
ブラジルにおけるインフラ投資機会 
第22回日伯経済合同委員会
2019年、サンパウロ



2



1

インフラ部門の規制緩和について

大規模インフラ整備に関する現行法は以下の3つである。

公共インフラの建設業者は政府の競争入札によって決定され、入札プロセスに関しては様々な規
則がある。入札の競争性を高める目的で、政府は外国企業への門戸拡大のため入札要件の柔軟化
に取り組んできた。外貨で輸入される投入資本の価格固定の検討、為替リスク防止のためのより
細かな規則の制定、さらに、契約実施において必要な際の、原材料の輸入をより迅速に行うため
の手順の規定などがその例である。

8.666/93 8.987/95 11.079/04

ブラジルは連邦政府、連邦直轄区と26州、5570の市群から成る連邦共和制（大統領制）の国家で
ある。連邦、州、市群のいずれの行政府も、インフラ建設・整備事業を実施し、施工業者と契約
を結ぶことができる。 連邦・州・市群の三段階の行政府が存在することで、ブラジルにおける投
資、特にインフラへの投資は、管轄する行政府によって異なる性質を有する。

市場開放の傾向が高まる中、入札・契約の制度は今年にも変更される見込みで、入札法（法律第
1292/95号）の改正が現在議会で審議されている。改正法案は、ヨーロッパの法律に倣い、競争的
対話（Competitive Dialogue）手続を採用している。これは、参加を希望する事業者が政府と対話
（対話は録音される）を行い、解決策を提示することができるもので、これにより、入札参加の
門戸が拡大することが期待される。

公契約に関する基本規則 公共サービスの契約に
関する法律

官民パートナーシップに
関する法律

ブラジルの規制法は、経済協力開発機構（OCDE）の指針に即し
た内容とするための改正が行われており、昨年成立した法律第
13726/2018号は、種々の要件の緩和、当局における事務手続きや
書類確認の合理化と簡素化を定めている。

今年可決された暫定措置令第881/2019号は、国内における経済活
動実施の自由を認め、外国企業参入の制限のために国家が規制の権
力を行使することを禁じている。

法律第 法律第 法律第
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プロジェクト・
ポートフォリオ
国内の主要なインフラ事業の大半
が、連邦政府の「投資パートナー
シップ・プログラム（PPI）」の
対象となっている。PPIは法律第
13334/2016号により設置され、パ
ートナーシップ協定の締結やその
他非国営化の措置により、国と民
間セクターとの相互交流を拡大し
促進することを目的としている。

PPI案件の資金源として、国立経済
社会開発銀行（BNDES）、連邦貯
蓄公庫（Caixa Econômica Federal）
に特別融資枠が設けられている。

ブラジルのインフラ事業参画の機
会を得るためには、PPIの調査やプ
ロジェクトの動向を注視すること
が重要である。PPIの会議は定期的
に行われており、プロジェクトの
進行状況は常に更新されている。

全てのプロジェクトは、事前に詳
細なモデリングが行われる。外国
企業は、公聴会や意見公募に参加
し、プロジェクトを市場の現状に
即した内容にするための提案をす
ることができる。

今年に入って、既に4つのセクター
（港湾、空港、鉄道、エネルギー）
の24件のPPIプロジェクトが提出さ
れた。24件の投資総額は59億3050
万レアルに上る。

__________
注：円の金額は2019年7月26日付為替レートで換算

案件の詳細は以下のサイトにて閲覧できます。

https://www.ppi.gov.br/projects#/s/In%20
progress/u//e//m//r/

今後入札が予定される案件

都市鉄道
5州で事業を行うCBTU（ブラジル都市鉄道
公社）、ポルトアレグレ都市鉄道公社の民
営化の2件の都市鉄道案件が近年、PPIの対
象となった。入札は2021年に予定され、現
在BNDESによるモデリングの段階にある。

港湾・ロジスティクス
エスピリト・サント埠頭公社（CODESA）、
サンパウロ州サンセバスティアン港の民営
化案件2件、リース案件12件が進行してい
る。8月には、サントス港のバルク液体・
バルク固体貯蔵システムのリースの入札が
行われる。また、投資総額12億517万1000
レアル （347億3264万7144円相当） のペ
ルナンブコ州スアペ港のコンテナのリース
の入札が今年中に行われる見込みである。
港湾事業への投資機会は、2013年に法律
第12815/2013号（新港湾法）が制定されて
から増加の傾向にある。この法律は、港湾
施設の維持管理業務の民間事業者への参入
を拡大するとともに、取引コストの削減、
港湾部門の活性化、近代化を目的に制定さ
れた。

空港
空港施設管理のコンセッション入札の第
5ラウンドが今年行われ、9業者が参加し
た。今後もコンセッション入札は行われる
予定で、ブラジル国内の空港の拡張や維持
管理事業への投資機会が増えることが期待
されている。
次回の空港事業（南部ブロック、北部ブロ
ック、中西部ブロック）の入札は2020年
に予定されており、パラナ州クリチバ、ゴ
イアス州ゴイアニア、アマゾナス州マナウ
ス、サンタカタリーナ州ナヴェガンテスの
空港が対象となる。
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Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste（東西統合
鉄道、通称EF-334）：
バイア州に建設予定の全
長1527kmの鉄道で、投資
総額は33億レアル （950
億5703万4220円相当）。

鉄道・アグロビジネス
5件の大規模案件が進行しており、3件がコンセ
ッション、2件がサブコンセッションである。 
中でもFerrograõ, 東西統合鉄道の建設事業が
特筆に値する。

この2件のプロジェクトの入札情報は今年末に
公示される見込みで、入札実施は2020年第1四
半期を予定されている。
鉄道建設事業に関しては、現行のコンセッシ
ョン契約が終了し、新たな入札の実施が予想
されることから、今後10年は市場が広く開放
される見込みである。

Ferrogrão：ブラジルの中西
部と北部（国内の主要な農業
生産地）を繋ぐ全長933kmの
鉄道建設プロジェクト。
投資総額は127億レアル 
（3656億5205万円相当） 
で、マット・グロッソ州から
のトウモロコシ、大豆、大豆
ミールの輸送に用いられる。

2
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レジス・アルスラニアン  |  2014年にLicks特許法律事務所のコンサルタント、2017年にパート
ナーに就任し、政府関係、規制、国際関係案件の部門の責任者を務める。政府要人との会合
準備、交渉のためのコンサルティング、サポート、戦略的アドバイス、公的部門、民間部門
の意思決定のための重要なフォローアップを行い、ブラジル政府の最大のステークホルダー
との橋渡し役として活動する。

ガブリエル・マティアス  |  2007年にリオデジャネイロの有名な訴訟代理人の事務所でキャリ
アをスタートさせ、全国の裁判所における代理人の経験を有する。10年以上にわたり、法人
間、法人・行政間の紛争においてインフラ企業、公共交通機関の企業側の弁護人として活動
している。また、行政を相手取った規制法上およびインフラ関連問題の訴訟において、燃料
供給企業の弁護士も務めた。リオデジャネイロ州立大学（UERJ）で訴訟法の修士号を取得。

アレシャンドレ・シレー  |  商法、規制法、税法関連の複雑な訴訟の経験を有する。2005年に
キャリアをスタートさせ、ANEEL（国家電力庁）、ANATEL（国家電気通信庁）、AGENER-
SA（リオエネルギー規制・衛生庁）、AGETRANSP（公共サービス規制庁）等の連邦・州の
規制当局が関わるエネルギー、電気通信、道路関連の行政審判、訴訟などで弁護士として活
動する。その他、経済・金融の再均衡、租税の再調整、入札・政府調達の有効性を争う訴訟
に携わった経験もある。リオデジャネイロのジェトゥリオ・ヴァルガス財団（FGV）で規制
法の修士号を取得したほか、税法の専門学位も有している。

ロベルト・カラペト |  弁護士、研究者として豊富な経験を有し、総合法律事務所、知財専門
のブティック型法律事務所において知財案件に携わった。特許、侵害行為、不正競争関連の
訴訟を含む幅広い法的案件に関する専門知識を有する。その他、技術移転、知財権利化、国
際企業へのライセンスなどの案件にも取り組み、アジア諸国の企業のサポートの経験を有し
ている。早稲田大学で法学修士号を取得し、松原・村木国際特許事務所での勤務経験がある
（2008年）。

ジュリアーナ・ネーヴェス  |  10年以上にわたって連邦裁判所、州裁判所係属の紛争解決に
当たり、規制法、不正競争法、コンプライアンス、特許、衛生法関連の複雑な訴訟の代理人
として活動。また、商標登録関連の紛争解決の経験も有する。Licks特許法律事務所への入所
前は、国内外の企業に対応する先駆的なローファームで、訴訟やコンサルティングに携わっ
た。政府契約、入札、行政法、民法、消費者法関連案件の経験も豊富。

ケリー・フェリックス  |  2013年にキャリアをスタートさせ、連邦・州の裁判所で訴訟代理
人として活動。2019年にLicks特許法律事務所に入所。特に行政法、規制法、インフラ・オイ
ル・ガス法を中心とした公法分野に強く、会計検査院、政府機関が関わる行政審判や訴訟で
国内外の企業の弁護人として活動する。フルミネンセ連邦大学で憲法の修士号を取得し、リ
オデジャネイロ弁護士会（OAB/RJ）の行政法委員会の委員を務める。

アナ・ルイザ・フェルナンデス・カリル  |  2012年以降、公法関連の様々な分野のコンサル
ティング、紛争解決に携わり、その活動範囲は、インフラ案件のモデリング、公聴会や意見
公募への参加、契約作成・管理、規制モニタリングなどに及ぶ。また、公的機関や政府当局
を相手とする法務実務の研修実施の経験もある。リオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）で行政
法、環境法の教鞭をとり、様々なセミナー等でゲスト講師を務める。リオデジャネイロ州立
大学（UERJ）で公法修士号を取得。

Licksのメンバー 
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