
航行可能な航路 

航行できない航路 

既存の道路 

計画及び工事中の道路 

既存の鉄道 

計画及び工事中の道路 

ポルトヴェリョ港 

イタクアチアラ港 

マナウス 

サンタレン港 

サンタナ港 

イタキ港 

ペセン港 

スアペ港 

イレウス港 

岸壁大水深化、穀物ターミナル拡張、肥
料ターミナル建設 

更新（近代化） 

ターミナル拡張、
桟橋建設 

マデイラ川 

アマゾン川 

タバジョース川 

ジュルエナ川 
アリノス川 

浚渫、航路標識、 
航路建設 

航路浚渫 

トカンチンス川 
航路建設 

パルナイーバ川 

航路建設 

浚渫、航路標識 
サンフランシスコ川 

カラジャス鉄道 

南北鉄道 

東西鉄道 

クイアバ 

アリカ（チリ） 

パウマス 

３．（３）北部及び北東部の物流インフラ 

○ 北部及び北東部の開発に伴い、道路、河川水路、鉄道、港湾などの物流インフラの整備が計画さ 
 れているものの、そのほとんどが民間投資による実施を想定しており、整備の進捗の遅れが指摘さ 
 れている。   

必要な能力   190 

現在の能力 140 

不足分 50 

貯蔵・保管施設能力（百万トン） 貯蔵・保管施設能力（百万トン） 

※２０１１/１２年時点での穀物等生  
  産量１５８百万トン 
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資料：農牧食料供給省及び開発商工省資料より作成 



輸出港  大豆の輸出 
とうもろこし
の輸出 

サントス港 48% 55% 

マナウス港 15% 18% 

ヴィクトリア港 12% 19% 

サンタレン港 10% - 

サンフランシス
コ・ド・スル港 

7% 1% 

パラナグア港 6% 8% 

北部ルート 
20～25% 

南東部ルート 
75～80% 

2.000Km 

サンタレン港の整備 

鉄道整備（ロンドノポリ
ス～クイアバ 

３．（４）マットグロッソ州からの輸出ルート 

○ 中西部のマットグロッソ州産の輸出向け大豆・とうもろこしの８割近くは南東部の港から輸出さ 
 れ、その他は、アマゾン地域を通る北部ルート（トラック、鉄道、河川航路）で輸出されている。 
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資料：農牧食料供給省及び開発商工省資料より作成 

ヴィクトリア港 

サントス港 

サンフランシスコ・ド・スル港 

パラナグア港 

マナウス港 



回廊 4 

回廊 5 

回廊 3 回廊 2 

回廊 1 

ALL社 

ALL社 ALL社 FCA社 

MRS社 

サントス港 

サンパウロ 

マットグロッソ・ド・スル 

３．（５）サントス港への物流インフラ 

○ ブラジル南東部の港、特にサントス港には輸出向け穀物等が集中。穀物等は、トラック、河川水 
  路、鉄道など複数の手段を活用して、生産地から同港に輸送される。 

サントス港 

サンパウロ州 

はしけに積み込み 

河川・水路輸送 

トラックへの移替 

トラック輸送 
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資料：サンパウロ州埠頭公社資料より作成 

ＡＬＬ社：ロジスティックラテンアメリカ鉄道社 

ＦＣＡ社：セントロ・アトランチカ鉄道社 

ＭＲＳ社：ＭＲＳロジスティックス鉄道社 

実線：既設鉄道等 

点線：計画路線 



ＴーＧｒａｉｎの穀物ターミナル        

３．（６）サントス港（穀物ターミナル）の概要① 

 
【港湾行政及び運営】 
 ・サントス港の港湾当局（港湾管理者）は連邦政府であり、港の拡張計画を策定。この計画に基づき  
 航路浚渫や岸壁、臨港道路の整備及び維持管理、並びに施設の使用料の徴収等運営はサンパウ 
 ロ州埠頭公社が行う。 
  
【サントス港の概要】 
 ・サントス港の取り扱う総貨物量は、２００１年の４，８００万トンから２０１０年には９，６００万トンに倍 
  増するとともに、ブラジル全体のおよそ４分の１を占める。 
 ・２０２４年までに総貨物量を２３，０００万トンまで拡大することとしており、港の拡張計画では大型船 
  が接岸できるように、航路水深を現行の１３ｍから、１５ｍ、１７ｍへと深く浚渫するとともに、臨港道 
  路の拡張、岸壁の増設、ターミナルの新設を行う。 
  
【穀物輸出ターミナルの概要】 
 ・サントス港のターミナルは４７カ所あるが、穀物を輸出 
  できるターミナルは、ＡＤＭ、ドレイファス（２カ所。１つ 
  はカーギルと共同）、ノーブルグループなどの連合体、 
  Ｔ－Grain、三井マルチグレインが所有する６カ所。 
 ・このほか、ブンゲは、港湾区域の外（市街地）に穀物 
  ターミナルを有し、そこからコンベアで岸壁まで輸送し、 
  積み出している。 
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資料：２０１２年３月現地調査より作成 



ブンゲの穀物ターミナル 

３．（７）サントス港（穀物ターミナル）の概要② 

【民間企業のターミナルへの参入】 
 ・民間企業がターミナルを所有するためには、①既にターミナルを所有しているところに参入するやり 
  方と、②入札による方法がある。前者の場合は、比較的短期間でターミナルを所有することが可能 
  である。後者の場合、港湾当局は法律に基づき、港湾利用の最適化を図るため、自らの判断、あ 
  るいは民間企業からの要請に基づき、港湾の拡張計画を公示する。公示後入札が行われ、ターミ 
  ナルを得るための免許料の額、事業投資額など計画の中身を考慮して、落札者を決定する。免許 
  は、２５年であり、２５年後に当該免許を受けた者の運営内容が適切であれば、さらに２５年延長す 
  ることができる。 
  
【物流の問題】 
 ・サントス大都市圏のトラックの台数は通常は約２，０００台であるが、これが収穫期になると７，０００ 
  台近くになる。トラックが港湾の外に並んだりすることがあるが、うまくオペレーションのできない輸 
  送会社が多いという話もある。 
 ・現在は、鉄道輸送の割合は、２割程度だが、その輸送量 
  は増加しつつある。 
 ・トラックによる輸送は費用がかかることから、ゴイアス州の 
  サン・シアモからパラナ川水系の水路（はしけ）を使ってサ 
  ンパウロ近郊のアンフマスまで輸送することも行われてい 
  る。 
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1. USA            
211 billion 

2. China   
202 billion 

3. UK  
77 billion 

4. BRAZIL            
67 billion 

5. Ireland  
53 billion 

6. Russia            
51 billion 

7. Belgium           
41 billion 

8. Singapore           
41 billion 

9. France         
40 billion 

10. India         
34 billion 

外国企業数 

13,662社（2010年）←6,322社（1995年） 

ＧＤＰ比 

52%（2010年）←17%（1995年） 

資料: Central Bank, Credit Suisse, UNCTAD 

４．（１）ブラジルへの海外直接投資の動向 

○ ２０００年以降、ブラジルへの直接投資額は増加し、投資先国としては、米国、中国、英国に続 
  いて第４位（２０１０年）に位置づけられている。また、海外直接投資がブラジルのＧＤＰのおよ 
  そ半分を占めるなど、海外直接投資は国内経済において重要なものとなっている。 

ブラジルへの海外直接投資額の推移（億USドル） ブラジルへの海外直接投資額の推移（億USドル） 

0
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400
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800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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○ 我が国の企業は、穀物等の安定供給のため、今後の生産拡大や輸出の余力も大きいブラジルを特に重 
 視。企業の中には、穀物等集荷販売事業の拡大や農業事業への参入の動きが見られる。 

 豊田通商（南米に強い穀物メジャーと包括提携） 
   ・ ブラジルやアルゼンチンの穀物、油糧種子の販売促進や積出・保管施設への投資を拡大するた 
    め、南米に強い大手穀物会社であるニデラ社と包括提携 （２０１０年１１月）。 
                         
 丸紅（ブラジルの港湾ターミナル事業会社を完全子会社化） 
   ・ブラジルのサンタ・カタリーナ州サン・フランシスコ・ド・スル港にある港湾ターミナル事業会社テル 
   ログ・ターミナル社を完全子会社化（２０１１年１１月）。 
  ・ブラジルに非遺伝子組換大豆の農場を所有する穀物集荷会社のアマッジ社と包括提携（２００９ 
   年５月）。 
 
 三井物産 （ブラジルで農業（農地保有）、及び穀物の集荷販売を行う会社を完全子会社化） 
   ・ブラジルにおいて穀物を中心とする農業事業及び穀物集荷・販売を行うマルチグレイン社を完全 
   子会社化（２０１１年５月）。 
 

 三菱商事（ブラジルの穀物会社に増資） 

  ・ブラジルの穀物会社であるセアグロ社の第３者割当増資に応じて同社株２０％を取得、またセア 

   グロ社から集荷穀物の優先購買権を確保することに合意（２０１２年１月）。  

  ・穀物・油糧種子を調達する子会社を設立し、ブラジル大手加工食品会社ブラジルフーズと大豆調 

   達を提携（２０１１年１月）。 
（資料：プレス資料等） 

４．（２）我が国からの海外民間農業投資の最近の状況 
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○ 三井物産は、２００７年にブラジルで穀物の集荷・販売を行うマルチグレイン社に資本参加し、  
 当該社を通じて農業事業会社であるシングー社を傘下に収め、農業事業にも進出。２０１１年には 
 マルチグレイン社を完全子会社化。大豆をはじめとする作物の生産から輸出まで一貫管理する体制 
 構築。 

４．（３）我が国からの海外農業投資の事例 

【集荷・販売事業】（自社所有及びリース） 

□ 港湾設備（大豆輸出５カ所 小麦輸入１カ所） 

○ 倉庫及び積替設備（１８カ所） 

ー 鉄道運営会社のＶＡＬＥ社と長期鉄道輸送契約 

【農業事業】 

☆ 農場117千ｈａ     △ 綿繰工場（５カ所） 
マラニョン州
（9,864ha） 

大豆・とうもろこし 

バイア州（97,07４ha） 

タブレロ農場 

大豆・綿花・とうもろこし 

ミナスジェラエス州 

（9,70１ha） 

大豆・綿花・とうもろこし 

資料：三井物産資料等から作成 

【事業方針】 

・グローバルな食料需要に対応するため、最も生産余力があると言われるブラジルにおい 

 て、広大な農地と穀物物流インフラを保有するブラジル企業に出資。 

【事業方針】 

・グローバルな食料需要に対応するため、最も生産余力があると言われるブラジルにおい 

 て、広大な農地と穀物物流インフラを保有するブラジル企業に出資。 

・タブレロ農場（灌漑設備保有）で、生育状況と品質の管理 

 の下、非ＧＭＯ大豆を栽培。 

・収穫後、異物混入や他品種と混合しない物流ルートにより、 

 内陸貯蔵・内陸輸送から輸出（イリェウス港又はアラツ港） 

イリェウス港 

        輸出ターミナル 農場のサイロへ貯蔵 農場（灌漑設備配備） 

サントス港 

（農業事業と集荷・販売事業） 

・食の安全・安心・安定供給とバリューチェーンの構築 

 （非遺伝子組換大豆の生産等） 

・企業型農業による高収益農業生産モデルの確立 

・内陸倉庫・内陸輸送を絡めた広範な集荷網と穀物輸出 

 ターミナルを活用し、物流の最適化 

  生産から輸出まで一貫管理体制の例   生産から輸出まで一貫管理体制の例 

アラツ港 

イタキ港 

ツバロン港 
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○ 我が国は、ブラジル(伯)の農業生産の増大、世界の食料安定供給等のため、ブラジルのセラード

地域の農業開発（日伯セラード農業開発協力事業）へ融資等の国際協力を実施。この結果、セラー
ド地域の大豆生産が大幅に増大。    日本の国際協力による南米での農業革命の実現  

  【背景】 

 １９７３年の米国大豆輸出規制により、輸入先の安定化・多角化を検討 
 翌年の日・伯首脳の共同声明に基づき、１９７９年より国家プロジェクト 

     として実施 
  【目的】 
 ブラジルの食料増産、内陸フロンティア開発 
 世界の食料供給の増大及び安定化と両国の経済協力関係の強化 

  【事業期間】 

   １９７９年～２００１年 （第１期事業～第３期事業） 
  【総事業費】 
   約６８４億円 (うち日本のODA ２７９億円) 
  【内容】 
 資金協力(融資等)（入植者７１７戸が、融資を受けて農地造成、 
  灌漑整備等を実施。３４．５万haを開拓し大豆等を生産。） 
 技術協力及び共同研究等 

    セラード開発前          開発後（大豆作付状況） 

４．（４）過去の海外農業開発事例 
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 【成果】 

（１）開発拠点としての効果が大きく、セラード地域の大豆生産量が大幅 

   に増大。世界の食料安定供給に貢献。  

 大豆生産量は、事業開始前の約１５０倍に増大 

 ブラジル国内の半分以上、世界全体の約１５％を生産 

1977年 2008年 

 米国 342.8万ﾄﾝ (95.2％) 272.9万ﾄﾝ (73.5％) 

 ブラジル  5.8万ﾄﾝ ( 1.6％)  56.8万ﾄﾝ (15.3％) 

 その他  11.3万ﾄﾝ ( 3.2％)  41.4万ﾄﾝ (11.2％) 

 

 （２）日本の食料輸入先の多角化に貢献 
 日本の大豆輸入について、ブラジルが新たな輸入先としてその 

    シェアを拡大させ、一極集中であった米国の割合が大幅に低下        

 ブラジル・セラード地域の農業開発 (日伯セラード農業開発協力事業）  ブラジル・セラード地域の農業開発 (日伯セラード農業開発協力事業） 

1974/1975年 2008/2009年 

セラード地域の大豆生産量    23万ﾄﾝ   3,384万ﾄﾝ 

ブラジル全体に占める割合     2.3％       56.6％ 

世界全体に占める割合     0.4％       14.7％ 

 【日本の大豆輸入実績】       （ ）内は輸入数量の割合  


