き上げに大き
述べるように︑海外資金の取り込み口の役

固定・携帯電話部門では持株会社は︑次に

に統括する役割を果たしているのに対し︑

六九％
︹テレコムのテルメックス持株比率︺

︵三六％︹全株式中の議決権株式比率︺×

族はテルメックスの場合は全株式の二○％

場企業である︒国内で事業展開する金融と

持株会社のうち図に網かけのあるのは上

場においてメキシコの代表銘柄の地位を保

価は高い︒例えばテルメックス株は内外市

カルソ傘下の上場企業に対する市場の評

第三に︑スリムの時の政権との緊密な関

く寄与していることは想像に難くない︒

商業・製造業の二つの部門の持株会社はメ

持し続けている︒高い評価はスリムの資金

×七九％︹一族のテレコム持株比率︺
︶
︑Ａ

銀行の元株主に優先買入権を与えるとする

キシコ株式市場に上場している︒これに対

力と経営手腕︑業種の成長性に基づくもの

割を果たしている︒一族にとって重層的な

ものであったが︑バンコメールの筆頭株主

し固定・携帯電話部門では︑最上層の二つ

係がある︒カルソの傘下企業には旧バンコ

で頭取のマヌエル・エスピノサには︑時の

の持株会社がメキシコ株式市場に上場する

であろう︒しかしカルソの繁栄が︑以上に

ＭＸの場合は同じく一五％︵同様に三一％

デラマドリー政権は株式買入を認めなかっ

ばかりでなく︑第二層のテルメックスとＡ

述べたような︑コーポレート・ガバナンス

所有構造のメリットは︑経営支配のための

た︒エスピノサは後に自叙伝で政治的圧力

ＭＸがメキシコに加えニューヨーク他︑先

論の教科書に悪しき事例として出てきそう

メール銀行が株式を保有していた企業が多

の存在を示唆する叙述を行っている︒また

進国の株式市場にも上場している︒先進国

な︑少数株主搾取が起こりやすい︑また︑

×六六％×七八％︶を所有するだけで経営

テルメックスの民営化に際しては︑時のサ

市場への上場は株式発行のみならず︑上場

大株主の暴走を押さえにくい所有構造に支

資金負担を軽減できることにある︒

リナス政権とスリムの関係がマスコミで取

企業であることが信用となって︑海外での

えられたものであることも忘れてはならな

い︒銀行保有株売却に関する政府の方針は︑

りざたされた︒

社債発行や融資の獲得を容易にしている︒

いだろう︒

権の掌握が可能となっている︒

それではスリム一族はどのようにして膨

二つの持株会社を海外資金の取り込み口と

ている︒四つの持株会社の下にはさらに持

の持株会社︵図の最上層︶の下に統括され

カルソの事業は部門ごとにそれぞれ四つ

利用︑この三つにあると考えられる︒

る外部資金の取り込み︑議決権制限株式の

した株式所有構造と︑中核企業の上場によ

ックスとＡＭＸの場合︑株式中の高い比率

る︒そのために海外市場に上場するテルメ

ず考えられるのは外資による乗っ取りであ

限株式である︒乗っ取りがあるとすればま

っ取りの防波堤となっているのが議決権制

が行われやすくなるが︑カルソの場合︑乗

一般に株式を上場すると会社の乗っ取り
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