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南アフリカ概要 

• 面積：122万平方キロメートル  

• 人口：5,060万人（推定）  

• 元首：ジェイコブ・ズマ大統領  

• 公用語：11言語（英語をビジネス用言語とする） 

• 国内総生産（GDP）： 3兆3,850億ランド／ 2013年 

•              （3億5,070万米ドル）  

• 1人当たりGDP（2013年）： 6万4,025ランド（6,634米ドル） 

• 実質経済成長率：1.9% （2013年） 

• 物価上昇率（CPI）： 5,7% （2013年平均） 

• 主要貿易品目：鉱物、鉱物製品、貴金属、金属製品、 

     化学製品、食料品類 、自動車、工業部品類  

• 主要貿易相手国：中国、米国、日本、ドイツ、インド、英国 
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グローバルな海運ルートの拠点としてふさわしい、 

戦略的な地理的位置 
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南アフリカ国債の格付け （2014年5月時点）  

格付け機関 南アフリカ国債
の格付け 
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情報元： Trading Economics 

総合評価： 安定的  



南アフリカの経済 

 

 

 

•南アフリカ：優れた製造拠点 

•多種多様な産業部門 

•開放的な経済 

•投資・運用益を追求するための健全なビジネスケース 

•アフリカの玄関口―2億人超の顧客規模を有する市場  

•中国とインドに次ぐ将来性を秘めるアフリカ 

情報元：南アフリカ準備銀行 

 年 1994 年当時 2004 IN 2013 

GDP  600億米ドル 1,710億米ド
ル 

3億5,070万米
ドル 

商品輸出額  

（単位：10億米ドル） 

8.7 35.2 88.5 

経済成長率 

 

3,2% 4,6%  1,9 % 



SADC（南部アフリカ開発共同体）と南アフリカ 

• SADCのFTA（自由貿易協定）は2008年8

月に調印さ れた。2億人の消費者人口を持
つ市場である。 

•将来的にSADC、COMESA（東南部アフリ
カ市場共同体）、EAC （東アフリカ共同体）と
FTAを結ぶことにより、7億人の消費者市場と
なることが見込まれる。 
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南アフリカの加盟貿易協定 

•  南アフリカ・EU貿易開発協力協定（TDCA） 

 

•  南アフリカ開発共同体（SADC） FTA  

 

•  南部アフリカ関税同盟（SACU） ・欧州自由貿易連合（EFTA） FTA 

 

•  米国のアフリカ成長機会法（AGOA）   

 

 

 

 

 

 
 

現在交渉中の協定： 

• インドとのPTA（特恵貿易協定） 

• メルコスール（南米南部共同市場）とのPTA 

• SADC圏・EAC圏・ COMESA圏を含む自由貿易
圏 （T-FTA） 



南アフリカの主要輸出相手国（2013年） 

輸出相手国 

        米ドル  

（単位：10億ドル） 

1. 中国 11.31 

2. 米国 6.78 

3. 日本 5.46 

4. ドイツ 4.35 

5. 英国 3.27 

6. オランダ 3.13 

7. インド 2.91 

8. モザンビーク  2.27 

情報元：Quantec 
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2013年 主要輸出相手国 （割合） 



南アフリカの主要輸入相手国（2013年） 
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2013年 主要輸入相手国 （割合） 
輸入相手国 米ドル 

（単位：10億ドル） 

1.中国 16.00 

2.ドイツ 10.70 

3.サウジアラビア 8.05 

4.米国 6.58 

5.インド 5.36 

6.日本 4.07 

7.ナイジェリア 3.63 

8.英国 3.40 



今日のアフリカ 明日のアフリカ 
Mckinsey Global Institute 
2010年6月 
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1兆6,000億ドル 

2008年のアフリカ全体GDP総額 

ブラジル、またはロシアのGDPにほぼ匹敵 

  

8,600億ドル 

2008年のアフリカ全体消費者支出総額 

  

3億1,600万 

2000年以降、アフリカ全体の携帯電話新規
契約者数 

  

60% 

世界の未開墾耕作地におけるアフリカが占
める割合 

  

 

52 人口が100万を超えるアフリカの都市数 

  

 

20 30億ドル以上の収益があるアフリカ企
業の数 

2兆6,000億ドル 

2020年のアフリカ全体GDP総額 

  

 

1兆4,000億ドル 

2020年のアフリカ消費者支出総額 

  

 

11億 

2040年のアフリカ労働年齢人口 

  

 

1億2,800万 

2020年に自由裁量所得のあるアフリカ世帯
数 

  

 

50% 

2030年にアフリカ都市部に数人口割合 

http://www.mckinsey.com/mgi
http://www.mckinsey.com/mgi


• 南アフリカは、 新興市場の中でも特に洗練され、将来を有望視された新興市場
の1つである。活気に満ちた新興市場経済と、高度に開発された世界トップクラス
の経済インフラの融合は南アフリカ市場独自の特徴である。 

 

• 南アフリカは、世界の先進工業国26か国の1つである。また、世界27番目の経済
大国である。 

 

• また、アフリカの玄関口として認識されている。 

 

• アフリカ大陸で第2位の経済大国 である。南アフリカのGDPは、アフリカ大陸全
体のGDPの約25％を占めている。 

 

• 2014年に世界銀行が発表した「ビジネス活動のしやすさに関するランキング」で
は、南アフリカは世界の189か国中41位となった。 

 

• JSE（ヨハネスブルグ）証券取引所は、アフリカで最大かつ最も高度な証券取引
所であり、 世界の上位20に入る取引所として位置づけられている。 

南アフリカ – グローバルな視点 



• 南アフリカは金、白金、ロジウム、クロム、マンガン、バナジウムなどの鉱物に関
して、 世界トップの採掘量を誇る。 

 

• 世界の鉱物資源埋蔵量のうち、マンガン80%、クロム72%、白金族金属（PGM）
88%、金40%、バナジウム27%を南アフリカが占めている。 

 

• WEF（世界経済フォーラム）が取りまとめた「国際競争力レポート2013-2014」に
おいて、南アフリカは証券取引所の規定、堅固な監査報告基準および法的権利
、企業取締役会の 有効性 の面で世界第1位に ランク付けされた。 

 

• 南アフリカは「国際競争力レポート2013-2014」のさまざまな分野で優秀さを評価
され、総合的な競争力については53位（全149か国中）となった。 

南アフリカ – グローバルな視点 



南アフリカ – 成長促進環境 

WEF（世界経済フォーラム） 世界競争力指数（2013-14）が示した南アフリカ： 

 

• 監査および報告基準の堅固さにおいて第1位 

• 企業取締役会の有効性において第1位  

• 少数株主の利益保護において第1位 

• 証券取引所の規定において第1位 

• 法的権利指数において第1位 

• 金融サービスの可用性において第2位  

• 銀行の健全性において第3位 

• 投資家保護の強さにおいて第10位 

• 航空輸送インフラの質において第11位 

• サブサハラ・アフリカ地域の総合ランキングにおいて第1位 

• 総合的な競争力は全149か国中第53位、、 BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリ
カ）全体では第2位 

      

 



    南アフリカと日本の 経済関係 



日本と南アフリカの関係 

情報元：エコノミスト・インテリジェンス・ユニット「南アフリカの情報」

ntelligence Unit 

日本－南アフリカパートナーシップフォーラム 

企業数：110社 

仕事数：150,000件 

 JBIC の財政支援額：12億ドル 

南アフリカ在住の日本人：1300人 

 

ビジネス分野：  

鉱業、グリーン産業、化学薬品、医薬品、 

自動車、金属、医療機器、鉄道、消費財 

 

日本企業へのサポート 
 在南アフリカ日本大使館 

 ジェトロ；東京三菱銀行／みずほ銀行 

 日本商工会議所 

 JICA（国際協力機構）；JBIC（国際協力銀
行）；JOGMEC（独立行政法人石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構） 

 日本研究センター 



ハーニック・フェロクロム
（三菱商事）  

Vametco:  

バナジウム（双日）  

ステレックス・ノース地域： PGM 

(JOGMEC) 

トランスネット：石炭と鉄鉱石運搬
用機関車（東芝、三井物産） 

Kudumane鉱山：マンガン 

（AML） 

 

たばこ（JTL）、 AV  （ソニー）  

再生可能エネルギー IPP 

（伊藤忠商事／住友商事） 

Dimension Data：
ICT （日本電信電話）  

ICT HANISシステム 

（NEC）  

ポート・エリザベス タイヤ工場 

（ブリッツにも工場も有り） (ブリヂ
ストン） 

ダーバン塗装工場（クルーガーズドー
プ等にも工場あり）（関西プラント） 

Safal Steel （日本製鋼、および「新日
鐵住金、伊藤忠丸紅鉄鋼） 

Rosslyn自動車工場
（日産自動車） 

ライデンバーグ・エクスト
ラータ： 

フェロクロム（三井物産） 

クロメタル：フェロクロム 

（双日、日新製鋼） 

アソマン：フェロクロム、 フェロマ
グネ、マグネシウム、鉄鉱石 

（住友商事） 

South African Japan 

Vanadium（SAJV） : （日
本電工） 

ダーバン港ローン協
定（JBIC） 

ダーバン工場： 触媒コンバー
タ製造（キャタラー） 

ダーバン自動車工場（トヨタ自動車、お
よび複数の日本のサプライヤー） 

プラットリーフ地域： PGM 

（伊藤忠商事、JGC、
JOGMEC） 

ウォーターバーグ地域: PGM  

（JOGMEC）  メデュピ発電所およびクシ
レ発電所におけるボイ
ラー建設 

（日立製作所） 





南アフリカへの 

 投資機会  



        FDI（海外直接投資）の優先分野 
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• 高度な製造業 

• 金属 

• 採鉱および選鉱 

• バイオ燃料 

• 農業関連産業 

• 自動車および工業部品類 

• 資本設備 

• 精密工学 

• 航空宇宙 

• 映画製作 

• 観光 

• 石油およびガス 

• ボート製造 

• ICT（情報通信技術）および電子工学 

• BPO （ビジネス・プロセス・アウトソーシ
ング）およびコールセンター 

• 化学 

• プラスチック 

• 生物薬剤 

• 皮製品および履物類 

• 林産物および家具 

• 発電および再生可能エネルギー 

• インフラ開発 

• 廃棄物管理  

• エネルギー効率およびクリーンテクノロ
ジー 



 

公的調達：局所化と指定 

指定部門 

 

 鉄道車両 

 高圧線用鉄塔 

 バス車両 

 缶詰または加工野菜 

 繊維製品、衣料品、皮製品
および履物類 

 医薬品 

 セットトップボックス 

 家具  

指定が予定されている部門  

 

 電源ケーブル、電気通信ケーブ
ル 

 太陽熱温水器 

 バルブ 

 手動アクチュエータ、空気圧式ア
クチュエータ  

将来的な指定部門 

 

 低燃費照明 

 ティッシュペーパー 

 前納計器 

 医療用繊維製品 

 コート紙 

 生理用ナプキンおよび関連品 

 プラスチック製品 

 建築資材 

 



インフラ整備 
• 250メートルの人の市場 - 14 への直接アクセスを提供しているアフリカで最も先
進的かつ大規模な輸送インフラが整っており、 SADC14か国（市場人口2億
5,000万人）へのダイレクトなアクセスが可能である。 

• グローバル市場における南アフリカの競争力向上を後押しする鍵として、政府は
運輸部門の強化を進めている。 

• 今後何年かの間、南アフリカは鉄道および道路計画、国内5地域の経済的連携、

新大学の設立、病院の改新を中心とした、新たなインフラ整備に対し数十億ラン
ドの投入を予定している。 

• エネルギー容量を高めるために、政府は特に太陽光発電やバイオ燃料向けの再
生可能エネルギー源を今後も追求し続け、経済的利害関係者と共にグリーン経
済協議の実践を可能にする。 

 

 

 

 



経済特区（SEZ） 
 

• 政府は、経済成長と発展目標の実現に向け貢献する機構として、経済特区
を特定した。 

 

• 政府は南アフリカ経済特区の指定、規制、および開発を支援し、促進するた
めの取り組みを実施している。 

 

• 経済特区は目標の経済活動を促進する地域の中に設定され、特別な手配
を通じて政府のサポート対象となる。 

 

• 政府が提供するサポートシステムには、インセンティブ、ビジネス支援サー
ビス、合理的な承認プロセス、およびインフラ整備などが含まれる。 

 



SEZの価値提案 

 

 

インセンティブ戦略 

 

i) 15%の法人税 

 

ii) 建設費控除 

 

iii) 雇用インセンティブ 

 

iv) 保税区域（CCA） 

 

v) 12（i）の税控除 

（所得税法のセクション
12（i）項に基づく） 

  

 

 

 

 

資金調達戦略 

 

i) SEZ基金 

 

ii)資金調達手段の
混合 

 

iii) PPP（パブリッ
ク・プライベート・
パートナーシップ：
公民連携）  

 

 

 

 

 

インフラ整備戦略 

 

i) SEZ基金を通じ
た政府による一括
インフラ 

 

ii) SEZ所在地 

 

iii)SEZ内外にイン
フラを提供する際
の、さまざまな利害
関係者の役割 

スキルとサプライ
ヤーの開発 

 

i) SEZのためのスキ
ル開発戦略 

 

ii)南アフリカの地元
企業を発展させるた
めのサプライヤー開
発プログラム 

 

iii)継続的な公務員の
研修 

OSS（オープン
ソース）戦略 

 

i)情報検索および
取引コストの低減 

 

ii)投資家のための
許可およびライセ
ンス取得の容易化 

 

iii)承認手順の省略
可 

iv) アフターケア 



SEZのターゲット 

10か所のSEZ 

1200の投資計画
数 =SEZ1か所に
つき120計画 

10万件の直接雇
用 数= SEZ1か所
につき1万件 

 2015年よりSEZは国内10か所、 

 300ヘクタールとなる。 

内訳：FDI（60%） + 国内投資（40%） 

南アフリカ国内のSEZ 

北ケープ州 
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レソト 
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ンプマランガ州 

クワズール・ 
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ハウテン州 

アトランティス・ 

グリーン・インダストリー 

ウピントン・ 

グリーン・インダストリー 

リンポポ・ミネラル 

IHB エレクトロニック 

ウピントン・ 

グリーン・インダストリー 

ンコマジ・アグリ 

ハリスミス 

デュベ・トレードポート・アグリ 

電子産業 

グリーン産業 

鉱物 

農業産業 

 

レジェンド 

州 

西ケープ州 

フリーステート州 

ハウテン州 

クワズール・ナタール州 

リンポポ州 

ンプマランガ州 

北西州 

北ケープ州 

西ケープ州 

図作成： 

免責：本地図は、参考目的のために作成されたものではありません。 



 IDZ（産業開発特区）と港湾インフラ 



TISA（新サービス貿易協定）が進める 

主要投資プロジェクトとケーススタディ 
• 主要プロジェクトの促進 

• 過去5年間において南アフリカは地域の製造拠点として多国籍企業の支持を得
た。 ヨハネスブルグ市セディべング（Sedibeng）に建てられたHeineken社の工
場は、2010年のワールドカップ開催前に記録的な速さで設立が完成した南アフ

リカ最大のグリーンフィールド（未開発の土地）プロジェクトである。この工場は
300万ヘクトリットルの製造容量を有する。 

• Unilever社の「インドンサ（Indonsa）」プロジェクトは、同グループが世界で初め

て実施する、高度な持続可能「グリーン」テクノロジー促進プロジェクトである。こ
れはユニリーバが南アフリカに建設した5番目の工場であり、世界に点在するユ
ニリーバの工場の中では2番目の規模を誇る。  

• その他にも、Proctor & Gamble社、Nestle社、Kimberley Clark社、
Ranbaxy社、Hisense社、LG社などのFMCG（日用消費財）企業が新工場を設
立したり、事業を拡大している。. 

• TISA自動車部門では、これまでに、Toyota社、Nissan社、Ford社、General 

Motors社、Tata社、FAW社、BMW社、Iveco社、KLT社、Motherson Somi社
、FAW社、Hyundai社、BAW社、Johnsons Control社向けにプロジェクトを促
進している。 
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TISAが受賞した賞 

• TISAが過去に受賞した賞 

• 2013年、 TISAは世界投資促進機構（WAIPA）の執行副会長に選出さ
れた。 

• 南アフリカは、ファイナンシャル・タイムズ紙が選ぶ2013年と2014年の最
優秀投資先として、全体評価に数多くの票を集めて選ばれた。 

• 2012年、主要なターゲット市場において大きな功績をあげた南アフリカ
は、英国のアウトソーシング協会により、本年最高のオフショア先に認定
された。 

• 2013年、南アフリカは欧州アウトソーシング協会（EOA）が定める本年最
高のオフショア先の栄誉に輝き、優秀なビジネス·プロセス·アウトソーシ
ング（BPO）先としての地位を確固たるものとした。 

• 2013年5月、TISAはドバイで開催されたAIM（投資会議）において、優れ
た投資プロジェクト（医薬品部門）促進しているとして、2番目に優秀な賞
を受賞した。 
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南アフリカ 

投資インセンティブ 



インセンティブ 

インセンティブ 内容 主要条件 

製造業サポート 

プログラム（MSP） 

企業投資プログラム・EIP（製造業）は

、衣料品や繊維部門にける新たな製

造施設の設立、既存施設の拡張また

は改良を目指し、地域を基盤とする

製造業者向け現金助成制度である。  

EIPは、製造業や観光業の投資を活性
化するために利用される。また、優先セ
クターと同様に、IPAP（産業政策行動計
画）の一部の重要業績分野、ならびに優
先部門を対象として利用される。 

外国投資補助金  
 
 

適格な外国人投資家が海外から南
アフリカへ新しく適格な機械および設
備を移動させるために支払った費用
に対して補償する。 

外国人投資家のみ 

IDZ（産業開発特区）  

 

VAT（付加価値税）の免除は、関税自

治区内からの商品やサービスの調達

、原材料輸入や材料輸出の免税が

対象となる。 

今後IDZの開発および運営を行おうとす

るIDZ運営会社は、その許可を申請しな

ければならない。  



インセンティブ 
インセンティブ 内容 主要条件 

所得税法のセクション12
（i）項に基づく税控除 

状況に応じて、9億ランドを上限とす
る税額控除を、優先または適格プロ
ジェクトに適用する。人材育成を対象
とした対象とした3,000万ランドを上
限とした控除、または従業員1名につ
き3万6,000ランドの割当金を控除す
ることができる。 

適用期限は2015年12月まで。 

資本投資額が2億ランドを超える場合。 

 

クリティカル・インフラスト
ラクチャ・ファンド   

 

IDZへのサービス提供を目的とする
インフラ・プロジェクトを適格プロジェ
クトとし、インフラ開発費の30%相当
の補助金が支払われる。 

1,500万ランド以上のインフラ開発費用

が補助金給付の対象となる。 

映画ロケーション撮影、
テレビ番組制作インセン
ティブ 

南アフリカの経済発展、国際的知名

度向上に貢献し、海外からの直接投

資を増加させるため、大型予算の映

画撮影やテレビ番組制作を誘致する

。  

外国人所有の適格プロダクション。  



インセンティブ 内容 主要条件 

BPO & O投資インセンテ
ィ 

主にオフショア業務委託を目指すた
めのプロジェクトを計画する国内およ
び外国人投資家。  

 

競争力向上プログラム 補助金が利用可能となる介入策： 
世界クラスの製造原則。 

• 人材育成 

• 労働関係および従業員健康プロ
グラム 

• 製品関連 

• サプライチェーンの統合 

• 産業技術 

• 競争力の向上 

• 収益重視のビジネスプロセス  

衣料品および繊維製品企業および団体  

インセンティブ 



インセンティブ 内容 主要要件 

製造インセンティブ（PI） 製造業者の行程や製品の改善、従
業員の能力向上をサポートすること
を目的とする。 

• 衣服製造業者 

• 繊維製品製造業者 

• 委託加工（CMT）業者 

• 履物製造業者 

• 皮製品製造業者および皮革加工業
者（主に革製品や履物産業）。 

自動車投資スキーム 

（AIS）  

適格な製造用資産に対する投資額
の20%に相当する、課税対象の現金
助成金 

• 自動車組立・製造業者 

• 自動車部品製造業者  
 

製造業競争力向上プロ
グラム（MCEP） 

MCEPは以下の2つのサブプログラ
ムから成る： 
製造インセンティブ（PI） ―  （例）： 
7%から5%の製造価値が付加される
。    

 

産業融資ローンの施設：  
• 事前・事後派遣運転資金  

• 産業政策ニッチプロジェクト基金 

MCEPは、標準産業分類（SIC3）の製造
業従事し、南アフリカに登録済の業者、
製造をサポートする技術サービス、およ
び製造部門に従事する適合性評価機関
（88220 SIC）が利用対象としている。 

インセンティブ 



南アフリカの投資環境 

今日の南アフリカは新興市場の中でも最も洗練され、世界的に有望な市場の1つである。
その理由は・・・ 

健全なマクロ経済管理に 

支えられた 

政局および経済の安定 

競争力のある 

ビジネス部門・産業 

採算性の高いビジネス運営コスト 

スキルの可用性 世界水準の 

 金融制度 

優れた運輸・ 
物流インフラ 

豊富な 

天然資源 



 

アフリカは巨大！ 

以下の国々がアフリカに 

すっぽり収まる： 

面積 

中国 

米国 

インド 

ヨーロッパ 

アルゼンチン 

ニュージーランド 

アフリカの面積： 

Copyright©1998 Bediako Lamouse-Smith and Joseph School 

米国 

 

アルゼンチン 

ニュージーランド 

インド 

中国 

ヨーロッパ 

次の地図へ・・・ 



• 部門情報 

• 南アフリカにおける投資機会を探求するための融資 

• 以下の形式による政府直接支援の促進： 

•  - 南アフリカへの投資とビジネス環境に関する情報 

•  - 投資インセンティブの詳細 

•  - 投資の促進 

•  - アフターケア － 継続的な連絡 

 

 

 

DTI（南アフリカ貿易産業省）の投資サービス 

    連絡先 
• DTIコールセンター：0861 843 384 

• DTI電話交換台：+27 12 394 0000 

• 投資促進： +27 12 394 1339/1032 

• ウェブサイト：www.thedti.gov.za 

• Eメール：investmentsa@thedti.gov.za 

• 住所：Private Bag X 84, Pretoria 0001 

                 South Africa 

http://www.thedti.gov.za/
mailto:investmentsa@thedti.gov.za

