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はじめに 

 

アメリカ、中国、インド、日本、ブラジル、ロシア、ドイツ、フランス…..？ はて、こ

れらの国々は何を並べたものなのだろうか。実はあくまで現時点での推測であるが、これ

は今から 30 年後の 2035 年における GDP 上位ランクである。子供の頃からアメリカ、日

本、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダの G7（主要先進 7 カ国蔵相・中央銀

行総裁会議）諸国の順番に慣れ親しんだ私にとってはもう一つピンと来ない印象がある。

それもそのはず、中国、ロシアといったかつての旧共産圏・東側陣営に属していた国家が

世界のトップに立っているということは、たとえシミュレーションであっても驚きと同時

に時代の変化を感じさせずにはいられないからである。 

 今、猛烈な勢いで急成長を遂げつつあるブラジル、ロシア、インド、中国といった新興

経済大国群をそのローマ字の頭文字からとって「BRICs」と呼ぶ。BRICs の名付け親は米

大手証券会社のゴールドマン・サックスである。2003 年に発表した投資家向けのレポート

で初登場した BRICs は今や政府、企業を問わず、世界各国から熱い視線に晒されている。 

2035 年には現在の日米欧の先進諸国をも上回る経済大国になるとも目されている BRICｓ。 

その成長の源泉は一体何なのか？そして大国と化したこれらの国家の出現によって、日本

に、世界にどのような影響がもたらされるのであろうか？本レポートではこの辺りの素朴

な疑問に答えていきたいと思う。    

 

順位 国名 （10 億ドル） 順位 国名 （10 億ドル） 
04 年

比（倍） 

1 アメリカ 11733 1 アメリカ 38224 3.3 

2 日本 4668 2 中国 36496 22.1 

3 ドイツ 2707 3 インド 15888 24 

4 イギリス 2126 4 日本 7729 1.7 

5 フランス 2018 5 ブラジル 5855 9.8 

6 イタリア 1681 6 ロシア 4338 7.4 

7 中国 1649 7 ドイツ 4226 1.6 

8 スペイン 991 8 フランス 3576 1.8 

9 カナダ 979 9 イギリス 3280 1.5 

10 インド 692 10 イタリア 2699 1.6 

11 韓国 679 11 カナダ 2177 2.2 

12 メキシコ 676 

13 豪州 631 ▲表 1「2004 年（左）と 2035 年（右）の GDP 上位国」 

出所： 丸紅経済研究所 2005 

   「新興市場大国 BRICｓの挑戦」より 

14 ブラジル 605 

15 ロシア 583 
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第 1 章 成長の源泉 

 

BRICｓ全体では今、約 5％の経済成長1を続けている。その成長の要因は何であろうか。

BRICｓとはブラジル、ロシア、インド、中国を指すが、世界地図を今ここで思い浮かべて

いただきたい。南米、東アジア、南アジア、一部ヨーロッパというように地理的にはむす

びつきは密接ではなく、その政治体制、経済システム、歴史、人種、文化が多様性に満ち

ているので、「BRICｓ」と一括りにするのは問題である、という主張があるかもしれない。

しかし、経済成長するという視点に立てば、やはりいくつかの共通事項は存在するはずで

あると私は思いを巡らせた。大きく分けると国土面積、人口規模、天然資源、経済政策の

大転換という４つに集約されると仮定した。注意しておきたいのはここに挙げた４つの要

因がそれぞれ複合的に重なりあっているので、例えばどの要因が一番大きいであるとか、

それぞれ均等の重みを持っているのだ、という優先順位はないと考えている。 

 

１ 国土面積と人口規模 

BRICｓを構成する４つの国に共通する第 1点は国土面積と人口規模が圧倒的に大きいこ

とである。国土が広ければ、それだけ各種の天然資源を自国内で産出する確立は高まり、

資源不足が経済成長の制約要因になる度合いは低くなる。一般的には国土が広ければ、そ

れだけ政策的に使える施設、環境の選択肢も増えるので、成長するための開発の余地も残

されている（但し、国土の大半が荒地や砂漠ではそうもいかない）。国土面積はロシアが 1708

万平方キロメートル（世界 1 位）、中国が 960 万平方キロメートル（同 4 位）、ブラジルが

855 万平方キロメートル（同 5 位）、インドが 329 万平方キロメートル（同 7 位）である。 

また、人口規模が大きければ、経済成長の過程で必要となる良質な労働力を潤沢に供給

できるので、労働力不足を心配する必要性は低くなる。BRICs の 大の魅力は 26 億という

巨大な人口（世界人口の 4 割超）に加え、その生産年齢人口（15～64 歳）比率の高さにあ

る2。 

図 1-1 「世界の人口と面積のシェア（2005）」  世界国勢図会より 
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↑「世界国勢図会（2005）」第 2 章～人口と都市～から筆者作成 

 

 第 2 次大戦後の世界経済を振り返ってみると、他国に比べて生産年齢人口比率の大きい

国が高い経済成長を遂げている。1950 年代のドイツ、1960～70 年代の日本は他国に比べて

生産年齢人口比率が高く、この時期に高度経済成長期を迎えた。経済成長率は労働人口の

増減率と労働生産性の変化率によって決まる。このため労働人口の増加はそれだけで経済

成長率にプラスに寄与する。近年の中国の高成長も労働人口の増加や就労構造の変化、設

備投資の増大を牽引役としており、当時の日本との共通点は多い。先進諸国の生産年齢人

口が顕著に低下する中、今後 10～35 年に渡って生産年齢人口比率の増加（あるいは低下傾

向にあっても水準的に高い状態）が予想される BRICs はやはり経済成長が高まる素地があ

ると言える。 

 

 

２ 天然資源 

産業を興すのにはありとあらゆる工業製品の生産増加が不可欠である。石油、石炭、鉄

鉱石、天然ガス、ボーキサイト、クロムといった天然資源を大量に自国内に抱えている国

家には大きなアドバンテージが存在する。世界に多くの需要が存在するのにも拘らず、需

要品の所在が少数の国家に偏在していれば、供給を渋って価格を吊り上げる戦略も可能だ

からだ。石油と天然ガスにおいてはロシアがそれぞれ世界埋蔵量の 5.7％、27.8％程度を占

めている。石炭の埋蔵量シェアはロシアが 10.3％、中国が 13％、インドが 8.6％、ブラジ

ルが 1.2％であり、4 国合計では世界の 4 割を占める。 

鉱物資源も多く産出する。例えば、世界の鉄鉱石の 20％以上はブラジル、13%は中国、

10.5％はインド、8.3％はロシアで産出している。アルミニウムの鉱石であるボーキサイト

は中国(世界シェア 6.6％)やインド（6.8％）で産出が多い。ステンレス鋼やメッキに使用さ

れるニッケルは、ロシアが世界産出量の 4 分の１近くを占め、クロムはインドでの産出が

多い(同 20.3％)。 
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図 1-2 エネルギー資源・各種金属鉱の主要生産国 

↑「世界国勢図会（2005）」 第 5 章～資源とエネルギー～より筆者作成 

 

 

３ 経済政策の大転換 ～外資導入と規制緩和～ 

 

 さて、BRICｓは各国ともに国土が広く、人口が多く、豊富な天然資源に恵まれており、

こうした条件が経済大国への武器となっている。しかし、無論それだけではない。4 カ国と

も共通して 1980～90 年代にかけて国家の進むべき道を大きく転換させた。その艱難辛苦を

指導者の強力なリーダーシップと国民の支持と忍耐によって乗り切ったからこそ、今日の



 7

経済発展と将来への飛躍の土台を築いてきたという苦難の時代への考証こそ も見逃して

はならない点である。以下ではもう少し個々の国に焦点を絞って検証していきたい。 

 

 

ブラジル 

概況： ブラジルは、人口約１億 8,000 万人（2005 年、世界第五位）を抱え、実質 GDP

は 8,099 億ドル（2002 年、世界第八位）で中南米 大、１人当たりの GDP は 4,641 ドル

（2002 年）である。国土は南米大陸の約半分（47.3％） の面積を占め、鉄鉱石をはじめと

する鉱物資源や、大豆、鶏肉等の農畜産物、アマゾンの熱帯雨林に生息する多種多様な動

植物等の生物資源にも恵まれている。 

 

 ブラジルは、1970 年代に急速な工業化を遂げた後、1980 年代から 1990 年代前半は累積

債務や高いインフレ率に悩まされ、その成長は鈍化していた。しかし、1990 年代を通じて

開放経済政策へと転換したブラジルはネオリベラリズムに基づく改革を遂行していくこと

となる。つまり、貿易については自由化の促進、政策目的についてはインフレ抑制、投資

については外国からの投資に対する参入障壁の撤廃、国営企業の民営化加速、財政均衡化

政策を実行して市場原理に基づく適正な金利水準の実現を長期的なマクロ政策の柱とした

のである。 

1994 年に開始されたレアルプランは、通貨レアルをドルと固定することにより、輸入財

価格のインフレ率を抑制し、その効果は後に非貿易財にも波及した。1990 年から始まった

開放経済政策で国内市場が対外的に開放されていたがためにこの政策は功を奏し、80 年代

後半に繰り返されたショック療法的な政策では抑制できなかったインフレをコントロール

することで将来の経済発展の土台になったのである。 

95 年に就任したカルドーゾ大統領はインフレ抑制と並行して規制緩和と業界再編に尽力

した。内国民待遇を適用して内外資の差別を無くし、金融機関の再編のため、合併を促進

するための政策を実行。公営企業の民営化は、必要なインフラ整備にも役立ったほか、政

府債務の削減にも寄与した。ブラジルはアジア通貨危機などの影響を受けたものの、基本

的にはネオリベラリズムに基づく改革路線を堅持したことで、同国経済の信頼をつなぎと

めることに成功した。インフレ抑制による市場拡大、規制緩和、民営化により海外からの

直接投資が集中したことで貿易収支の改善と経済成長を実現できたのである。特に 近で

は輸出の拡大が顕著であり、1994 年に 15％に満たなかった貿易依存度は、2003 年には

24.6％に高まっている。これは政府の一連の改革に加えて、世界経済の順調な拡大による需

要拡大、穀物や鉱物資源などの一次産品の価格上昇も追い風となっている面がある。主な

輸出品は、鉄鉱石、大豆等の一次産品と自動車、航空機等の輸送機器、金属製品等である。 
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ロシア 

概況： ロシアは、人口約１億 4,000 万人（2005 年、世界第七位）を抱え、実質 GDP は

4,693 億ドル（2002 年、世界第十五位）、１人当たり GDP は 3,257 ドル（2002 年）である。

石油は世界の確認埋蔵量の５～６％、天然ガスは同約３分の１を保有、石炭でも世界 大

の生産国の一つとなっている。ロシアの経済成長は原油価格に密接に関係しており、石油、

天然ガス産業は GDP の約 25％、輸出収入の約 55％、国家歳入の約 35％を占めるに至って

いる。貿易構造は、石油や天然ガス等の原料・燃料等を輸出し、工業製品等を輸入してい

る。 

 

ロシアは 1991 年のソビエト連邦の崩壊後、中央計画経済から市場経済へと急激な経済政

策の転換を経験している。価格自由化を実施する一方、ショック療法とも言える経済改革

の遂行と私有財産制の拡大という不安定な経済の下で 90年代全体はロシアにとって試練の

10 年であった。マイナス成長を余儀なくされ、生産活動の停滞、物資の不足、流通の混乱、

賃金未払いといった国民生活の窮乏は深刻を極めた（私は当時、小学１,2 年生だったが衛

星放送を通じて品物のないスーパーに列をなす光景は今でもよく覚えている）。 

 98 年には通貨ルーブルの 1000 分の１のデノミが実施されることでいわゆる“ルーブル

危機”を迎えることになる。しかし、ルーブルの切り下げは金融・為替危機の到来を予感

させてリストラ・民営化を促す一方、通貨下落によってロシアの国際市場における価格競

争力を回復させる要因ともなった。この好機にエネルギー部門を中心に輸出を伸ばして設

備投資と生産拡大がもたらされて経済成長へのきっかけを作ったといえる。さらに追い風

は続く。記録的ともいえる原油や非鉄金属の価格が天然資源の需要を拡大させ、ロシアの

GDP を押し上げている。99 年の経済成長率は 6.4％、2000 年は 10％、2001～02 年は 4～

5％に落ち着いたものの、03 年は 7.3％の高成長を実現している。 

 

 

インド 

概況： インドは、人口約 11 億人を抱え（2005 年、世界第二位）、実質 GDP は 5,173 億

ドル（2002 年、世界第十二位）、１人当たりの GDP は 493 ドル（2002 年）である。1991

年に経済自由化の推進とマクロ経済不均衡の是正を柱とする「新経済政策」を実施し、以

後、経済危機に瀕した 1991 年を除いて年平均約４～８％の経済成長を維持している。 

 インド経済はサービス産業を主軸として経済発展を実現しているが、その中でも近年成

長が著しいのは、IT 産業、特に IT ソフトウェア産業である。IT ソフトウェア産業は 1990

年代を通じ、年率 50％近い成長を遂げ、IT 不況を迎えた 21 世紀に入っても 20％台の順調

な成長を続けており、2003 年時点でインドの GDP の 2.6％を占めている。同産業は、米国

などが「豊富な労働力、安価な賃金、英語圏」という優位性を持つインドに対しソフトウ

ェア産業のオフショアリング等を進めてきたこと等により輸出主導で急成長した。現在、IT
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産業はインドの総輸出（モノとサービスの輸出の合計）の 21.3％（2003 年）を占めるに至

っている。 

 

 インドが独立以来の社会主義的経済体制から自由化へ大きく舵を切ったのは経済危機に

直面した 1990 年代初頭からである。ソ連の例を思い浮かべても分かるように輸入や外国資

本の流入制限といった社会主義経済の行き詰まりはインドでも例外ではなかった。外貨保

有高が数週間分に過ぎないデフォルト寸前まで悪化した 1991 年の経済危機に際して IMF

の国際収支対策の融資条件と引き換えに自由化を迫られたのである。当時、成立したばか

りのラオ政権が規制緩和と経済自由化を軸とする「新経済政策」を導入したことによって

インドは目覚しい回復を遂げるのである。 

 財政赤字の削減、ルピーの切り下げ、外資規制の撤廃、電力・通信・鉄鋼など国営独占

事業の民営化、関税の引き下げを断行する。その結果、インドへの外国資本が急増し、輸

出拡大による貿易赤字の縮小、外貨準備高の増加をもたらした。近年はコンピューター・

ソフトウェアの開発を中心にして IT 産業の躍進がインドの国内技術者を数多く養成し、彼

らの所得が増えることで消費が増え、経済が循環していく構図も見逃せない。91 年から

2003 年まで 4～6％の高成長を維持しているのである。中国が“巨龍”と呼ばれるのに対し

インドは国際経済における“巨象”の名にふさわしい。 

 

 

中国 

概況： 中国は人口約 13 億 1000 万人を抱え（2005 年、世界 1 位）、実質 GDP は１兆 6,500

億ドル（2004 年、世界 7 位）、1 人当たりの GDP は 1200 ドルとなっている。中国経済は

1978 年の改革開放以降、漸進的に市場経済を拡大させながら、20 年以上の長期にわたり年

平均 9％以上の実質 GDP 成長率を達成するなど、世界経済の中でも目覚ましい経済成長を

遂げてきている。かつて中国の代名詞だった人民服や朝の自転車出勤のラッシュ風景は過

去のものとなりつつある。 

 

中国は 1978 年から鄧小平による「改革」と「開放」をスローガンとした市場メカニズム

を従来の社会主義に植えつける大胆な経済開放政策により積極的に外資導入を図り、今日

の“世界の工場”を体現している。天安門事件後の 1992 年、鄧小平による南方・沿岸地区

の視察をした「南巡講和」によって成長の布石は本格化する。公営企業の民営化による私

企業の出現などいくつかの要素があるが、ここでは中国のＧＤＰ比の 60％近くを担ってい

る対外貿易の貢献から説明したい。 

中国の貿易規模が急拡大した原動力は積極的な外資導入とそれに伴う国際競争力の相乗

効果だと考えている。合弁などの外資系企業からの中国の地場産業に対してまず技術力の

伝播がなされたことが中国全体のレベルアップにつながった。技術、資金、雇用、市場と
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しての魅力、経営管理のノウハウが一度にしかも重層的にもたらされたことは中国製品の

品質向上につながり、国際競争力を増進させた。輸出の拡大が雇用を生み、そこでの従業

員の所得が増えて、税収アップにも貢献している。改革・開放が実質的に始まった 1980 年

での中国の貿易総額（輸出入の合計）は 380 億ドルであったが、2004 年には 1 兆 1,548 ド

ルと 1 兆ドルの大台を超えて日本を抜き、米国、ドイツに次ぐ世界 3 位の位置を占めるま

でに成長を続けている。まさに国際貿易の歴史に残る“巨龍”の出現である。 

 

 

 

第 2 章 外資導入と規制緩和の一般的な効力 

 

 以上見てきたように、4 カ国ともに積極的な外資導入による市場原理を活用し、あらゆる

規制を撤廃・緩和してきたことがこれまでの成長の源泉でろうし、これからもこのリソー

スを用いて外国との活発な交易活動は続くものと見られる。 

 さて、外資導入とは海外直接投資のことであり、この現象は近年のグローバリゼーショ

ンの流れと相当部分、オーバーラップする面があると考えている。人、モノ、カネの移動、

流通が世界規模で起こり、国境を超えた経済活動の深化のひとつとして海外直接投資をこ

こでは位置付ける。 

 

 海外直接投資は、資本の移転のみならず、主に先進資本主義国の多国籍企業の持つ管理

能力、経営ノウハウ、技術移転などを通じて投資先の国家の経済発展に寄与するものであ

る。開発途上国は外資導入を通じて、経済発展を遂げた国家の 新の技術・戦略を吸収で

きるチャンスに恵まれるのでより効率的な経済成長が可能になるのである。外国資本の増

加は投資受入国の企業に技術革新をもたらし、従来よりも格段に生産性が向上する。品質

向上とそれに伴う価格低下によって需要が増大した企業の収益は増加し、さらに雇用を増

やそうとするはずである。雇用の増加によって失業率は改善し、所得環境の回復はこれま

でよりも質の高い消費行動をするインセンティブを刺激して、人々の消費活動が活発にな

る。これは 1 人当たりのＧＤＰを押し上げ、ひいては一国のＧＤＰ上昇に寄与するのであ

る。 

 70～80 年代を通じて台湾・香港・韓国・シンガポールといったアジア NIEｓはこの外資

積極導入政策によって、“子猫”から“アジアの四龍”あるいは“アジアの虎”と呼ばれる

までに至った実績は歴史が証明するところである。ASEAN 諸国にも同様のことが言える。 

BRICｓは 80 年代まで外国資本の流入を抑制する政策を採用してきた。そのことが、同じ

ように 1 人当たりの GDP が低かったにもかかわらず、NIEｓや ASEAN では高成長が実現

し、BRICｓでは成功しなかった 大の要因であると考えている。 

 しかし、90 年代に入って、BRICｓが規制緩和、市場自由化といった政策に転換したため
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にその効果が現れ始めているのである。NIEｓや ASEAN が日本の後を追うように雁行型

経済発展をしてきたことを踏まえると、今後 BRICｓはそれよりもさらに速いペースで先進

国にキャッチアップしていくことが予想できる。 

 

成長要因の多角的検証 

以前、国際政治演習ゼミの発表の際、阪口功先生より「広大な国土と多い人口、資源、外

資が揃っていれば、いかなる国家でも経済成長は可能であるか？」という問いを投げかけ

ていただいたので、可能な限り検証してみたい。が、１つ１つ丹念に項目を組み合わせる

方法だと紙面の関係上無理が生じる恐れがあるため、歴史的に見て成長・失敗した国・地

域を見ていくことにする。 

 

失敗例 

アフリカ諸国（除.ナイジェリア、南ア共和国） 

サハラ以南のアフリカの 1人当たりのGDPは平均 480ドルであり世界で も貧しい地域

である（世界銀行、1999）。1960 年代の独立以来、アフリカが重債務に陥り、目立った成

長をなし得ていないのは経済運営の非効率性が挙げられる（加藤義喜・青木一能「グローバ

リゼーションの光と影」2001 第 18 章 ｐ228－231）。近代化を急ぐあまり、自らの社会状

況に適応しない政策が経済の低迷を招いたのだ。サハラ以南のアフリカは概して国土が極

小な国は見たらない。人口規模は 200～2000 万人と国によってかなりバラつきがあるので

人口は多いとも少ないとも言えない。 

資源は石油を産出するナイジェリアや数多くの鉱物資源を産する南ア共和国を除いては、

殆どの国では資源には恵まれていない。国営企業の収益確保のため生産者価格が低く設定

されたがために、労働者の大半を占める農民が国営企業との取引を嫌って、生産者価格が

高く設定された国への密輸が横行した。このようなインフォーマル経済は税収を減らして

政府債務を累積させるのを助長した。 

さらに輸入制限の目的で関税が高く設定されていたため、資本財や中間財の輸入が不利

になり、技術者不足、狭い国内市場も相俟って製造業は殆ど成長しなかった。旱魃やエイ

ズといった特有の要因もあると考えられる。 

しかし、非効率な国営企業や過剰な政府規制、補助金など国家主導型経済が成長の障壁

であるとここでは結論付けたい。国営企業や補助金はアフリカにおいて政権基盤を確保す

る手段であったため、各国政府が自主的に縮小・廃止することが困難だったのだ（加藤義喜・

青木一能「グローバリゼーションの光と影」2001 ｐ232‐235）。 

 

成功例 

経済史に残る成長物語として我が国、日本を忘れてはならない。周知のごとく日本は戦

後、「奇跡の復活」と言われるほどの高成長を維持してきた。広大とは言えないまでも面積
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は約 200 の国家中、世界 61 位であるから上位 3 割に入っている。人口も 1 億 2700 万人は

世界 10 位である（2005）。日本は自国内に天然資源は殆ど産出できなかったが、まだ価格

が安価だった 50～70 年代にかけて石油・ガス・石炭などの資源を買い占めたおかげで、あ

たかも自国内に資源が豊富にあるかのような効果があったのだと推測できる。外資は導入

しなかったが、戦前から工業化の素地は出来ていたため、その必要はなかったといえる。 

アジア NIEｓや ASEAN の成長の奇跡は前に記しておいたのでここでは割愛するが、外資

導入の役割は大きかった。 

ここで注意しておきたいのは外資を導入すれば即、経済発展に結びつくということでは

ない。その効力を吸収できる素地として高い識字率に代表されるように国民の教育レベル

の相対的高さや労働を遂行できる勤勉さといった要素が経済成長には、目立たないが必要

不可欠であると付け加えておく。 低限の「読み、書き、そろばん」ができなければ、近

代的な労働者としては通用しないからである。機械などの資本の投入量が増加していくと、

その資本を操作できるだけの労働者、つまりそのような能力をもった人的資本は不足する。

そのため、そのような能力をもった労働者の賃金は上昇し、生涯にわたる実質賃金所得も

増加するはずである。そこで、高い賃金を得られるような人間を目指して、子供に高い教

育環境を与えようとする親が増加する。企業も彼らの生産性を上げようと訓練するために

人的資本の形成が促され、富める国はますます豊かになっていくのである。したがって面

積も人口も資源もなくても経済成長は十分可能である。高い教育制度と持ち前のビジネス

センスを用いて発展していった台湾、香港、シンガポールはその好例である。 

  

 

 

第 3 章 BRICｓ台頭がもたらすもの 

 

 BRICｓの成長要因とその他の地域との比較に随分と紙面を割いていしまったが、この論

文で考察したいことに 30 年後の世界というテーマがある。工業化が進展する BRICｓの需

要増加を背景とした原油、鉄鋼、アルミニウムといった国際市況価格の高騰、BRICｓの株

式市場への巨額マネーの流入、購買力をつけた中間層の出現などは世界に一体、どんなイ

ンパクトをもたらすのであろうか？かつての社会主義圏だった中国・ロシアといった面々

が世界に踊り出るという予測は、脅威であると同時に興味を引くものであるからだ。 

 

高まる国際的な発言力 

 

１ 通商交渉におけるプレゼンスの拡大 

 まず BRICｓが大国として発言力が増すことでこれまでの G7主導の国際会議における勢

力地図はがらりと変わる可能性が出てきた。もちろん現時点では BRICｓが G7 の正式メン
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バーとして新たに加わる、あるいは G7 のいくつかのメンバーと交代するといったようなこ

とは考えづらい。仮に現在、G7 に BRICｓを加えて国際討議をしても BRICｓの発言力は

小さく、アメリカの意向が強く反映された結論が導きだされるが、BRICｓの経済規模が

G7 に匹敵する 2035 年くらいになるとアメリカの主導権は失われると考えている。実際に

は発言力拡大の兆候は現在、既に出始めている。 

  

2003 年のメキシコ、カンクンでの WTO 閣僚会議においては、中国、ブラジル、インドの

3 カ国が開発途上国を結集した G20 を主導して先進国に対抗する場面があった。途上国グ

ループは「先進国が実施している農業の輸出補助金や工業製品に対する国内補助金が世界

貿易のバランスを歪めている」という主張を 後まで曲げなかった。これが一因となって

新ラウンドの締結合意が暗礁に乗り上げ、交渉は決裂したのである。「先進国 初の敗北」

とされた 1999 年のシアトル会議に次ぐ途上国の優勢勝ちに終わったのである。BRICｓが

途上国をまとめあげることができる力量を発揮した一面であった。また、2005 年 2 月に行

われたロンドンでのサミットにも BRICｓはそろって招待されている。その時は G8 と共同

でテロ非難の決議の声明を発している。 

 BRICｓが当事者となる通商摩擦も起きつつある。とりわけ現在、問題になっているのは

米中の貿易摩擦である。アメリカが 2004 年に計上した 6,177 億ドルの貿易赤字の 4 分の 1

に相当する 1,620 億ドルを中国が占めている（日本総研「BRICｓの台頭とわが国企業のグロ

ーバル経営」2005 6/13 ページ）。アメリカの議会や産業界には、対中輸入制限や人民元切

り上げを求める声が日増しに強くなっている。 

 FTA(自由貿易協定)を巡る動きの中でも BRICｓの存在感は際立っている。BRICｓは総

じて貿易自由化の流れに積極的な姿勢で臨んでいる。例えば中国は ASEAN との交渉を加

速させ、メコン流域の開発事業にも鼻息を荒くしている。将来の東アジア経済において主

導権を確固たるものにしたい意図が容易に窺い知れる。ブラジルはアルゼンチン、パラグ

アイ、ウルグアイなどともにメルコスール（南米南部共同市場）を形成し、その盟主的な

存在になっている。インドも ASEAN、中国、日本との FTA 締結を急いでおり、オファー

を受けた国々も前向きに検討中である。仮に中国、インド、ロシアの 3 カ国が FTA を結べ

ば、それだけでユーラシア大陸の南北にまたがる人口 26 億人規模の巨大市場が生まれるこ

とになる。インドと中国の 2 国の締結だけでもかなりのインパクトがあると予想される。 

これは日本にとっては自らの存在感を小さくさせるだけでなく、日本が構想を練っている

とされる「東アジア共同体構想」の影を薄くするものである。アジア諸国も政治・経済力

にもはや頼れる力が頭打ちした日本よりも、成長著しい BRICｓとの連携を選択する可能性

が強いはずである。 

 

２ 国際政治におけるプレゼンス 

 国際社会における発言力は経済分野だけでなく、政治の領域にも及ぶと考えられる。経
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済力をつけた国家の声にどの国々も注意して聴くようになることは当然の流れであるから

だ。それだけではない。中国、ロシア、インドは核兵器保有国である。世界的な通商活動

の活発化によって戦争が起こる可能性が減ったとはいえ、やはり「核保有」という事実は

国際政治における力関係に大きな影響を及ぼすはずである。さらに中国、ロシアは国連安

全保障理事会の常任理事国であることも大きな強みである。現時点では下火になっている

が、インドやブラジルも日本・ドイツとともに常任理事国入りを目指すまでに存在感は無

視できなくなっている。 

 ここで私はあることに気がついた。第 2 次大戦後に圧倒的な超大国として登場したアメ

リカの政治・経済におけるプレゼンスは今現在、磐石であるが、BRICS の台頭によりその

独占的地位をもはや享受することはできなくなるのではないかということだ。大航海時代

から遡って、ポルトガル、オランダ、スペイン、フランス、イギリス、アメリカと世界の

覇権を握ってきた国家は何十年かの時間的スパンのもとにその地位を譲ってきたが、30 年

後はいよいよアメリカがその座を明け渡す可能性が高い。時代とともに覇権が移り変わっ

ていく様を私はウォーラーステインの「世界システム論」の考えに依拠しながら論を進め

ていきたい。 

 

３ ウォーラーステインの「世界システム」論 

ウォーラーステインはまず、「世界システム」を１つの史的システムとして、生成、発展、

消滅するシステムであるとともにこの構造はサイクル運動として反復するパターンを反映

し、それを保証するメカニズムであると説く。その上に立って、政治経済学としての「世

界システム」論の核心部分は拡張期・収縮期のサイクルと覇権サイクルの相互連関のなか

で経済的諸関係が同時に政治的諸関係として現象するメカニズムを明らかにしようとする

ものだ（｢現代の国際政治経済学｣ 第Ⅰ部 2 章世界システム論の批判と課題 ｐ45‐46 石黒

馨 1998）。 

上記の「拡張期・収縮期のサイクル」とは約 50 年を周期とする「コンドラチェフの波」

のことであり、ウォーラーステインもこの考えを引用して世界経済の循環を説明しようと

する。世界の国家を「中心」、「周辺」、「半周辺」の 3 つの階層に分けているのも特徴であ

る。さらに「世界システム」論におけるもうひとつの重要概念として「覇権」がある。ウ

ォーラーステインによれば、システムの拡張期において、世界全体の生産力が拡大すると

ともに、世界市場における需要・供給の構造的再編成が行われる過程で、中心諸国の中で、

生産、商業、金融の 3 部門で他の諸国に対して優位に立つ国家が出現する。この相対的優

位にある国家がその他の諸国に対して政治的、経済的な影響力を及ぼし始める現象を「覇

権状況」という。しかし、覇権は決して安定的なものではなく、覇権を握った国家は拡張

期から収縮期に向かう途中で国内賃金の上昇、社会保障費の増大、軍事的プレゼンスによ

る財政負担によって次第に国際競争力を失っていく。その結果、世界は「覇権状況」から

「多極的状況」へと移り、「中心」、「周辺」、「半周辺」という 3 つの階層構造は崩れて、こ
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の 3 層構造内部で下克上が起きるのである。ウォーラーステインの覇権概念は軍事力を中

心に考えるネオ・リアリズム的な観点とは異なり、「世界システム」の長期的トレンドとサ

イクルから説明されるものである（「現代の国際政治経済学」第Ⅰ部 2 章世界システム論の批

判と課題 ｐ47‐49 石黒馨 1998）。 

 「下克上」という比喩が先に出されたが、30 年後、世界の政治経済のトップにいたアメ

リカの地位が落ち、BRICｓ台頭による多極化、つまり下克上が現実のものになる可能性が

高い。資本主義経済という経済の大原則は 30 年後でも変わらない、もしくは現在よりもも

っとシビアに徹底されていよう。多様化する国際経済の環境において限られたパイを巡る

競争は激しさを増し、どの国家もある特定分野における比較優位を持つようになれば、国

際的な分業体制に基づく階層化は自然と構築されていくであろう。現時点における BRICｓ

に限ってみてみれば、中国は労働集約的な工業品の生産、インドは IT・コンピューター分

野での技術力、ロシアは原油生産、ブラジルは大豆・小麦といった１次産品にそれぞれ優

位性がある。優位性を今後も維持し続ければ、もっと早い時期に BRICｓの発言力の大きさ

を実感できるかもしれない。 

 

 

 

おわりに 

 

 「BRICｓ」の台頭予測はゴールドマン・サックスなど世界に誇るリサーチ機能をもつ機

関によってなされてはいるが、あくまで現時点での予測にすぎない、ということは改めて

付け加えておかなければならない。BRICｓが世界の 5 本の指に入る大国に確実になるとい

う保証もないし、その逆もしかりである。「50 年代のソビエト連邦」、「80 年代の日本」は、

その当時、いずれアメリカを近い将来凌ぐようになるといわれてきたが、結果は周知の通

りである。「21 世紀初頭の BRICｓ」もいつか、我々の予測を裏切って、同じカテゴリに入

ってしまうのだろうか？確かに BRICｓといえども弱みやリスクは少なからず存在する。し

かし、今の BRICｓが世界の注目を一身に受け、飛ぶ鳥を落とす勢いに自信を持ちつつある

ことも事実である。30 年後といえば、筆者が 50 も超えた初老のころである。そのときに

2006 年に作成したこのレポートを見て、「予測どおりだ」というのか、それとも「すっかり

外れてしまった」というのかは筆者自身にも判断がつかない。今後も BRICｓの動向に注視

するという方針を表明して、このレポートの結びとしたい。 
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1 1990 年から 95、00、01、02，03 年の 6 つの年の成長率（％）を順に国別に並べる。中国はそれぞれ

3.8、10.5、8、7.5、8.3、9.5％である。インドはそれぞれ 5.8、7.3、4.4、5.8、4、8.1％である。ロシ

アはそれぞれ-3、-4.1、10、5.1、4.7、7.3 である。ブラジルはそれぞれ 0.4、4.2、4.4、1.3、1.9、1.9％
となっている（「世界国勢図会 2005」より）。 

   
2 BRICｓにおいても少子・高齢化はやってくるが、先進国に比べて生産年齢人口がピークアウトする時期

が遅い。ロシアは 2000 年にピークアウトするものの、中国は 2015 年、ブラジルは 2025 年、インドに

至っては 2040 年まで生産年齢人口の上昇が見込まれる（大和総研「BRICｓ～魅力溢れる市場～」2005 
8･31）。 
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