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第5回BRICSサミット 
2013年3月

南アフリカは、2013年3月にダーバン・インターナショナル・コンベンション・センターで開催される第5回BRICSサミッ

トを主催します。これにより、BRICSサミットの第1サイクルが完了します。 BRICSサミットはBRICSの主要経済諸国の重

要領域に関する合意点を模索するために開催されますが、 これは加盟国が複数の事業機会、経済的相補関係、および協

力分野を確認するうえでの政治的および企業家的協調範囲を表します。 

BRICSとは、世界の主要振興経済諸国、すなわち、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、

および南アフリカ(South Africa)で構成される強力な団体の頭字語です。 BRICS機構は平和、安全保障、発展、および

協力を実現することを目的とし、 人間性の育成に大きく貢献し、より公正で公平な世界を構築することにも努めます。 

第1回BRICサミットはロシアのエカテリンブルクで開催され、4か国の選ばれた指導者によってBRIC経済圏の加盟国が正

式に宣言されました。 2010年、南アフリカはBRIC経済圏に加盟し、BRICSとなりました。

この経済圏への参加は、南南関係を強化するという南アフリカの外交政策目標と合致します。 アジア、アフリカ、お

よび中南米諸国(南の諸国と総称されます)の間の国際関係および協力の現状は依然として危機的であり、以前にも増し

て重要になっています。 南アフリカの加盟は、その世界的、地域的、大陸的役割に加え、「南アフリカ製品に誇りを

(Proudly South African)」手法における国内での成果を前提としています。 南アフリカは、以下の3つの目標を念頭に

置いてBRICSに加盟しました。 

大統領の一般教書演説に沿って国益を促進する	
地域統合プログラムおよび関連する大陸インフラプログラムを推進する	
グローバルガバナンスおよびその改良に関して南の重要国と提携する	

この機構への南アフリカの加盟は、世界的代表性および包括性を含めて、BRICSの地理的および大陸間範囲を拡大しまし

た。 南アフリカのBRICS加盟は、貿易・投資の促進、工業化の強化、および雇用創出の促進をもたらします。 BRICSへ

の加盟が将来的および継続的に南アフリカに利益をもたらすことに疑いの余地はありません。 

キーメッセージ 支持声明文

第5回BRICSサミットを主催することによっ
てもたらされる機会は多数ある。

南アフリカは、より良い南アフリカ、アフリカ、および世界の•	
実現に向けて、国際問題においてその役割を果たすための確固
たる基盤を築いています。 
南アフリカの国家的目標は、その国民およびアフリカ大陸の人•	
々の包括的経済成長を実現することに向けられています。 この
目標は、BRICSへの関与によって南アフリカおよび隣国にもたら
された指数および促進因子による成長可能性によって強力に補
完されます。 
南アフリカは、2013年におけるBRICSの議長の立場を生かして、•	
その貿易・投資をアフリカ内貿易貿易・投資と同様に成長させ
る可能性を積極的に追求します。 
南アフリカのBRICS加盟は、貿易・投資の促進、工業化の強化、•	
および雇用創出の促進をもたらします。 

BRICS経済諸国は、世界的成長の新たな原動
力である。

急成長を遂げている新興BRICS経済諸国は、世界的経済危機に対•	
処するという極めて重要な役割を担うことにより、自らの地位
を従来の大国と対等にしています。 現在の世界的経済危機の中
で、世界の多くの国々はBRICS加盟国に出口を求めています。
BRICSは、国際社会と向き合い、世界中の福祉、安定、および成•	
長を意味のある方法で実現するための能力と政治的意思を有しま
す。 BRICS諸国は、国際機構における自らの立場および行動を調
整します。
BRICS諸国は、従来の経済大国に挑戦するために個々に頭角を現•	
してきました。 近年、中国は多くの経済国を抜き、世界第2位の
経済大国となりました。
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BRICSは、より公正な世界を確保するグロー
バルガバナンス機構の再構築を推進するた
めの集合的影響力を持つ。 

BRICSは、全世界の政治、経済、金融構造をより公正で均衡がと•	
れ、多国間主義という重要な柱に基づいた1つの構造に再構築す
る取り組みを推進しようとしています。
BRICSは、共通の発展のための協調を強化するために国際社会が•	
連携すべきであると信じています。
BRICS諸国は、さらなる金融規制監視および改革、政策協調およ•	
び金融規制・監督協調の強化、ならびに世界の金融市場および銀
行制度の健全な発展の推進を提唱しています。
すべてのBRICS諸国は、現在、UNSCの常任理事国(中国およびロシ•	
ア連邦)または非常任理事国(ブラジル、インド、および南アフリ
カ)を務めており、UN (特にUNSC)の改革を推進するという目的を
共有しています。これは、UNが今日の世界的課題によりうまく対
処できるように効果および効率を高め、代表制度を改善すること
を目的としています。
BRICSは、発展途上世界を代表するための体制を向上し、主に先•	
進国世界によって支配されている国際フォーラムに対抗するため
のより強い力となる成熟した世界的構成を有します。

BRICSは、南アフリカおよびアフリカ大陸の
人々に繁栄と進歩をもたらし得る多くの検
討事項を業界に提供する。

ジェイコブ・ズマ大統領は、一般教書演説において「貧困、失•	
業、および不平等という三重苦には心を一つにした配慮が必要で
ある」と呼び掛けました。 「新しい成長経路(New Growth Path)
」は、包括的成長の実現と雇用の創出に狙いを定めたものです。 
雇用につながる、大いに必要とされる成長を国が実現できるよう
に、6つの雇用促進因子が特定されました。 それらは、インフラ
開発、農業、採掘と選鉱、製造、グリーンエコノミー、および観
光です。
南アフリカは、適正かつ持続可能な雇用の創出につながり、貧困•	
との戦いを促進し、国の経済改革を加速させる、強化された包括
的経済成長に向けて努力します。 
地域的には、南アフリカは他のアフリカ大陸諸国に直接アクセス•	
でき、東洋、アメリカ、ヨーロッパ、および中東の間に位置しま
す。 南アフリカには多くの地理的利点および関連する構造上の
利点があるため、アフリカの発展における優れた投資先となり、
理想的な「ゲートウェイパートナー」となります。
• 2012年8月にモザンビークのマプトで開催されたSADCサミッ•	
トにおいて、投資総額が5000億米ドルにも及ぶ国際プロジェクト
が含まれる可能性がある南部アフリカ開発共同体(SADC)地域イン
フラ基本計画(RIMP)が承認されました。
南アフリカはアフリカ大陸の発展途上国の間で有力な投資国の1•	
つであるため、南アフリカの企業はアフリカでの商業的機会を模
索するために、BRICS企業との提携を通じてこのユニークな立場
を利用することができます。

BRICSの指導者は、アフリカにおけるインフ
ラ開発および「アフリカ開発のための新パ
ートナーシップ(NEPAD)」の枠組み内での産
業化に対する支持を表明した。

南アフリカがBRICSに加入するように求められたのは、アフリカ•	
の社会経済的再生の形成への貢献およびアフリカ大陸における平
和、安全保障、および復興への取り組みへの積極的な関与が認め
られたからです。 
BRICS諸国は、アフリカの最大の貿易相手国であり、最大の新規•	
投資(総投資ではありません)国です。 アフリカにおけるBRICSの
投資目録は、有望で心強いものです。
過去10年にわたって、BRICSとアフリカの間には商業的・戦略的•	
関与の急加速が見られました。 BRICSは、アフリカの経済的台頭
をはぐくみ、アフリカ大陸の現代の世界市場性を引き上げたので
す。 
ニューデリーサミットにおいて、指導者は、アフリカにおける発•	
展と安定を支える経済成長を最も重要視するという主張を繰り返
しました。それは、多くのアフリカ諸国がまだ自らの潜在的経済
力に気付いていないからです。 指導者は、NEPADの枠組み内を含
めたインフラ開発、技術へのアクセスを増やすための知識交換・
支援、能力開発の強化、および人的資本への投資を通じて自国経
済の多様化および近代化を加速するアフリカの取り組みを支持す
るための協力を進めることを約束しました。

BRICS開発銀行は、BRICSと他の新興経済諸
国および発展途上国におけるインフラ、お
よび持続可能な開発プロジェクトのための
資金を動員する。  

ある開発銀行は、世界的な成長と開発のために多国間および地域•	
の金融機関の既存の取り組みを補足する予定です。
このような新しい開発銀行は、既存の機関を補完し、重要な部門•	
における格差および課題に対処できる可能性があります。
南アフリカはこの構想を強く支持しており、他のアフリカ諸国の•	
指導者も強い関心を示しています。 
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BRICSとは?

BRICSとは、世界有数の新興市場国家、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、およ•	
び南アフリカ(South Africa)の頭文字を合わせた総称です。

BRICS機構は世界規模での平和、安全保障、発展および相互協力の実現をその目標として掲げ、 人類の発展に大き•	
く貢献し、より公正、公平な世界秩序の構築を目指しています。

第1回BRICサミットはロシアのエカテリンブルクで開催され、参加4カ国の首脳達がBRIC経済圏の樹立を正式に宣言•	
しました。 更に2010年12月、南アフリカがBRIC経済圏への加盟要請を受諾し、正式にBRICSとして成立することと

なりました。

BRICSはその草創から、国際協調を行動機軸とし、積極的に国際問題に関与しています。 •	
BRICS加盟国は、世界が発展するための新たな原動力として個々に頭角を現してきました。 近年、中国は世界第•	
2位の経済大国となりました。一方インドは名目国内総生産(GDP)において第10位の経済大国であり、購買力平価

(PPP)でのGDPでは第4位にランクされています。 ブラジルは2011年に世界第6位の経済大国として位置付けられ、

ロシアは現在第9位の経済規模を誇っています。 そして、南アフリカは第26位の経済大国としてランクされるに至

りました。

国際連合(UN)およびその多様な専門機関などと同様、BRICS諸国は国際機構におけるそれぞれの立場および活動の•	
調整を図ります。

現在の世界的経済危機の中、世界の多くの国々がBRICS諸国との経済協力によって難を逃れる事ができました。•	
 

BRICからBRICSへの拡大

2010年12月、この経済・政治組織への南アフリカの加盟が正式に承認され、2011年4月14日に中国の三亜で開催さ•	
れた第3回BRICS首脳会議に南アフリカのジェイコブ・ズマ大統領が出席するに至りました。

この経済圏への参加により、南アフリカの外交政策における主目標「南南関係の発展」を強化する事となりまし•	
た。 現在、依然として危機的状況にある南の諸国（アジア、アフリカ、および中南米諸国)間の国際協調および協

力関係への対策及びその重要度合いは、以前にも増して増大しています。

南アフリカのBRICS加盟は、近隣地域、アフリカ大陸そして世界に対して果たしている重要な役割に加え、国内で•	
の「南アフリカ製品に誇りを(Proudly South African)」をスローガンとした活動成果を根拠としています。

南アフリカは、以下の3つの目標を念頭にBRICSに加盟しました。•	
大統領の一般教書演説に沿った国益の促進o 
地域統合プログラムおよび関連する大陸インフラプログラムの推進o 
グローバルガバナンスおよびその改善に関する南の重要国との提携o 

この機構への南アフリカの加盟は、BRICSの世界での発言力および包括性を含めた、地政学的影響力を拡大しまし•	
た。
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BRICSの統計データ

2011年、PPPに基づいたBRICSのGDPシェアは約20%(およそ13.7兆米ドル)に達しました。•	
BRICS諸国は、過去15年間に世界のGDPにおけるシェアを3倍に増加させました。•	
世界の総生産量におけるBRICSのシェアは、今後10年間に18% (市場相場による)から25%～26%に増加し、2030年ま•	
でに1/3にさえ達すると予想されています。

PPPベースでは、現在のBRICSのシェアは世界のGDPの約30%ですが、2020年までに37%～38%となり、2030年頃までに•	
45%に達すると見られています。 

BRICS諸国の総面積は、世界の30%を占めています。•	
BRICS諸国の人口は、世界人口の45%に達しています。•	
BRICSの世界経済の成長に対する貢献度は過去10年間で50%に達し、BRICS諸国は世界経済発展の旗手となっていま•	
す。

2012年、BRICSは世界の年間海外直接投資(FDI)フローの約11% (4650億米ドル)を占めました。•	
BRICS諸国は、世界貿易額の17%を占めています。•	
BRICSの総外貨準備高は、4兆米ドルと推定されています。•	
一部のアナリストは、BRICSの経済規模は2027年までにG7 (米国、日本、ドイツ、フランス、英国、カナダ、およ•	
びイタリア)と同等の規模になる可能性があると予測しています。

南アフリカは5000万人を超える人口を有しており、経済規模は約5270億米ドルです。 一人当たり国民所得(PPPベ•	
ース)は、BRICS提携国に劣らず、11000米ドルと推定されています。

BRICSにおける南アフリカ

BRICS内での南アフリカのアドバンテージは、国内の豊富な非エネルギー鉱物資源に因るものです。 米国に本拠を•	
置くCitigroup銀行の報告書によると、南アフリカは鉱物埋蔵量の点において世界で最も豊かな国として位置付け

られ、その価値は2.5兆米ドルと推定されています。 南アフリカは、プラチナ、クロム、バナジウム、マンガンの

世界最大の産出国であり、第3位の金鉱採掘国でもあります。非常に高度な採鉱関連専門のサービスを提供するこ

とにより、BRICSの資源共有に大きく貢献しています。

南アフリカは、世界一豊富な鉱物資源を開放する契機として、自国の鉄道、港湾、および燃料パイプラインの拡張•	
と改善に3000億ランド(3560億米ドル)を投資しています。 それ以外にも南アフリカはこれまで通り石油、金属、

鉱物、食品、およびその他の天然資源に対する爆発的な世界的需要に支えられると予想されます。 同様に、世界

最大の未開拓資源域の１つであるアフリカ大陸は、世界の石油埋蔵量の10%、金鉱石の40%、プラチナの95%を含

め、豊富な富を有しています。

これらに対するBRICS諸国からの需要は、特に近年の金融危機の間、アフリカ大陸での成長を支えるために欠かす•	
ことのできない収入源でした。

南アフリカの金融市場開発および発展は、非常に高度な専門サービスおよび金融の専門知識の源としても世界•	
的に認知されています。 世界経済フォーラムの「2011/12年国際競争力指数（2011/12Global Competitiveness 

Index）」は、南アフリカの金融市場発展への高い信頼性を示し、この評価基準では南アフリカは世界第4位にラン

クされています。

ヨハネスブルク証券取引所の規制度合いは、南アフリカの監査および報告における基準への信頼性と同様、世界第•	
1位にランクされました。 また、南アフリカは、銀行の健全性と取締役会の発言力の両方において第2位に位置付

けられています。

科学、技術、および技術革新における南アフリカの優秀さも認められています。たとえば、南アフリカは、スク•	
エア・キロメートル・アレイ(Square Kilometre Array)の建設地選挙において過半数の支持を勝ち取りました。 

BRICS諸国も、南アフリカへの支持を表明しました。

南アフリカとBRICS提携国間の二国間貿易は、中国やインドとの貿易および輸出の著しい増加を原動力とし•	
て、2011年に大幅に成長しました。 2011年には、南アフリカと中国の二国間貿易は32%、対インドは25%、対ブラ

ジルは20%伸びました。

南アフリカとロシアの二国間貿易額は、2010年に44%減少した後、2011年に回復しましたが、この二国間で2008年•	
に記録された42億ランドをまだ下回っています。

昨年の中国との二国間貿易総額は1880億ランド、対インドは550億ランド、対ブラジルは180億ランド、対ロシアは•	
38億ランドでした。

BRICS加盟国の中では、南アフリカから中国への輸出が最も高い伸び率を記録し、46%となったのに対し、インドへ•	
の輸出は20%、ブラジルへの輸出は14%、ロシアへの輸出は7%の伸び率を示しています。 

南アフリカから中国への輸出は、2010年に20%、2009年に42%増加した後も急速に伸び続けています。 •	
貿易収支の点では、南アフリカはロシアとの間で2008年と2009年に貿易赤字を算出した後、最近の2年間は13億ラ•	
ンド、10億ランドと貿易黒字に転じています。

南アフリカは、この4年間、中国との間で貿易赤字を出し続けていますが、赤字額は2008年の480億ランドから2011•	
年の180億ランド未満へと50%以上削減されています。 

2011年には、ブラジルとの間の南アフリカの貿易赤字も61億ランドに削減され、2008年に記録された赤字額よりも•	
約25億ランド減少しました。 

南アフリカは、その熱心で献身的な国民性を含め、世界および地域の重要国として認知されています。 グローバ•	
ルガバナンス構造における南アフリカの建設的役割および南(特に、アフリカ連合(AU)、G77と中国、および非同盟

運動(NAM))の機構内での立場は、BRICSおよび同じ考えを持つその他の提携国に高く評価されています。 また南ア

フリカは、金融・経済グローバルガバナンス構造の改革において、重要な役割を担うG20での代表権を有する唯一

のアフリカ国家でもあります。

南アフリカは、新興市場や発展途上国の旗手となり、世界の諸体制やその意思決定機関のより包括的な形成、また•	
それらへの途上国の公正な参加を支援してきました。 この信念は、「アフリカが正当な地位に就くためには、世

界の体制を再構築する必要がある」という確信に由来します。 2000年、南アフリカは他のアフリカ諸国とともに

G8との対話を開始しました。これは、後の国際社会による「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」

の承認につながりました。 

前回のBRICSサミットで、ズマ大統領は、世界銀行総裁の問題も踏まえて、再度この主張を強く述べました。それ•	
は、アフリカが非常に有能な候補者を推挙していたにもかかわらず、BRICSの指導者は「世界銀行のリーダーは、

現在の経済および政治情勢を反映するガバナンス構造を含め、すべての加盟国の意見を忠実に反映する多国間機関

として、世界銀行を変革するために尽力する必要がある」と求めたからです。

立憲民主政体となるための南アフリカ独自の歴史的政治変革プロセスは、世界への独自の形での貢献と受け止めら•	
れています。  南アフリカは、これら平和のための変革プロセスを世界各地で支援してきました。この関連では未

だ世界中の多くの国々から協力への打診を受けています。  
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BRICSとアフリカ

南アフリカがBRICSに加入するように求められたのは、アフリカの社会経済的再生への貢献およびアフリカ大陸に•	
おける平和、安全保障、および復興への取り組みへの積極的な関与が認められたからです。

BRICS諸国は、アフリカの最大の貿易相手国であり、最大の新規投資(総投資ではありません)国です。•	
過去10年に、BRICSとアフリカの間には商業的かつ戦略的関与の急加速が見られました。 BRICSは、アフリカの経•	
済的台頭をはぐくみ、アフリカ大陸の現代の世界市場性を引き上げたのです。 BRICSとアフリカ諸国間の経済協力

が急速に拡大する可能性はかなりあると考えられます。

景気後退期、そしてその後の回復期が、この変化への後押しとなってきました。 2010年、Standard Bankのエコノ•	
ミストは、「貿易・投資が商業的変化の原動力となり、BRICS・アフリカ諸国間貿易の拡大は更に加速されるだろ

う」と予測しました。

スタンダード銀行によると、BRICS・アフリカ諸国間貿易は3倍に増え、2010年の1500億米ドルから2015年には5300•	
億米ドルになると予想されています。また、2010年から2015年までの間に、アフリカ諸国の貿易総額に対する

BRICSのシェアは1/5から1/3に増加し、アフリカ諸国におけるBRICSのFDI残高は、2009年の約600億米ドルから2015

年までに1500億米ドル超に膨れ上がると予想されています。‑{}‑

南アフリカのシェアは当時の予測に取り込まれていませんが、南アフリカとアフリカ諸国の貿易額は南アフリカの•	
貿易総額の17%を占め、対外投資の21%を占めます。さらに細かく分析すると、世界への輸出総額の14%、南部アフ

リカ関税同盟(Southern African Customs Union)を含めると24%となります。

国際通貨基金(IMF)もまた調査を実施し、BRICSから低所得国への貿易・投資は低所得国を世界的不況の衝撃から保•	
護するために重要な要素と見なされることがわかりました。

BRICS首脳は、アフリカにおけるインフラ整備およびNEPADの枠組み内での工業化に対する支持を表明しました。 •	
更に、アフリカにおける発展と安定を支える経済成長を最も重要視すると表明しました。それは、多くのアフリカ

諸国がまだ自らの潜在的経済力に気付いていないと推測されるからです。 BRICS首脳は、NEPADの枠組み内を含め

たインフラ開発、技術へのアクセスを増やすための知識交換・支援、能力開発の強化、および人的資本への投資を

通じて自国経済の多様化および近代化を加速するアフリカの取り組みを支持するための協力を進めることを約束し

ました。

BRICS開発銀行

世界的な成長と開発のための多国間および地域の金融機関の既存の取り組みを補足するため、BRICSの指導者•	
は、BRICSと他の新興経済諸国および発展途上国におけるインフラ、および持続可能な開発プロジェクトのための

資金を動員するための新たな開発銀行設立の可能性を検討してきました。

BRICSの財務大臣は、この構想の実現可能性および実行可能性を調査し、詳細な調査のための共同作業グループを•	
設置し、南アフリカが主催する第5回BRICSサミットで結果を報告する任務を負っていました。 このような新しい

開発銀行は、既存の機関を補完し、重要な部門(特に、インフラ)における格差および課題に対処できる可能性があ

ります。

ズマ大統領はこの構想に対する南アフリカの強い支持を明確に述べ、アフリカの指導者もこの構想を承認しまし•	
た。

BRICSサミット

南アフリカは、2013年3月にダーバンで開催される第5回BRICSサミットを主催します。これにより、BRICSサミットの第1

サイクルも完了します。 この権威あるサミットを主催することによってもたらされる機会は多数あります。以前のサミ

ットは以下の場所で開催されました。

ロシア　エカテリンブルク、2009年6月16日• 

ブラジル　ブラジリア、2010年4月15日• 

中国　三亜、2011年4月14日• 

インド　ニューデリー、2012年3月29日• 
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業界に関する南アフリカの検討事項

南アフリカの国家的目標は、その国民およびアフリカ大陸の人々の包括的経済成長を実現することに向けられていま

す。 この目標は、BRICSへの関与によって南アフリカおよび隣国にもたらされた指数および促進因子による成長可能性

によって強力に補完されます。 貿易・投資をアフリカ内貿易貿易・投資と同様に成長させる可能性は、最大限に高めら

れる必要があります。 南アフリカは、2013年におけるBRICSの議長の立場を活かして、これらの目的の支持を積極的に

追求します。  南アフリカのBRICS加盟は、以下の利点をもたらします。

貿易・投資の促進•	
工業化の強化•	
雇用創出の促進•	

BRICS圏への加盟は、南アフリカに将来的および継続的に利益をもたらすと考えられます。 南アフリカ政府は、南アフ

リカにおける事業に対して継続的な関与および支持を行い、南アフリカ国民の繁栄と進歩をもたらす強力なパートナー

シップを構築するためにBRICS相手国と絶えず尽力することを誓っています。  このような関係は、BRICS提携国にとっ

ても有益であると考えられます。

地域的には、南アフリカは他のアフリカ大陸諸国に直接アクセスでき、東洋、アメリカ、ヨーロッパ、および中東•	
の間に位置します。 南アフリカには多くの地理的利点および関連する構造上の利点があるため、アフリカの発展

における優れた投資先となり、理想的な「ゲートウェイパートナー」となります。

この既存の強力な消費者市場を補完するものは、アフリカ大陸で行われている刺激的な地域統合構想です。 東•	
部、南部、および中央アフリカを対象とした、26か国による1兆米ドル規模のアフリカ三者自由貿易地域(T‑FTA)を

3年以内に設立するための交渉が進んでいます。これにより、この市場は6億人規模に拡大されます。 この地域統

合構想により、南アフリカの市場規模はBRICS相手国と同等になります。

これに関連するもう1つの刺激的な新構想は、投資総額が最大5000億米ドルに及ぶ国際プロジェクトが含まれる可•	
能性がある南部アフリカ開発共同体(SADC)地域インフラ基本計画(RIMP)構想です。 RIMPは、2012年8月にモザンビ

ークのマプトで開催されたSADCサミットにおいてまとめられ、提示されました。この計画では、2012年から2027年

までの15年間にわたる地域電力、輸送、水、通信、観光、および計測インフラの開発が提案されています。その

目的は、計画の実施と、6億米ドル～10億米ドルの初期資本でSADC開発ファンド(銀行)の設立を同調させることで

す。

現在、地域内貿易は貿易総額の20%未満ですが、その貿易の大部分は南アフリカと他の14のSADC加盟国の間で行わ•	
れます。 この計画が正式に承認されると、SADC事務局は、BRICSおよびその他の国々でブラジル、中国、ヨーロッ

パ、インド、日本、英国、および米国を対象とした説明会を行い、RIMP内で得られる機会を潜在的投資家に紹介し

ます。 プロジェクト準備枠は、南部アフリカ開発銀行(Development Bank of Southern Africa)においてすでに設

定されています。

サハラ以南のアフリカの2012年の成長率は、約5.5%と推定されています。また、The Economist誌2011年1月6日号•	
は、2010年～2015年の世界の急成長経済国トップ10のうちの7つはアフリカの国になると予測しています。 この持

続的成長には、民主主義のさらなる安定と普及、アフリカの商品に対する世界的需要、経済規制およびガバナンス

体制の向上など、多くの理由があります。 また、南アフリカは、エコノミストによってアフリカの「人口割当」

が将来の成長の軌跡としてすでに認知されていることにも気付いています。

Standard Bankの調査によると、これを推進する5つの永続的要素は、若年富裕層の増加、都市化、情報通信技術•	
(ICT)の向上、アフリカの天然資源に対する持続的需要、およびアフリカ人が個人的および事業向けに金融サービ

スを受ける金融部門の深化です。  2010年には、BRICSはICT部門において世界需要の13%を占め、約3280億ユーロ

を支出しました。

南アフリカはアフリカ大陸の発展途上国の間で有力な投資国の1つであるため、南アフリカの企業はアフリカでの•	
商業的機会を模索するために、BRICS企業との提携を通じてこのユニークな立場を利用することができます。 た

とえば、ブラジルのVale社は、ザンビアで銅山を建設するために南アフリカのRainbow Minerals社と提携し、12億

米ドルを超える契約を結んでいます。 Tata Power社は、南アフリカで発電プロジェクトの初期開発および運用を

行い、後にボツワナおよびナミビアでプロジェクトを展開するために、南アフリカのExxaro Resources社と共同で

Cennergi (Pty) Ltd.という対等の合弁会社を設立しました。

確かに、既存のBRICS構造内のさまざまなプロジェクトにおける協力は広範囲に及びます。 前回のBRICSサミット•	
に先立ち、ズマ大統領はBRICSの大企業家に対して演説し、南アフリカのBRICS参加は、包括的成長、持続可能な開

発、および南アフリカの繁栄を実現するために国を支援することを目的とすることを強調しました。

BRICSビジネスフォーラムの共同声明では、各政府に経済的関与を深めるように求められましたが、そのような関•	
与の柱として貿易・投資が特定されました。 BRICS内貿易の目標は、現在の2300億米ドル水準から2015年までに少

なくとも5000億米ドルまで高めるように設定されていました。業界の指導者は、製造、サービス、農業の3部門に

おいて、より付加価値の高い貿易に集中することによって貿易の質を向上させるように求めました。 南アフリカ

のサービス部門は経済の2/3 (65.9%)を占めており、BRICS提携国に劣っていないだけでなく、隙間の機会を提供し

ています。

さらに、BRICSビジネスフォーラムは、農業、エネルギー、インフラ、採掘・選鉱、医療などの部門における機会•	
に言及していますが、それらに限定されません。 南アフリカは、言及されているこれらの部門ですでに比較優位

性を享受しています。 原産地での選鉱の増加など、国内経済の優先事項は、ジョイントパートナーシップ/ベンチ

ャーを通じて追求できると考えられます。

デリーサミットでは、エネルギーから建設や水供給に至るまで、考えられる他の協力分野についても協議されまし•	
た。

ズマ大統領は、一般教書演説において「貧困、失業、および不平等という三重苦には心を一つにした配慮が必要で•	
ある」と呼び掛けました。 「新しい成長経路(New Growth Path)」は、包括的成長の実現と雇用の創出に狙いを定

めたものです。 雇用につながる、大いに必要とされる成長を国が実現できるように、6つの雇用促進因子が特定さ

れました。 それらは、インフラ開発、農業、採掘と選鉱、製造、グリーンエコノミー、および観光です。

これらの促進因子の成功を促進するには、業界は以下の領域における機会を推進することにより、BRICS内での業•	
務協力および調整を強化することに集中する必要があります。

インフラ開発における経済的機会に関する協力o 
南アフリカは、インフラ調整に関する大統領諮問委員会(PICC)を通じて、自国のインフラ	
戦略に集中的に取り組み始めています。 南アフリカは、2014年3月までに8600億ランドを

超える資金をインフラに支出しています。したがって、インフラは、国が今後10年間に国

民の生活をどのように変えるのかについての核心部分です。

南アフリカのプログラムとは別に、AUによって命じられ、南アフリカが支持するNEPADイン	
フラプログラム(特に、南北道路および鉄道プロジェクト)があります。
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能力開発に関する協力o 
PICCは、主要なプロジェクトごとに技能計画を作成し、必要なエンジニア、職人、技術	
者、技師を設定しています。 これらの重要な技能の創出を促進するため、作業は大学およ

び教育養成学校と共同で行われています。

、BRICS諸国との関与を通じて青少年の訓練および強化を促進するため、業界は企業内での	
能力開発に投資するように促されています。

新たな開発銀行o 
南アフリカは、BRICS主導の新たな開発銀行の計画に活気づいています。これによ	
り、BRICS業界のメンバー間の協力がさらに促進されると考えられます。 この銀行は、剰

余積立金を利用することによってBRICS圏を強化するほか、より持続的かつ生産的な方法で

投資を奨励します。

南アフリカは、各BRICS財務大臣の指揮の下、インドと共同で共同作業グループの議長を務	
めます。これにより、この構想の実現可能性が徹底的に調査され、考えられる最大限の利

益が確実に南アフリカおよびアフリカにもたらされます。 

ズマ大統領は、インフラ開発に関して、南アフリカがBRICS諸国と相互に利益をもたらす新	
しいタイプの開発契約を交渉できること示唆しています。

BRICS内貿易の推進o 
BRICS銀行間協力機構の指揮の下、BRICSサミット中に交わされた契約には、「現地通貨	
建て拡張信用枠に関する基本契約(Master Agreement on Extending Credit Facility in 

Local Currency)」および「多国間信用状確認枠契約(Multilateral Letter of Credit 

Confirmation Facility Agreement)」が含まれます。

これらの手段は、商取引を増やすことを目的とします。現在、ビジネス関係者は、現地通	
貨をドルに両替してから貿易相手国の通貨に再両替する必要があり、そのために取引コス

トが増加するからです。

すでに開始されているもう1つのすばらしい構想は、証券取引所連合(Alliance of 	
Exchanges)です。これは、株価指数デリバティブと現地通貨建て取引のクロスリスティン

グ(複数上場)を伴います。

企業は、BRICS諸国における相手企業とのかかわりを促進するように推奨されています。	
南アフリカは、より高い付加価値製品の輸出を増やし、選鉱と産業開発の目標を支援する	
ための国内投資を奨励しようと努力しています。 BRICS内での作業は、これらの目的を達

成するための協力にますます集中しています。

もう1つの重要なプロジェクトに関する協力が進行中o 
BRICS諸国を結び付ける高容量海底ケーブルシステム案は、集団的関与を必要とします。 	
これにより、BRICS内貿易の障害となっている接続の問題に対処します。
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A SUN: The sun symbolises a roof that houses the five emerging countries.
 The colours of the sun rays symbolise the bright future of BRICS as they will be 
 meeting under the  African sun.

B FIVE SUN RAYS: The rays of the sun represent the five BRICS countries as they are 
 in their developmental stages and “emerging” economies. 
 FIVE COLOURS: The colours of the symbols represent the five member states. The 
 unique attributes of the colours reflect the differences between the countries.

C SYMBOLS: The symbols in the Ndebele culture are an expression portraying 
 communication and emotion. You will find these symbols painted in traditional 
 Ndebele houses, clothes and beads. This identical use of the symbols is indicative of 
 the equal partnership of the BRICS countries. 
 The Ndebele is a tribe derived from the Nguni people in southern Africa. 

D, F YEAR, LOCATION: Specification of the host city and country where the
 fifth BRICS Summit will be taking place.

E DESCRIPTOR: BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). 
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