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ブラジル：高所得国に向けた
再スタートの年となるか
――ブラジル・コストの削減がカギ――
青柳

俊久

国際協力銀行 外国審査部
第 3 ユニット（米州担当）

2014年はワールドカップ、16年にはオリンピック

ストが高いとされている。このコストを解消すること

開催と、世界的スポーツイベントが目白押しのブラジ

が、ブラジルの経済発展のために重要であると考える。

ル。スポーツだけではなく、それに伴うインフラ需要

そこで、まず、ブラジル・コストを理解するために、

や、深海油田の発見などでもブラジルへの注目が高ま

1990年代以降のブラジル経済の歩みを振り返り、ブ

っている。ブラジル経済は2002年から12年までの10

ラジル人海外旅行者行動や企業の投資環境などにみら

年間、年平均3.5％の成長を遂げた。この成長率は、

れるブラジル・コストを浮き彫りにする。そのうえで、

中国やインドなど、ほかの新興国に比べればそれほど

こうしたブラジル・コストの抑制・解消に向けて考え

高くないものの、ブラジルのGDPは現在2.3兆ドルと

られる方策を述べていきたい。

世界第７位（ASEAN10の合計にほぼ等しい）
、１人
当たりGDPは1万2000ドル（1999年の6150ドルから

1. 経済の安定化と投資主導の成長

ほぼ２倍）に達している。しかし、近年のブラジル経
済は、リーマンショック下のマイナス成長から2010

ブラジルは1990年代にハイパーインフレを経験し、

年に7.5％成長へ回復した後、11年および12年はおの

93年にはインフレ率が実に2000％を超えた。このハ

おの2.7％、1.0％の成長率にとどまった。従来成長を

イパーインフレは、カルドーゾ政権（1995〜2002年）

支えていた外部環境の変化もあり、ブラジル中銀が発

の「レアル・プラン」によって抑制されたが、ブラジ

表している市場調査（2013年11月22日）によると、

ルの現在までの政策に大きく影響するほど、トラウマ

14年の成長率は2.1％と予測されている。

を残した。次のルーラ政権（2003〜10年）では、貧

本稿では、ブラジルの経済成長に大きく立ちはだか

困層への現金給付や住宅供給など、積極的な社会政策

る「ブラジル・コスト（Custo Brasil）
」に焦点を当

を通じ、貧困削減や、中間層拡大による消費主導の成

てる。生活やビジネスをするうえではどの国でもさま

長を促進した。この間、世界では、アジア通貨危機や

ざまなコストがかかるが、ブラジルでは、こうしたコ

リーマンショックなどの危機が相次いだが、ブラジル
は、変動相場制への移行（1999年）
、インフレ・ター
ゲット制の導入（1999年）
、財政責任法の導入（2000
年）を通じて経済の安定を実現・強化してきた。これ
により市場からの信認も向上し、2004〜10年には年
平均４％以上の成長を実現し、国民の50％を中間層が
占めるに至った。
2011年に就任したルセーフ大統領は、前ルーラ政
権下で企画大臣として、経済成長促進、雇用拡大、格
差是正、インフラ整備のための「成長加速化計画
（PAC）
」を推進し、自身の政権では上記に地方開発
や地方政府との連携緊密化を加えた「PAC２」を導

W杯でも使用されるガリンシャ・スタジアム。
６月には興奮と歓声に包まれる
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入して投資主導の経済成長を掲げている。また、ルセ
ーフ大統領は11年８月に「ブラジル拡大計画」を、12
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があったのか。輸出構成比を見ると、鉄鉱石や大豆を
はじめとする一次産品が輸出に占める割合が上昇し、
工業製品の割合が低下したため、両者の割合は約50％
ずつとほぼ拮抗している。輸出相手国も、この10年間
で上位の順位が入れ替わっている。2000年には中国
向け輸出の割合は２％、米国の割合は24％であったの
に対し、13年９月現在はおのおの20％、10％と逆転
している。この背景には、中国の急速な経済成長に伴
って同国からの資源需要が高まったことや、コモディ
ティブームがある。しかし最近では、中国経済の減速
大統領公邸前。大統領選挙を控える2014年は、
ルセーフ大統領の投資促進策の効果が問われる１年となる

やそれに伴うコモディティ価格の下落などもあり、ブ
ラジルのコモディティ輸出・工業製品輸出ともに、伸

図

び率が低下傾向にある。

経常収支

こうした貿易面にブラジル・コストの影響がみられ
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ば、ブラジルの大豆農家では、輸送コストが総輸出額
の25％以上を占めている。また、ブラジルの道路や港
湾施設などのインフラは、1980年代の債務危機以降
の投資不足により老朽化が進んでいる。たとえば、
McKinsey Global Instituteによれば、ブラジルの道
路、鉄道、港湾などのインフラのストックの価値は、

年８月には「ロジスティクス投資計画」を発表した。

GDP比で16％しかない（世界の主要国の平均は70％、

前者では、競争力や生産性の向上、ブラジル企業の国

日本は179％）
。また、世界経済フォーラムの「国際競

際展開、持続的な成長を優先課題に掲げ、後者では、

争力レポート2013−2014」によれば、ブラジルのイ

コンセッション方式によるインフラ整備など、民間の

ンフラ全般の質は、114位（148カ国中）である。一

活力をドライバーとした成長促進を掲げている。この

種のブラジル・コストであるインフラのボトルネック

ように投資主導、とりわけ、民間投資主導で成長をい
っそう促進するためには、民間企業にとって負担とな
っているブラジル・コストの抑制が重要な課題とな
る。そこで、以下では、ブラジル・コストについて、
対外部門を通して具体的にみていく。

2. インフラの未整備
―― 一種のブラジル・コスト ――
ブラジルの貿易収支（図）を見ると、2001年から
黒字となっているが、黒字のピーク（金額ベース）は
06年で、それ以降は黒字が縮小し、08年以降は横ば
いで推移している。この間どのような貿易構造の変化

リオデジャネイロの老朽化した道路風景。
道路輸送の効率化およびその他インフラの整備は喫緊の課題だ
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を投資の拡大により解消していくことが経済発展のた
めに重要な課題である。

3. ブラジル人観光客の行動にも
垣間見える、国内価格の高さ
図にみられるサービス収支赤字拡大の一因として、
ブラジル人海外旅行者の消費拡大があげられる。2012
年のサービス収支項目の中の旅行関連支払額は、統計
の得られる1947年以降最大の220億ドルとなった。ブ
ラジル人が海外で大量の消費を行うことは、近年有名
スーパーの日用品売り場。
こうした日用品も、ブラジルでは高い

になっている。たとえば、2012年にニューヨークを
訪れたブラジル人観光客は83万人に達し、１人当たり
平均2300ドルを消費し、オーストラリア人およびイ

ル人海外旅行者は、渡航費を加味してもモノが安く買

ギリス人に次いで、ニューヨークの景気に貢献してい

える海外へ買出し旅行（輸入）を行っているのである。

る。マイアミにも多くブラジル人が訪れ、ショッピン

そして、ブラジルの国内価格が高い理由として、関

グセンターなどでは店舗にポルトガル語で対応できる

税や複雑な税制などにより税負担が高いことや、高い

スタッフをおいているという。ブラジル人が海外で活

国内金利がコスト高につながっていることがあげら

発に消費する背景には、自動車や家電、また、多くの

れる。

日用品のブラジル国内価格が先進国の国内価格よりも

複雑な税制の一例が、6つの間接税である。たとえ

高いことがある。たとえば、米国ではJeep Grand

ば、ブラジルではICMSという商品流通サービス税

Cherokeeの値段は２万8000ドルだが、ブラジルでは

（付加価値税に相当）があるが、企業は、ICMSに関

約８万9500ドルと３倍以上となっている。Jeep

する27の税法に従わなければならず、課税計算方法な

Grand Cherokeeは輸入品であるため、これはやや極

ども複雑でコストがかかる。ビジネス環境を評価する

端な例であるが、ブラジルではレストランでの食事や

世銀の「Doing Business 2014」によると、ブラジル

ホテル代なども高い。たとえば、英紙「The Econo-

における税金関連業務は、年間2600時間（189カ国中

mist」が発表するビックマック指数によれば、ブラジ

159位）を要する。ブラジルの税負担はGDP比で37％

ルのビックマック単品価格は5.6ドル（約560円）と、

（日本は31％）
、また、法人税率は34％とOECD諸国

ノルウェー、スイスに次いで世界で３番目に高い。こ

平均の25％、世界平均の24％よりも高い（日本は

うした高い国内物価やレアル高の影響により、ブラジ

39％）
。高い税金は、充実した年金制度と表裏一体と
なっている。しかし、年金の赤字は年々増加しており、
財政上も大きな負担となっている。
ブラジル・コストのもうひとつの側面が、高い国内
金利である。ブラジルの金利は、世界的な金融緩和の
中でも比較的高い水準となっている。１年物のレアル
建て国債利回りは10％程度とリターンが高いため、ブ
ラジル国債を組み込んだ金融商品もよくみかける。民
間銀行における預金・貸出金利も高く、前者は8％、
後者は37％（2012年）となっている。インフレ率は
目標圏（4.5％目標±2.0％）上限近辺の６％前後で推
移（2013年12月現在）しているため、中央銀行は
2013年４月以降利上げし、政策金利は２桁（現在

ショッピング・モール。巨大消費市場の魅力から、
多数外資系ブランドの進出もみられる

34

2014.1

10％）に戻っている。こうした高金利の理由として、
過去に経験したハイパーインフレ、インデックセーシ

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH

中央銀行。インフレ抑制のため、
高い独立性と適切な金融政策の実行が求められる

ョン、および低い貯蓄率などが考えられる。すなわち、

ブラジル国会議事堂。
大統領との連携を図り、円滑な政策立案が問われる

第１に、インフラの整備が必要であるが、財政を悪

過去のハイパーインフレの記憶や、最低賃金などをイ

化させずにいかにしてインフラを整備するかが課題と

ンフレ率に連動させるインデックセーションがインフ

なる。インフラ整備と財政強化を両立する方策として

レ期待を高めやすく、高い政策金利につながることや、

は、①民間資金の活用（民活）促進や、②インフラに

貯蓄率が低いため投資需要を満たせず、高金利に結び

充当する財政資金を確保するため、歳出抑制に向けた

ついている可能性が考えられる。また、国内金利が高

行政の効率化が考えられる。また、③隣国のコロンビ

く、内外金利格差が大きいと、海外からの資本流入を

アやチリのように、景気拡大期や資源価格高騰時に財

招く傾向があるが、こうした資本流入の拡大はさらな

政資金を蓄えることで、景気後退期にインフラ関連を

る物価高につながりやすい。

含む支出拡大（景気安定的財政運営）を可能にする、
といった工夫も重要であろう。また、④金融機関によ

4. 依然有望な市場であるが、
ブラジル・コストの解消が喫緊の課題

るファイナンスも重要である。ブラジルでは、民間銀
行は、長期資金融資のための財源が制約されているた
め、インフラ整備のファイナンスは、ブラジル国立経

ブラジルは近年、有望な市場として注目されている。
国際協力銀行（JBIC）が実施している「2013年度海
注

済社会開発銀行（BNDES）などの公的銀行が中心に
なって担っている。さらなるインフラ整備と民活のた

外直接投資アンケート（第25回）
」 によれば、ブラジ

めには、長期金融市場の整備・発展も必要であろう。

ルは中期的（今後３年程度）に有望な事業展開先とし

第２に、複雑な税制や重い税負担については、税制

て第６位になっている。そして、有望と回答した企業

の簡素化・合理化を進める必要があろう。

の約９割は、その理由として、ブラジル市場の今後の

第３に、高金利や物価高については、近年、慎重な

成長性をあげている。実際、近年、ブラジルへの直接

財政・金融政策運営が市場の信認向上やインフレ抑制

投資が増加しており、UNCTADによれば、ブラジル

につながってきた経験を踏まえると、引続き堅実な政

は世界第４位の直接投資受入国である。

策運営のトラックレコードを確立・強化していくこと

しかし、今後、さらなる経済発展を遂げるためには、
ブラジル・コストの解消が喫緊の課題である。上述の

が重要と考えられる。
長期的な課題ばかりであるが、大統領選挙の年こそ、

「2013年度海外直接投資アンケート（第25回）
」でも、

課題解決に向けた議論が進展するのではないか。ルセ

ブラジルの投資環境面の課題として、
「通貨・物価の

ーフ政権最後の１年の進捗および次期政権の方針が注

安定感がない」や、
「輸入規制・通関手続き」
「法制の

視される。

しんちょく

運用が不透明」および「インフラが未整備」など、ブ
ラジル・コストに関連するものがあげられている。
せん

では、ブラジル・コスト解消のための処方箋として

注：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告 2013年度海外直接
投資アンケート調査結果（第25回）
。
http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2013/112915775

何が考えられるのか。
2014.1

35

