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─産業大国ブラジルの軌跡

らず︑ブラジルがＢＲＩＣｓ 諸国の一角を

と︑その低さは際だっている︒にもかかわ

〜八％台の成長を記録しているのと比べる

二○○○年以降︑他のＢＲＩＣｓ 諸国が五

年は二〜三％にとどまっている︵図１︶
︒

八○年代初めの債務危機を境に下落し︑近

して六〜九％を維持していたものの︑一九

長率を見ると︑一九七○年代末までは平均

るだろう︒過去五○年間の国内総生産の成

表現するなら︑
﹁スローな経済成長﹂とな

近年のブラジル経済の特徴をひとことで

関連の産業など︑ダイナミックさに欠ける

る面もあるが︑輸出が農業関連や天然資源

大きな割合を占めるなど他の国々と似てい

上昇していない︒産業構造は第三次産業が

ロシアと並んで一九九○年以降︑ほとんど

ドが上昇しているのに対して︑ブラジルは

労働者の生産性を比較しても︑中国とイン

者の数で他国に見劣りしている︒このほか

力については︑研究開発支出の水準や研究

経済成長の重要な要素である研究開発の能

の︑所得格差は四カ国中最も大きい︒また︑

貧困人口の割合はインドよりは小さいもの

あった︒

はブラジルの長期的な経済成長が不確実で

難しい︒このような理由により︑これまで

関連産業においては大きな生産性の向上は

源への需要は所得弾力性が低いだけでなく︑

は天然資源に偏っているが︑一般に天然資

や多様化が妨げられた︒また︑生産と貿易

たままである︒そのため︑生産設備の更新

よって低下し︑その後も低水準にとどまっ

までは高水準を保っていたが︑債務危機に

に︑実質投資額の比率は一九八○年代初め

内投資の対国内総生産比をみて分かるよう

長く曲がりくねった道

占めるのはどうしてだろうか︒経済規模や

部門に偏っているところがブラジルの特徴
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潜在成長力のみが評価されているのか︑そ

であろう︒

今後の成長の展望について述べたい︒

スローな経済成長の要因を分析した上で︑

と他のＢＲＩＣｓ 諸国を比べ︑ブラジルの

二つ目は経済の状況的な問題である︒過去

潜在力がある国内市場の成長を抑えてきた︒

民や地場企業の低い能力は︑規模が大きく

ある︒慢性的な貧困︑大きな所得格差︑国

けられる︒一つ目は社会の構造的な問題で

因を国内にみれば︑社会と経済の分野に分

次に︑ブラジルの成長がスローである要

二○○億ドルに達し︑初めて世界の上位二

は過去五年で倍増して二○○五年には約一

ィ価格の高騰により︑ブラジルの輸出総額

である︒天然資源を中心とするコモディテ

動力となっているのが輸出と外国直接投資

向けた動きも見られる︒その中で成長の原

スローであるが︑短期的には成長の加速に

中長期的に見るとブラジル経済の成長は

●成長の原動力

れとも既に高度化しつつある経済が評価さ

まず他のＢＲＩＣｓ 諸国との比較からブ

二五年続いたマクロ経済の不安定とそれに

五カ国の仲間入りをした︒

れているのだろうか︒本報告ではブラジル

ラジルの成長について考えてみたい︒表１

対処するための短期的な経済政策が投資を

●成長の抑制要因

にＢＲＩＣｓ 四カ国の所得格差︑貧困︑能

抑制してきた︒図２に示したブラジルの国

外国直接投資は外国企業によるブラジル

力をまとめた︒これによれば︑ブラジルの
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五年にブラジルより多く外国直接投資を受

と並んで多く︑途上国全体で見ても二○○

ラテンアメリカ・カリブ地域ではメキシコ

拡大している︒まずブラジルへの投資は︑

投資に分けられるが︑そのいずれもが近年

への投資と︑ブラジル企業による外国への

農業や天然資源関連産業などブラジルが比

ブラジルから外国へ進出する多国籍企業は︑

要な部品の多くを輸入に頼っている︒また︑

ルを企業戦略の中心には据えておらず︑重

が投資しているが︑それらの企業はブラジ

国内の知識集約型産業へは主に外資系企業

内低所得者市場の拡大をもたらしている︒

が格差の是正や貧困の削減につながり︑国

最低賃金の引き上げや所得移転プログラム

策については︑ルーラ政権が実施している

こることなくスムーズに行われた︒社会政

政権交代も︑当初予想されていた混乱が起

から左派のルーラ大統領への二○○三年の

つあり︑輸出や技術開発の促進のために知

技術革新・産業振興政策は現在実施されつ

較優位を持っている分野に限られている︒

●期待される政府の役割

け入れたのは中国︑香港︑シンガポール︑
メキシコのみである︒また︑ブラジルから
外国への投資額は︑インドを上回り中国と

識集約型産業を対象に資源の動員が始まっ

効果を上げつつあるが︑長期的な成長には
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ている︒また︑地場企業による技術革新へ
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（注）濃い網掛けは実質投資額（1999 年価格）、薄い網掛けは名目投資額の割合。
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