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はじめに 

 

 

 本報告書は、外国企業がブラジルでビジネスを行う上での参考に資するよう、進展す

る米国企業による対ブラジル・ビジネスについてまとめたものである。 

 

本報告書はジェトロ・サンフランシスコ・センターが企画、構成、編集・校正し、

リーバーマン・インターナショナルが執筆した。 

 本書で扱った「エネルギー」「自動車」「航空宇宙」「農業」「IT」「製薬」「金

融」の 7 業種における米国企業の先進事例が、対ブラジル・ビジネスに関わる日系企業

の参考になれば幸いである。 

 

なお、本稿は本文中で特別の断りがない限り、2009 年 3 月時点で入手した情報に基づ

いている。 
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序章 対ブラジル・ビジネスを始める前に 

 

 産業、業種を問わず外国企業がブラジルでビジネスを行う上での共通課題について簡

単に触れる。課題があるにも関わらず米国のブラジル・ビジネスは総じて成功している

が、以下に掲げる点を上手にする、あるいは巧みに対処しなければ成功はおぼつかない

だろう。 

 

 インフラ 

ブラジルにおいて、国道の状態が良いと言えるのは全体のわずか 30 パーセントにす

ぎない。また、 多くの道路は連邦政府よりむしろ州や自治体の管轄にあり、それらの多

くは舗装されていない。その理由の一つは、インフラへの投資が開発に追い付いていな

いことにある。ジュセリノ・クビチェック元大統領は、在任中の 1956 年～1960 年、道

路工事に多大な投資を行った。 また同じ時期に、フォルクスワーゲン、フォード、ゼネ

ラル・モーターズ（GM）はブラジルで初の設備投資をした。それ以降、道路建設は雇

用対策の一環としてたびたび利用され、同時にブラジルの生産者、メーカーにとっても

国内外での取引上、役立っている。 

ブラジルで最も速い輸送手段はおそらく鉄道だろう。連邦政府の投資に加え、民営鉄

道会社が 2008 年から 2015 年の間に 119 億米ドルを投資する予定である。これにより、

鉄道が貨物輸送市場に占める割合は 26%から 32%まで増加すると予想されている

（1995－96 年の間に鉄道が民営化された当初は、鉄道のマーケットシェアは 19％にす

ぎなかった）。鉄道網も 2015 年の終わりまでに 2 万 8,556km から 3 万 6,000km まで

延長される計画だ。 2007 年から 2015 年までに鉄道輸送貨物が 86％増加するという予

測もある。 

 

 労働環境 

ブラジルで軍隊、警察、消防に従事している人々および家事使用人を除くほとんどの

労働者が組合に属している。労働組合の代表的なものでは、中央統一労働組合、一般労

働組合（CGT）、労働組合の力（FS）などである。こうした組合は従業員の賃金から組

合費を天引きした資金で成り立っており、政府によって管理されている。現在では労働

組合は雇用者に対してさほど挑戦的な態度はとっておらず、フランスで起こるようなス

トライキはめったに目にすることがない。雇用者側の組織もまた、連邦政府によって管

理されている。 

ブラジルのマネージメント方式は米国とはだいぶ異なる。米国では、直接的で独立し

た管理体制が期待されている。ところが、ブラジルにおいてアメリカのような価値観は

さほど重要とされず、管理職は従業員に対して情実的な面があり、時として仲裁者とも

なる。管理職を雇う上で現地のリクルーターや経験豊富なコンサルタントを利用するこ

とは重要である。外国の投資家は、ブラジルにすでに拠点を構える米国企業の経験から

ヒントを得ることができるだろう。優秀な人材はすでに同業他社の競合相手に取られて
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いるか、他で仕事をしていると考えてよい。現地の管理職を決定にする前に、候補者に

ついてさまざまな見解を得るため、強力なインタビューチームを組む必要がある。 

米国企業は、高いコストがかかる米国人駐在員をブラジルに派遣することをためらっ

ている。駐在員の派遣は現地でブラジル人マネージャーを雇う場合より 4 倍のコストが

かかる。もし駐在員を派遣するのであれば、長期よりも、短期間配置するほうが効率的

である（現地到着、事業の立ち上げを担当し、運営が軌道に乗り始めたら退去）。 

ブラジルでは労働者の権利保護が厳格に守られているため、ブラジルで新たな投資を

検討している企業は、最初に配置する管理職は本社の人事部門と強い関係を築ける者を

雇い、体制を整えるべきである。ブラジルの労働法の下で労働問題を適切に処理し、労

働者の権利と責任を理解する者が、経営陣にふさわしい人物といえるだろう。 

 

 複雑な法律 

外国企業はブラジルの法体系の複雑さを軽視するべきではない。中国の法律環境より

もブラジルのシステムのほうがわかりにくいと一部の企業が訴えるほど、ブラジルの法

律は大変わかりにくい。例えば、議会がブラジルの通貨「レアル」を承認していないに

も関わらず、経済活動を可能にするためにこの通貨を認めるという一時的な法律が成立

してしまう。こうした複雑な制定システムおよび官僚主義により、米国企業は展開に長

い時間を要する。また、法律が地元の政党に有利な方向に傾くこともある。 

ブラジルのビジネス社会にいまだ存在している慣行に「ジェイト」と呼ばれるものが

ある。「ジェイト」は「仕組む、ねじ曲げる」の意で、主に不正取引のことをさすが、

現在政府は風通しの良い環境を作る方向に進むよう努力している。「米国海外不正行為

防止法」に反する、外国政府の職員から恩恵を享受することはどんなレベルにおいても

許されない。 

ブラジルにおいて、法律に関する優秀な支援企業の選定は非常に重要である。自国で

の評判にこだわるよりも、現地のコミュニティと強い関わりがある現地法人を選んだほ

うが効率的な場合もある。 

 

 税金 

ブラジル人消費者を対象として活動している企業が国内生産する理由の一つに、税金

の問題が挙げられる。輸入品にかかる連邦および州の税金によって価格が倍近くにはね

上がることもある。 

輸入するにしても、現地生産するにしても、国内の課税制度が複雑であることに変わ

りはない。税金にはいくつかの種類があり、複州の課税対象になることもあるため、外

国企業の経営の障害になっている。世界経済フォーラム 2007－2008 のグローバル競争

レポートによると、ブラジルでビジネスをする上での一番の障害は税金制度である。司

法および官僚主義の簡素化が提唱されているものの、政府の税金システムはいまだ統一
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されていないため、問題の改善には時間がかかりそうだ。ブラジルのビジネス経営には、

優秀な税務専門の弁護士が必要不可欠である。 

州および連邦政府の徴税は、相続または贈与税、品物の流通や州間・複数の輸送手段

にかかる税金、自動車所有税などにまで及ぶ。製品およびサービスの流通をはじめとし、

経営に関わるすべての製品（製造、マーケティングおよび輸入）、州間・複数の輸送手

段に対して州税が課税される。税率は 7％から 25％と州によって異なる。州間にかかる

税率は 7％から 12％で目的地によって異なる。製品およびサービスの流通にかかる税は、

輸出品については免税となっている。 

自治体と連邦政府は都市の固定資産、不動産売買やサービスに対して徴税する権利を

有し、平均税率 5％で法律上記載のあるサービスに課税される。 

 

 貿易手続き 

海外貿易事務局の電子書類システムである「SISCOMEX」は、輸入業者にとっての障

害である。ブラジルの輸入承認システムには、自動処理のものとそうでないものがある

が、どちらも透明性は低いうえに複雑である。 厄介なアプリケーションと記録・保存作

業は、企業と輸入業者の両方にとって時間のかかる作業である。例えば、出荷に伴う商

業インボイスの積荷明細はポルトガル語でなければならず、これに従わなければ申請は

拒絶される。 
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１章 エネルギー 

 

近年新たな油田が発見されるなど、目覚ましい発展を遂げているブラジルのエネル

ギー産業だが、ブラジルの石油・天然ガス市場は、依然として国営石油公社ペトロブラ

スの独占状態にある。それでも、多国籍企業は現地企業とパートナーシップを構築し、

現地で必要とされる技術や経験を駆使し、日々努力を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. エネルギー産業概要 

ブラジルのエネルギー資源は豊富で、これからも高い成長率が期待できる分野である。

ブラジルで採掘される石油のほとんどが重質油であり、過去 5 年間の新たな油田の発見

によって、ブラジルは石油埋蔵量で世界の上位 10 位以内に躍進したからである。国の

エネルギー資源全体の内訳は、石油が 48％、続いて水力発電が 35％を占める。天然ガ

スの割合は 7％であるが、その需要は増加しており、2010 年にかけて年率 11～13％で

成長していくとみられている。 

ブラジルには現在 122 億バレルの原油埋蔵量と 12 兆 3,000 億立方フィートの天然ガ

ス埋蔵量が確認されており、その大部分はブラジル南東部沿岸沖のカンポス盆地とサン

トス盆地に位置している。さらに、リオグランデ・ド・ノルテ州とアマゾンには陸上油

要旨 

1998 年にブラジルは探鉱・生産事業を民間企業に開放したが、依然として国内

のガス・石油生産はペトロブラスが独占している。エネルギー産業におけるビジ

ネスチャンスは、ペトロブラスおよび既にブラジルで探鉱・生産を進める企業へ

のサービス提供・物資供給にある。海洋掘削請負事業者に求めるものは何かと問

われ、ペトロブラスは「我々は海洋掘削船団には柔軟性が重要と考える。我々

は、探鉱と開発にリグを使用でき、必要であればそれらのリグの用途を変更する

こともできるといった柔軟性を求めており、複数の市場オプションを持ちたいと

考えている。また、パートナーとの間に長期的な信頼関係を求めている」と述べ

た。 

天然ガスはブラジルにおいて未開発資源であり、潜在性を秘めてはいるが、よ

り多くのパイプラインが建設されてブラジルの全州が完全につながらない限り

は、利用度の低いエネルギー資源であり続けるだろう。今後、さらなる LNG 液

化プラント、ターミナル、パイプラインの建設に注目し、市場を支配するペトロ

ブラスと協力関係を築けるよう準備しておくことが必要だ。 

ブラジルの石油・ガス産業は、深海鉱区における計り知れない天然資源埋蔵量と

多くの探鉱・生産事業機会によって、これからも投資家を引き付け続けるであろ

う。 
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田がある。2007 年には、ブラジルは日量 228 万バレルの石油（bbl/d）を生産し、その

うち 16 万 2,000 bbl/d を輸出しているが、国内消費量は 237 万 bbl/d であった。 

すなわち、ブラジルは、自国における生産量を若干上回る量の石油を消費していたこ

とになり、その不足分を補うために 15 万 9,000 bbl/d の軽油を輸入していた。しかし、

米エネルギー情報局1（EIA）は、ブラジルは 2009 年までに石油の純輸出国となり、

2010 年には国内で精製される原油の 100％が国産になるであろうと予測している。 

 

 

出所： EIA 

 

ブラジルは、近年新たな石油・天然ガス鉱床が発見されたことによって、世界のエネ

ルギー企業の関心を集めている。ブラジルにおいて鉱区を落札し、原油や天然ガスを探

鉱・生産する機会が生まれたことで、シェブロンやエクソンなどの米国企業は、自国内

での小売事業を売却し、資産を石油探鉱・生産事業（E&P）に集中させる動きを見せて

いる。これらの探鉱・生産会社の他に、エネルギー系巨大企業と提携するトランスオー

シャンやハリバートンなどの掘削会社もブラジルにビジネスチャンスを見いだしている。 

エネルギー産業におけるこれら巨大企業は、市場に関する知識と地元との協力関係が

ブラジルでの成功を握る鍵であることを知っている。ブラジルで石油を掘り当てるには、

まずはブラジルの複雑な法律制度と業界規制を理解し、現地の地域社会ならびにブラジ

ル全土を支配する国営石油公社ペトロブラスとの関係を構築することが必要とされる。 

 

 

 

 

                                                   

1 米国エネルギー省エネルギー情報局 http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm 
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2. 鉱区採掘までの道のり 

エネルギー政策に関与する政府機関には、鉱山動力省（Ministério de Minas e 

Energia）、エネルギー政策審議会（the National Council for Energy Policy：CNPE）

そして国家石油庁（Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis：

ANP）がある。ブラジルでの石油探鉱・生産事業への参入を目指す企業は、鉱区の落札

後事業を始めるにあたって、まずはこれらの機関からの承認を得る必要がある。 

鉱山動力省の管轄は、地質・鉱物・エネルギー関連、水力発電エネルギー源、採鉱・

製鋼所、石油・燃料・原子力を含む電力である。関連機関の国家電力監督庁（the 

National Electric Power Agency：ANEEL）は、電力の生産・伝送・配給・販売の規制

と査察を担当する。また、ANP は石油産業における経済活動の規制・契約の締結・査察

を担当する。 

1999 年以来、ANP は石油・天然ガスの探鉱・生産に向けた入札を実施しており、落

札企業には対象鉱区の試掘権が与えられる。2008 年末に実施された第 10 回入札には、

すでに開発されている地域のほか、未開拓地域内の鉱区と豊富な埋蔵量が見込まれる盆

地内の鉱区が含められた。新規入札対象となった鉱区は、中小企業にも投資機会を提供

するものとなった。 

入札に参加するにあたり、参加企業は提出する必要書類上で入札の意図を明らかにし、

石油・ガス探鉱・生産活動における経験と法的にも、財政上も、技術的にも資格を有す

ることを証明しなければならない。また、返金が認められない参加費を払う必要があり、

その金額は対象鉱区が位置する盆地によって異なる。入札の結果適格と見なされ、落札

に成功した企業には、それぞれの鉱区に対し 3 年から 7 年有効の探鉱権益が与えられる。 

ブラジルの条例によると、採掘者は探鉱段階において、全ての鉱区に関する評価と開

発計画を商業生産開始宣言書の中に盛り込んで ANP に提出しなければならない。原油

が見つからなかった場合や採掘会社が鉱区権益を放棄する場合には、特定の期日までに

それを行わなければならない。商業生産開始宣言を行う場合には、開発段階において、

現地から調達する物品やサービスの割合を予め設定しておかなければならない。物品や

サービスは、ブラジル国内で調達すると極端にコスト高になる場合や、必要な製品や能

力を現地で揃えることができない場合に限って国外から調達することができる。 

全ての原油と天然ガスは、発見されるまでは国の所有物とみなされる。発見された時

点で資源の所有権は採掘者に移り、支払うべき税額とロイヤリティはその油田が商業化

可能と判断されて生産開始された際に ANP が定める。 

 

3. ブラジル石油産業を支配する、ペトロブラス 

1997 年にエネルギー産業が自由化されて以来、約 60 の企業がブラジルの埋蔵資源の

探鉱・生産事業に参入してきた。それにも関わらず、ブラジルの石油・天然ガス市場は、

依然として国営石油公社ペトロブラスの独占状態にある。同社は、国内の上・中・下流

分野に深く関わり、国内原油生産の 95％以上を管理すると共に、ブラジル国内の全ての

天然ガス・石油パイプラインを保有する。長年にわたる市場独占によって、ペトロブラ
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スは突出した競争力を手に入れた。そのため、外国企業がブラジルの探鉱・生産セク

ターにおいてペトロブラスとの連携なしに足掛かりを得るのは難しい。 

ペトロブラスの事業は、探鉱・生産事業、下流分野事業、ガス・エネルギー事業、国

際展開事業の 4 つのセグメントに分類される。ペトロブラスの子会社であるトランスペ

トロは、ブラジルにおける石油、エタノール、バイオ燃料、そして天然ガスの物流、貯

蔵、輸送を担当する。同社は、石油産業に対する規制緩和が進められていた 1998 年 6

月に設立された。トランスペトロはブラジル国内の各地方に供給する石油パイプライン、

ガスラインの管理を担う。また、同社はブラジルの石油、ガス、エタノール産業におけ

る様々な供給会社・販売会社へのサービスも展開している。 

ペトロブラスは、ブラジルの石油需要を 20％上回る供給量を維持し、2030 年までに

はエネルギー生産高を倍にするとの方針を示した2。これらの目標を達成するためには、

ペトロブラスは新しい海上掘削リグを毎年１基ずつ建設していかなければならない。 

2006 年に同社は 13 基の海上掘削リグを新たに建設した。2010 年には同社の海上掘削

リグの数は合計で 43 基になり、2007 年の倍に達する。ペトロブラスの戦略は、単に販

売利益や利潤を得ることのみに根差しているのではない。ダイアモンド・オフショア・

ドリリングの海上掘削の契約およびマーケティング担当副社長を務めるボブ・ブレア氏

は、「ペトロブラスは過去 10 年間、エネルギーの国内自給を目標に長期的な計画サイ

クルを立てていた。ペトロブラス株の 50％以上は政府が保有しているため、ペトロブラ

スは石油価格の変動に大きく左右されないという強みある」と語る。ペトロブラスは、

ブラジルのエネルギー産業の将来に向け、野心的な計画を立てている。 

 

4. ペトロブラスと共生する米国企業 

ペトロブラスの圧倒的な影響力にも関わらず、米国企業は市場参入に積極的である。

石油・天然ガス産業に参入する企業は 2 つのタイプに分類できる。１つは探鉱・生産を

手がける会社で、もう１つはこれら探鉱・生産企業に機器やサービスを提供する会社で

ある。現在ブラジルに進出している米国の探鉱・生産企業には、アナダルコ石油、シェ

ブロン、デヴォン・エネルギー、エクソン・モービルがある。これらの企業と提携して、

採掘やその他の探鉱・生産関連サービスを提供する企業には、米国を拠点とするダイア

モンド・オフショア・ドリリング、ハリバートン・カンパニー、トランスオーシャン、

ウェダーフォード・インターナショナルがある。 

これらの企業の多くは、ブラジルで長年にわたり経験を培ってきた。シェブロンとエ

クソンは、両社とも最初は石油小売業から始めたが、その後探鉱・生産事業に焦点を移

した。これらの企業は、長い間ペトロブラスと共同で事業を行ってきており、ペトロブ

ラスと友好な関係を築き上げることは非常に重要であると示唆している。 

                                                   

2 ペトロブラスビジネス計画

http://www2.petrobras.com.br/ri/ing/ApresentacoesEventos/ConfTelefonicas/pdf/PlanoEstrategico_2

008-2012_Ingles.pdf 
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このブラジル企業の市場独占が 1997 年に終了したとは言え、ペトロブラスはいまだ

ブラジルにおける陸・海上の石油・ガス埋蔵量の大部分を保有している。ペトロブラス

は、ブラジルのエネルギー産業において最も重要な企業である。ブラジル進出を図った

どの米国企業も、尐なくとも１事業はペトロブラスとパートナーシップを構築しなけれ

ばならなかった。トランスオーシャンのブラジル担当部長を務めるデービッド・リ

チャードソン氏は、同社のブラジルでの経験を振り返り、「海洋掘削産業では、ペトロ

ブラスや他の企業との関わりは極めて重要であり、共生関係を保たなければならない」

と語る。 

ペトロブラス、ブラジル連邦政府、州政府は、地域に強く根ざそうとする国内企業や

海外企業を好む傾向を強めている。シェブロンやトランスオーシャンは、鉱区だけでな

く人材にも投資している。両社共に、その大部分の従業員が現地で雇用し養成した労働

者である。現地労働者を雇用することによって、自国から労働者を連れてくる場合の諸

費用を節約でき、ペトロブラスやブラジル政府機関との関係を深めることにもなる。 

政府の規制には複雑なものもあるため、様々な関係機関や満たすべき基準について知

識を深めておくことは大きな強みになる。第 1 回入札で鉱区を落札した多くの企業が、

探鉱開始まで何年も待たなければならなかったのは、政府内の各機関による探鉱開始の

承認が遅れたためである。利権契約には期限があるため、遅れの発生は問題になる。ど

うすれば関係機関から適時に承認を得ることができるかを知っておくことも大切である。 

地域社会への貢献もまた重要である。米国企業は、自社が事業を行う地域社会に大き

な影響を与えるプログラムに資金拠出することで、地域住民からの支持を得ようとして

いる。その中でも特に注目すべきは子供の教育関連のプログラムである。このようなプ

ログラムへの投資は、それによって恩恵を受けた子供達がいつかトランスオーシャンや

エクソン・モービルに雇用された時に利益を生むことになる。 

 

ブラジルで活躍する代表的な米国企業は以下の通り。 

 

 アナダルコ 石油 

ブラジルのエネルギー産業においてペトロブラスが支配的な立場にあるが、アナダル

コも有力な地位を保っている。アナダルコ石油の主要事業は、天然ガス・原油・コンデ

ンセート・天然ガス液（NGL）の探鉱、開発、生産、回収、加工、販売である。アナダ

ルコは世界最大規模の石油・天然ガス開発会社であり、2007 年度末には石油換算

（BBOE）では合計 24 億バレルの確認埋蔵量を保有している。 

アナダルコのブラジル進出は、カンポス盆地沖合でのペレグリノ・プロジェクトから

始まった。今日、同社はリオデジャネイロにオフィスを構え、探鉱・生産市場において

埋蔵面積 2,129 平方キロメートル（52 万 6,000 エーカー）と市場シェア 0.66％を有する

企業に成長した。アナダルコの市場における位置づけは、近年カンポス盆地深海でプレ

サル（岩塩層下）深海油田を発見したことにより更に高まった。このプレサル深海油田

はワフー探鉱区域から発見されたが、アナダルコは現在ここでパートナー会社と共に複

数の炭化水素鉱床の評価を進めている。 
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プレサルプロジェクトを実行するために、アナダルコはトランスオーシャンから深海

掘削船を購入する契約を結んだ。この掘削船を使用することで、アナダルコは、ワフー

坑井の周囲を試掘し、エスピリトサント盆地のサーパ探鉱区域に再進入し、エスピリト

サント盆地とカンポス盆地において深海プレサル深海油田の試掘井を尐なくとも 5 か所

のプレサル深海油田を試掘することができる。 

2006 年、アナダルコはカー・マギー社（Kerr-McGee）を買収し、ブラジルにおける

保有埋蔵量を拡大させた。現在カー・マギーはカンポス盆地とエスピリトサント盆地に

位置する 9 つの沖合鉱区の権益を有し、更に石油試掘における 2 坑井の掘削に関わって

いる。 

アナダルコはカンポス盆地ペレグリノ・プロジェクトの権益 50％をスタトイル・ハイ

ドロ社（ノルウェー）に売却した。アナダルコの会長兼最高経営責任者のジム・ハケッ

ト氏は、プレスリリースで、「ペレグリノ・プロジェクトの権益を売却することで、

我々が携わる他のプロジェクト、つまり、米国内における陸上の低リスク事業や、メキ

シコ湾深海で進められているシーザー・トンガ開発およびガーナ沖合でのジュビリー開

発のような影響力の大きい石油プロジェクトに資本を戦略的に移動させることが可能に

なった。これらの二つの油田開発によって、2011 年までに保有埋蔵量を相当量拡大でき

ると期待している」と語る。 

ワフー探鉱区域におけるプレソルト油田の発見は、ブラジルにおけるアナダルコの今

後の発展に大きく寄与する可能性を秘めており、ペレグリノ・プロジェクトの売却益を

使うことで、同社はワフー探鉱区域開発事業に集中できる。 

 

 デヴォン・エネルギー 

デヴォン・エネルギーの米国での知名度は高くはない。しかし、ブラジルにおいてペ

トロブラスとの提携なくして初めて探鉱・生産プロジェクトを手がけた先駆者である。

デヴォン はブラジルに現地オフィスを設けておらず、その事業は、同社が権益を持つ鉱

区における探鉱・生産のみに集中している。デヴォン は 2000 年にカンポス盆地におけ

る複数の鉱区を落札し、そこで 2004 年にポルヴォ油田を発見した。同社は 2007 年下半

期にポルヴォにおける最初の石油生産に成功し、日量 5 万バレルまでの生産が見込まれ

ている。 

デヴォン は SK コーポレーションと連携してこの事業を行っており、権益の 60％を

有している。更に同社はブラジル国内で他 8 つの海上鉱区と 2 つの陸上鉱区の権益を有

し、その合計面積はポルヴォ油田と合わせると 80 万エーカー近くになる。これらリー

ス鉱区のうちの 7 つが資源埋蔵量の豊富なカンポス盆地にあり、残りの 2 つはバレリー

ニャ盆地とカマム盆地に位置する。海上リース鉱区の 4 つと 2 つの陸上鉱区の開発は、

ペトロブラスとの共同事業である。 

デヴォンがブラジル市場への参入を決めた要因は、ブラジルの安定した政治・財政・

規制環境と、同社がブラジル国内で築いた経験豊富かつ有能なパートナーとの協力関係

である。また、デヴォンはリオデジャネイロの地元団体を支援しており、地元の漁村と

協力して環境教育を進め環境保護に取り組んでいる。 
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 ダイアモンド・オフショア・ドリリング 

ダイアモンド・オフショアは、5 基の半潜水型海洋掘削リグと 1 隻の掘削船を所有し

ており、ブラジル海域を深く掘進しながら同国市場での地歩を固めている。リオデジャ

ネイロ州の都市マカエにオフィスを構えるダイアモンド・オフショアは、35 年間に渡っ

てブラジルで活動している。同社の第１位の顧客はアナダルコ石油で、収入の 9.4％を

占めるが、第 2 位のペトロブラスからの収入が 9.2％とその差はわずかである。このこ

とからもわかるように、ブラジルは同社が海洋掘削サービスを展開する上で主要マー

ケットの１つである。 

ダイアモンドにとってのブラジル市場の重要性は、同社のブラジル地域マネージャー

のミッキー・ウェルチ氏が最も的確に表現している。「我々の産業にはサイクルがあっ

て、多忙な時期の後に閑散期が続き、また多忙な時期がやってくる。しかし、ブラジル

は毎年多忙であり続ける世界で数尐ない市場の 1 つである。ペトロブラスは原油価格の

変動に関わらず常に掘削事業を手がけている。そして彼らは我々にとって最高の顧客の

1 社である」と同氏は語る。2007 年だけを見ても、ダイアモンドはブラジル沖での海洋

掘削事業で 3 億 8,360 万ドルの収入を得ている。 

急速に拡大する需要を満たすために、ダイアモンド・オフショアはブラジル人で構成

された大きな人材基盤を現地に構築し、人材教育プログラムを常に実施して従業員に昇

進の機会を与えることを決めた。同社の半潜水型リグオーシャン・ヤッツｲーは、ブラジ

ル人労働者の活用と雇用を奨励する戦略を生かした典型的な例であり、オーシャン・

ヤッツｲーは、他のどのリグよりも多くのブラジル人クルーを採用している。 

 

 エクソン・モービル  

エクソン・モービルは、ブラジルにおいて潤滑油、石油化学製品、石油探鉱・生産の

分野で事業を行っている。子会社のエッソとエクソン・モービル化学は、1,500 以上の

サービスステーションと、石油派生品用の 43 の倉庫と貯蔵ターミナル、国内最大規模

の 7 空港における航空燃料補給基地、サンパウロ州パウリーニャ市の化学工場を運営し

ている。エクソン・モービル化学・ブラジルは 1950 年代末に設立された。また、同社

のエッソブランドはブラジルでは 96 年以上に渡って親しまれてきている。エッソはブ

ラジルにガスポンプとタンカートラックを導入し、ブラジルの民間航空機に燃料を供給

した最初の企業である。 

2008 年 4 月に、ブラジルのエタノール製造最大手であるコサンは、エッソを買収した。

この買収には、ブラジル内にある 1,500 以上のエッソブランドのサービスステーション、

潤滑油生産、航空燃料事業が含まれる。ブラジルで 5 番目の規模を持つチェーンを買収

したことで、コサンは燃料配給市場全体の 7％にあたるエタノール燃料の販売経路を新

たに得たことになる。この計画が承認されれば、エクソン・モービルは、エクソン・

モービル化学、石油探鉱、クリティバ市内のサービスセンターを含む他の事業を継続し

て行っていく。ただし、この合意は関係当局により変更される可能性もある。 
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 ハリバートン・カンパニー 

ハリバートンは、生産最適化技術、掘削評価、液体燃料供給、油田掘削ソフトウェア、

コンサルティングを提供しており、ブラジルではペトロブラスを主要顧客としている。

ハリバートンの拠点はマカエ、リオデジャネイロ、サルバドールにあり、サンジョゼ・

ドス・カンポス市には同社の製造工場がある。ハリバートンは、製造施設を現場近くに

置くことで、より効率良く油田事業に機器を配備し、現地で従業員や材料の調達をする

ことができると考えている。 

ハリバートンは、一般的な掘削会社とは異なり、3 次元グラフィックスを使って掘削

現場の位置を正確に割り出せるソフトウェアや、掘削時の圧力を測定するためのモニタ

リングシステムの設置など、先端技術の導入を中心としたサービスを提供している。

2007 年、ハリバートンはペトロブラスと 2 億 7,000 万ドル相当の契約を結んだ。その契

約内容は、ブラジルでの高圧環境、高温環境、深海での探鉱・生産において試掘サービ

スを提供するというものである。この事業はブラジル国内の各地で行われ、物資供給の

最適化を図るために、サービスはマカエとモッソロのハリバートン事業所から提供され

ている。 

 

5. ケーススタディ 

ブラジルでの経験が比較的浅いシェブロンは、ビジネス戦略を変更し試行錯誤を繰り

返しながらビジネスチャンスを見出してきた。また、世界最大の海洋掘削請負事業者で

あるトランスオーシャンは、長年の経験と人材を武器にブラジルにおける地位を築いて

きた。以下では、これら 2 社がどのようにブラジルで事業を展開しているのかを探る。 

 

 シェブロン 

カリフォルニア州サンラモンを拠点とするシェブロンは、米国ではエクソン・モービ

ルに次ぐ総合エネルギー会社であり、世界の約 180 カ国で事業を展開している。その事

業内容はエネルギー分野全般を網羅しており、原油や天然ガスの探鉱・生産および輸送、

輸送燃料やその他の石油製品の精製・販売・配給、石油化学製品の製造・販売、発電・

地熱発電開発、エネルギー効率化ソリューションの提供、バイオ燃料やその他の再生可

能エネルギーなど未来のエネルギー資源の開発・商業化などを手がけている。 

シェブロンは、ブラジルでおよそ 1 世紀に渡ってテキサコブランドの下で石油化学製

品の製造と販売を行っており、ブラジルでの知名度も高い。テキサコは燃料ブランドの

売り上げでは、ブラジルで第 4 位である。 

シェブロンは、ブラジル石油化学市場において成功と失敗の両方を経験している。同

社の燃料・潤滑油添加剤事業を手がけるシェブロン・オロナイトは、2004 年後半に完了

した広範囲に渡る戦略・経済研究の結果に基づき、翌 2005 年、マウア製造工場を閉鎖

した。同社のグローバルな製造構造を合理化し、他の主要工場の稼働率を最大化するた

めにはこの工場の閉鎖が不可欠であると判断したからである。なお、同社のサンパウロ

工場は稼動を続けている。 



12 

Copyright(C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

最近では、2008 年 8 月に、シェブロン子会社のうち 2 社がウルトラパル（Ultrapar 

Participações S.A.)の子会社と契約を交わし、シェブロンのブラジルにおける燃料販売

事業を、約 7 億 3,000 万ドルに運転資本調整額を上乗せした価格で売却することを発表

した。契約の条件によると、ウルトラパルは、テキサコブランドの名で運営されている

約 2,000 のサービスステーション網、ターミナル事業関連の権益、シェブロンの商業・

産業燃料事業を獲得することになる。 

この契約により、シェブロンは、ブラジルにおける小売燃料販売事業を失うことに

なった。しかし、同社のグローバルダウンストリーム部門取締役副社長であるマイク・

ワース氏は、売却案は「下流分野での資源と資本を、戦略的なグローバル資産に集中さ

せようとしてきた我々の努力と合致している」と述べている。 

探鉱・生産セクターの開放以来、シェブロンはブラジルにおける戦略を変更し、下流

分野事業に代わって、上流分野での好機を狙うようになった。1997 年には、リオデジャ

ネイロに上流分野の事業拠点を設置した。ブラジルは世界の主要原油生産国へと変貌を

遂げたため、シェブロンが活動の焦点を移したことは、驚くことではない。シェブロン

がその事業水準を維持するためには、ブラジルの埋蔵資源の将来性に投資しないわけに

はいかなかった。 

小売燃料販売事業に関して、グローバルマーケティング部門社長のシャリク・ヨソフ

ザイ氏は、「我々は潤滑油事業と上流分野事業に集中することにより、引き続きブラジ

ルでの基盤を拡大していくつもりである」と述べた。シェブロンが将来のビジネスチャ

ンスはブラジルの探鉱・生産市場にあると見ているのは明らかだ。 

シェブロンは、1999 年に ANP が主催する海上鉱区の入札に初めて参加し、落札に成

功した。同社はカンポス盆地とサントス盆地における開発権益を有し、その面積は合計

17 万 8,000 エーカー（721 平方キロメートル）にも及ぶ。原油が発掘されてから生産に

至るまでには時間がかかる（6～10 年）。シェブロンは 2006 年になってようやく初の

油田プロジェクトの建設を開始した。28 億ドル規模のフレイド深海重質油開発域はカン

ポス盆地に位置し、その生産は 2009 年に開始される予定である。 

2011 年には、ピーク期の平均で日量 8 万 5,000 バレルの原油と 3,000 万立方フィート

の天然ガス生産量が見込まれている。このプロジェクトにおいて同社はペトロブラスお

よびフラージ・ジャパオ・ペトロリオ・リミターダ（Frade Japao Petroleo Limitada, 

FJPL）と提携しているが、シェブロンが独占経営者であり、プロジェクトの権益の

51.7%を保有する。フレイド開発がブラジルでの上流分野事業を成長させるための基盤

となり、世界市場においても原油の重要な供給源になるとの考えから、シェブロンは約

24 億ドルの資金を投入した。同社のフレイドにおける利権契約は 2025 年に満了する。 

シェブロンは、カンポス盆地ブロック BC20 におけるパパ・テラとマロンバの 2 つの

深海利権契約の非操業権益も保有しており、パパ・テラの 37.5％とマロンバの 30％の

権益を有している。サントス盆地においては、ブロック BS-4 で 20％の非操業権益を有

している。 

シェブロンが成功した理由の 1 つに、人と地域社会への投資が挙げられる。同社は、

ブラジル事業において現地の人材を雇用し教育することを強く謳っている。シェブロン

は地域社会に深く入り込み、様々なプログラム；を立ち上げ後援している。 
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それらのプログラムには、ブラジルの識字率の向上を目的に設立された事業

（Programa de Alfabetização Solidária）、公立学校や施設に本を配給するシティズン

シップ教育プロジェクト（Sowing Citizenship in the School project）、リオデジャネ

イロの恵まれない子供達への基本英語教育を支援する基礎教育プロジェクト(Projeto 

Conhecer)、そして、同社が自然管理委員会および環境教育協会（SPVS）と協力して約

2,500 エーカーの熱帯雤林の回復・保護活動を推進するアントニナ森林再生パイロット

計画（Antonina Reforestation pilot project）などがある。シェブロンは、事業の焦点

こそ変えたが、ブラジルでの事業は長期的な視野で取り組んでいる。 

 

 トランスオーシャン 

世界最大の海洋掘削請負事業者であるトランスオーシャンは、ブラジルの石油・天然

ガス産業において大きな実績を残している。同社は初めてブラジル市場に参入した 1964

年以来、海洋探鉱活動に関わってきた。トランスオーシャンのブラジルにおける歴史で

特に注目すべきは、1968 年にペトロブラスと共同で行った初のジャッキアップ P1 の建

設や、ブラジル初の生産井の掘削、そして、1972 年に初のタレット係留式掘削船 NS2

のライセンシングを行い、その建造に貢献したことなどが挙げられる。 

1980 年代には、同社はカンポス盆地に 80 のターンキー坑井を建設したが、この数は

現地における他のどの請負事業者をも凌ぐ数である。更にトランスオーシャンは、ブラ

ジル沿岸沖において、掘削水深の世界記録を７つ保持している。 

現在トランスオーシャンは同社が保有する 11 基のリグでブラジル沖の掘削を行って

おり、陸上には 2 つの拠点と訓練施設を有している。拠点の 1 つはリオデジャネイロに

あり、もう 1 つの拠点と訓練施設はマカエに位置する。トランスオーシャンは、ブラジ

ルの陸上・海上合わせて 1,000 人の従業員を雇用しており、そのうちの 85％がブラジル

人である。 

トランスオーシャンは、同社の最初の顧客であったペトロブラスとの事業をきっかけ

にブラジル市場に参入した。探鉱・生産セクターの開放によって、トランスオーシャン

は、ブラジル沖で掘削事業を行う他の顧客をも獲得するに至った。現在の顧客には、

シェブロン、デヴォン 、レプソール、ペトロブラスなどが含まれる。 

また、2008 年には、ペトロブラスとの間に 4 基のリグの契約を交わしたと発表した。

これら 4 基のリグは、それぞれ 5 年から 6 年の期間でリースされる。トランスオーシャ

ンは他にもレプソールと半潜水型リグ 3 基、シェブロンと半潜水型リグ１基、デヴォン 

と超深海鉱区掘削船１隻の契約を締結した。ペトロブラスとの契約だけでも、30 億ドル

の収入が見込まれる。 

ペトロブラスにとって、トランスオーシャンは深海の目標に到達するための重要な

パートナーである。トランスオーシャンのブラジル企業やエネルギー産業との結びつき

は、同社が 1999 年 12 月 31 日にセドコ・フォレクスと合併したことによってさらに強

まった。この合併により、トランスオーシャンは事業、技術、市場、産業契約において

より深い知識を得ることになった。 
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ブラジルにおけるトランスオーシャンの成功の大部分が、その事業経験と、現地の人

材を採用しようとする積極的な姿勢によるものである。同社マーケティング担当のダニ

エル・エリアス氏によると、トランスオーシャンの成功について、「経験、経験、経験。

いくら計画を立てて、契約交渉をして、市場研究を重ねても、結局のところ、トランス

オーシャンに厚い信頼が寄せられるのは、我々の従業員の努力の賜物である。 

我々の従業員はブラジルにおける日々のビジネス、つまり、事業、技術、物流、法律

等全ての分野を完全に理解している。このことが我々パートナーや顧客に認識されてい

るのである。我々の成功は、従業員の質と、我々がブラジルで 40 年以上に渡ってペト

ロブラスと共に継続的に事業を行い培ってきた経験によって達成されたものである」 と

語った。 

トランスオーシャンのブラジルにおける確固たる位置づけは、ブラジル人従業員を教

育して多くの管理職に採用することと、常に機器の安全・操作性能の改善を行うことを

重視した結果得られたものである。同社は 2001 年に高校、大学、海軍学校において集

中的な求人活動を行った。ブラジル人従業員の専門的知識やプロ意識は、世界中のどの

企業の従業員にも引けを取らない。 

2001 年には、トランスオーシャンのリグ担当マネージャーの中でブラジル人は 1 人で

あったが、現在では全てのリグ担当マネージャーがブラジル人である。より多くのブラ

ジル人を採用することにより、自国から人材を送り込む場合の諸経費が不要となってコ

スト削減が実現でき、ブラジル経済を支える現地住民により多くの職を提供できること

になるのである。トランスオーシャンのブラジル人労働者を採用しようとする献身的な

姿勢と、ブラジルで長い間に培ってきた経験が、同社がブラジルでの採掘請負事業者と

して高評価されている理由である。 
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２章 自動車 

 

 国土の広いブラジルでは、米国と同様、車社会であると思われがちであるが、自動車

普及率は先進国の 3 分の 1 程度である。近年、可処分所得が増え、インフラ設備も整い、

国民の自動車購入意欲は高い。各国の自動車メーカーがブラジル市場に注目しているの

は言うまでもないが、ブラジルは代替燃料車の先進国でもあるユニークな側面を持つ。

外国の自動車メーカーは、政治、経済的理由から進出や撤退を繰り返しながら、ブラジ

ル市場の獲得を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 自動車産業概要 

要旨 

GM がスペイン語市場への進出初期に発売した「Nova」（スペイン語では「ダ

メ」の意味）や、フォードのブラジルでの「Pinto」（ポルトガル語では体の一部を

示す俗語）は、米国自動車メーカーの失敗や南米市場での誤った戦略の事例研究と

して米国ビジネススクールで頻繁に引用されている。いずれも、現地の言葉、文

化、ドライバーのニーズをまったく考慮しなかった結果である。また、米国自動車

メーカーは事業を立ち上げてはすぐ撤退するなど、市場での長期的なビジョンを

持っていなかった。 

現在苦境に喘ぐ GM、フォード、クライスラーは、北米での事業安定化努力を続

けつつ収益性の改善を図るために、BRICs 諸国（ブラジル、ロシア、インド、中

国）などの新興成長市場に過去になく大きく依存している。こうした企業が今後市

場で競い合っていくためには、顧客の趣向やサプライヤーの柔軟性だけでなく、市

場の動向をより良く理解しなければならない。国内調達部品の利用に関するブラジ

ルの法律によって、自動車 OEM 各社はサプライヤーとの関係構築・強化を図って

ゆくだろうが、誤った組立ラインや工場を選べば、サプライヤーがすべてを正しく

行ったとしても事業の失敗は目に見えている。 

アジアや欧州の OEM は、米国 OEM よりもブラジルの自動車購入者を良く理解し

ているのだろうか。多くのアメリカ人は、アジアの自動車メーカーはアメリカ人運

転者のニーズをビッグスリーよりも良く理解していると考えており、日本車に対す

る彼らの忠誠心は売上に反映されている。米国各地には日本車メーカー（トヨタ、

ホンダ、日産、三菱）、韓国車メーカー（ヒュンダイ、キア）、ドイツ車メーカー

（BMW、ベンツ）、米国車メーカー（フォード、GM、クライスラー）などの多く

の組立工場があるが、その中で閉鎖に追い込まれているのは主にビッグスリーの工

場である。 

ビックスリーの中で健闘しているのはフォードでだが、ブラジルで成功をおさめる

可能性が一番高いのもまたフォードである。それは、フォードが顧客の声に耳を傾

け、経済の低迷期や拡大期を通じて常に安定した経営を行い、ブラジル市場での長

期的かつ戦略的なビジョンを持っているからである。 
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ブラジルのインフラ整備が進み、道路や高速道路をきらびやかな最新型の車が走る光

景は、同国の可処分所得が増えていることの証である。国土の広いブラジルでは、中流

層の拡大によって国内自動車産業は堅調に伸びており、さらなる成長が期待される。ロ

イターニュースによれば3、先進国では 2～3 人に 1 台の割合で自動車が普及しているが、

ブラジルでは約 7.7 人に 1 台（サンパウロ市は例外で 2 人に 1 台）である。この割合は

メキシコの同 4.7 人に 1 台、アルゼンチンの同 5.2 人に 1 台と比較しても低い。 

自動車メーカーにとってブラジルに大きな市場が存在することは明らかである。ただ

し、初めての自動車購入者を獲得するためには、連邦政府の規制に適合し、かつ国内消

費者の欲求、趣向、予算に対忚した事業戦略が必要である。 

ブラジルは自動車組立を行う絶好の拠点である。第一に、ブラジルはメルコスール

（ブラジル、アルゼンチン、チリ、ウルグアイを包含する関税同盟）の戦略市場やベネ

ズエラ市場に近いため、OEM にとって魅力的な場所となっていること。第二に、航空

宇宙産業や医療産業とは異なり、自動車産業では外国企業が地元企業との提携や合併を

形成せずに直接完全子会社を設立できることである。最後に、輸入自動車には高額の関

税が課されているため、価格面の観点から国内で組立てる方がより魅力的である。 

ブラジルの自動車市場は、フィアット、フォルクスワーゲン（VW）、GM、フォード

の国際的な自動車メーカー4 社によって支配されている。これら 4 社は 2008 年にはブラ

ジル市場の 80%を占め、その数は 245 万台にのぼる。中でもリーダー的存在にあるのが

イタリアに本社を置くフィアットで、25%の市場シェアを持つ。32 年前にブラジルに進

出したフィアットは、ブラジルでの事業運営に大きく独立性を持たせると共に、現地採

用者を上級経営幹部に任命したり、地元の人気サッカーチームを全面に押し出したマー

ケティングキャンペーンを実施したりすることで、「フィアットはブラジルのブラン

ド」というイメージを定着させている。 

第二位の VW は、22%の市場シェアを持ち、ブラジルで 55 年の歴史を持っている。

上級管理職は依然としてドイツ人であるが、歴史的な経緯（VW ビートルは 80 年代半

ばまでブラジルで最も人気のある車だった）から VW はブラジル人にとって馴染みの深

いブランドだ。第三位は米国の GM で、市場シェアは 20.5%、第四位のフォードは 10%

の市場シェアを有している。本稿では、ブラジルにおける米国自動車メーカーの位置付

けと経験について詳しく説明する。 

米国自動車メーカーは世界的な経済減退の打撃を受け、苦境に立たされている。

「ビッグスリー」（フォード、GM、クライスラー）は現在北米での組織再編を進めて

いるが、このプロセスは完了まで長い年月を要する可能性があり、その間の生き残りを

かけて各社は新興成長市場での売上を通じて収益の改善を図ろうとしている。国内調達

部品の利用に関するブラジルの法律に基づき、OEM はサプライヤー契約を通じて十分

な割合の構成部品を国内で調達しなければならないが、誤ったパートナーを選択しては

話にならない。最も重要なのは、ブラジル市場での長期的なビジョンを掲げ、サプライ

ヤーや顧客との関係を強化するために多様なネットワークを構築することである。 

                                                   

3 ロイターニュース 2009 年 4 月 8 日記事

http://www.reuters.com/article/companyNews/idUK170912+08-Apr-2009+RTRS20090408 
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2. 代替燃料車の先駆者－ブラジル市場はフレックス車が独占 

ブラジルに進出する米国自動車メーカーは、地元の規制に準拠するためにしばしば設

計変更を余儀なくされてきた。70 年代半ばの石油危機に続き、ブラジル政府はガソリン

への依存からの脱却を目的に、エタノールとガソリンの最低配合率を規定する国家アル

コール・プログラム（Pró-Álcool）を導入した。 

1976 年以降燃料へのエタノールの混合率が段階的に増加されてきたが、2007 年より

要求されている現在の最低混合率は 25%（E25）である。エタノール混合ガソリンに対

忚するためにガソリンエンジンに加えられた改良点には、圧縮率や燃料噴射の調整、よ

り低温でのスパークプラグの使用、エタノールと接触すると腐食してしまう材料の交換、

補助コールドスタート・システムの装備などがある。 

1979 年には市場に 100%エタノール燃料車が登場し、現在はエタノールを含まない純

粋ガソリンはもはや国内で入手ができなくなった。80 年代半ばにエタノールの供給が逼

迫して価格が高騰し、同時にガソリン価格が低下したことにより、国家アルコール・プ

ログラムは中止の危機に陥った。プログラムの廃止を求める大きな圧力がかかったが、

革新的技術や機器の改良が進み、それらが有効であることが証明された。世界の自動車

市場は、ブラジルでの代替燃料車の成功に注目している。 

ブラジルの技術者たちは、90 年代後半にフレックス燃料技術の開発を開始した。フ

レックス燃料技術とは、ガソリンとエタノールの片方頼みでも、あるいは両方を燃料と

しても利用できる自動車の事である。このフレックス車を最初に市場に投入したのは、

2003 年 3 月に Gol 1.6 Total Flex を発売した VW である。その 2 ヶ月後、GM はフィ

アットとの合弁で開発した、パワートレーン・エンジン搭載のシボレーCorsa 1.8 

Flexpower を発売した。フレックス燃料エンジンには、燃料タンク 1 台、そしてエタ

ノールとガソリンの混合率を測定するセンサー1 個が含まれる。車載診断機能があらゆ

る配合率を検出し、それに合わせてエンジンの動作が自動的に調節される。E100 と初

期のフレックス車では、外気温が低いときにエンジンを 100%エタノール燃料で始動さ

せるための小型ガソリン・リザーブタンクが必要だったが、2009 年式改良フレックス燃

料エンジンでは、コールドスタート用のガソリン・リザーブタンクは不要になった。 

エタノール車の成長は 2006 年をピークに減退し始め、代わりにフレックス車が急成

長を遂げた（表「ブラジルにおける燃料種類別自動車生産台数」参照）。2008 年 8 月ま

でにブラジルのフレックス車の売上は 620 万ドルに達した。2008 年の新車販売台数の

88%は代替燃料車であるが、これらが急速に普及している背景には、ガソリン価格の高

騰、そしてエタノール供給量の拡大がある。米国にはエタノール補給ポンプが 1,900 台

しかないが、ブラジルにはエタノール補給ポンプが 1 台以上設置されたガソリンスタン

ドが国内各地に 3 万 5,000 箇所ある。 

もう一つの燃料オプションに天然ガスがある。ブラジルでは国内各地のガソリンスタ

ンドで天然ガスを広く入手できる。車を運転するブラジル人は、整備工を雇って車に天

然ガス変換キットを取り付け、トランク内に天然ガス用補助タンクを追加している。

GM の小型車 Astra は、工場取り付けの天然ガス・オプションを搭載した市場初の車で

ある。 
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（表 ブラジルにおける燃料種類別自動車生産台数） 

 

出所： ANFAVEA（2008 年ブラジル自動車産業年次報告）4 

 

3. 資金調達、貸付、経済的要素 

過去 2～3 年間に渡り、ブラジルは年率約 5%という高い経済成長をとげてきた。賃金

の増加、中流層の拡大、容易に借り入れが行える環境などによって、世界経済の成長が

減速した 2008 年末までは自動車の需要が増加し、ブラジル経済を支えてきた。ブラジ

ル中央銀行は、インフレを抑制するために 2008 年 9 月、政策金利を 13.75%に引き上げ

たが、これによって 10 月と 11 月の売上が低迷した。12 月には、政府が銀行の貸出を奨

励するための税金優遇措置を導入したこともあって、売上は前月比 11.5%増であった。 

ブラジルの自動車製造業者協会（Fenabrave）は、当初 2009 年の売上は前年比 19%

減を予想していたが、税金優遇措置の導入のおかげで、現在では 2009 年の予想を上方

修正して 3.1%増を見込んでいる。 

しかし、自動車メーカーは依然生産施設の稼働率を下げ、事業拡大計画を中止し、雇用

を削減した。自動車産業に携わる数千人が雇用削減に反対デモを起こし、消費者需要と

業界の生産活動を刺激するべく中央銀行に金利引き下げを要求した。2009 年 1 月 22 日、

ブラジル中央銀行はこの要求に忚え、政策金利 12.75%に引き下げた。その後、2009 年

3 月には 11.25%、4 月には 10.25% に引き下げられた。ブルームバーグによれば5、イン

フレ率も低下しているため、2009 年終わりまでには 9.25%まで引き下げられることが予

想されている。 

                                                   

4 http://www.anfavea.com.br/anuario2008/capitulo2a.pdf 

5 ブルームバーグオンラインニュース

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aU5ZRhLSJGl8 
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4. ビッグスリーの経営に極めて重要な役割を果たす新興成長市場 

BRICs 諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）は米国自動車業界にとって重要な市

場である。人口 1 人当たりの自動車保有台数が多い先進国市場では自動車売上が低迷し

ているが、これとは対照的に新興成長市場では伸び率が下がっている程度である。

BRIC 市場での米国車の売上は、今後数年間は米国での米国車の売上を上回るかもしれ

ない。ビッグスリーは、米国政府の財政支援を受けてビジネスモデルの再編を進める間、

BRICs 市場での収益に期待をかけている。この章では、米国企業各社のブラジルにおけ

る事例を紹介する。 

 

 クライスラー（Chrysler） 

クライスラーはブラジルでの経営にあたり、米国メーカーであるがために起こるいつ

かの問題に直面してきた。クライスラーは、フランス子会社のシムカ・ドュ・ブラジル

の買収を通じて 1966 年にブラジルに進出した。その 3 年後、同社は、知名度の高いシ

ムカブランド車の生産を段階的に中止してダッジブランドを導入する決定を下した。

1980 年にクライスラーの財務状況が逼迫した際、同社はブラジルの資産をすべて VW

に売却し、ブラジル向けに米国で製造した自動車の輸入を開始した。しかし、自動車の

陸揚げには関税のほか、諸税、輸送費用がかかり、輸入米国車の価格は大半のブラジル

人には手が届かないほど高額であった。 

その後、クライスラーは 1998 年にクリティバ郊外カンポラルゴに工場を開設し、ブ

ラジルでの事業を再開した。この工場は、ダッジダコタ・ピックアップトラックの組立

に必要な部品のジャスト・イン・タイム納入を実現するために、地元のサプライヤーと

の提携に基づくモデル工場として建設されたものである。「地元にサプライヤー工業団

地を持つ組立工場を」という運営戦略は全世界の自動車メーカーのモデルになると期待

されていたが、同工場はこの可能性を実証することができなかった。1998 年のダイム

ラーとの合併後、同工場は十分な稼働率が保てず（フル稼働率の 11%）、ダイムラー・

クライスラーは同工場を閉鎖する決定を下した。 

1996 年には、一連の新小型車向けの小型 4 気筒エンジンを開発するために、クライス

ラーと BMW が合弁のトライテック・モーターズを設立した。その後、ダイムラーがク

ライスラーを分割独立させた際、BMW はトライテックの 50%の所有権を売却した。こ

れによって同合弁が解消され、クライスラーは 2007 年 7 月にトライテックの 100%の所

有権を手に入れた。その後間もなく、2008 年 3 月、クライスラーはトライテックをフィ

アットに売却し、フィアットは同社の工場を利用してフレックス車用のエンジンを製造

している。 

フィアットは 2009 年 1 月 19 日にクライスラーの所有権の 35%を取得することに同意

した。フィアットによる所有権取得は、主に小型車のプラットフォームの共有を目的と

した技術交換と両社のコスト削減を目的としたものである。ところが、クライスラーは

緊急融資として既に 40 億ドルを受け取っており、2009 年 4 月には破産法 11 条適用の

申請したため、このパートナーシップの行方も、フィアットのブラジル事業への影響に

ついても、まだ明らかではない。 
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 カミンズ（Cummins, Inc.） 

カミンズのブラジル工場は 25 年以上現地で生産活動を行ってきたが、現在では世界

中のカミンズ工場に輸出されるエンジンやコンポーネントを幅広く製造している。カミ

ンズはブラジルで最初に ISO 9001 認証登録を受けたディーゼルエンジン・メーカーで、

ブラジル国内で QS 9000 認証登録を受けたのも同社が初めてである。 

 

 デーナコーポレーション（Dana Corporation） 

デーナコーポレーションは、自動車メーカーや自動車用アフターマーケット製品メー

カーを顧客とする世界最大の独立系サプライヤーの一つである。デーナはコンポーネン

ト、モジュール、ならびに車軸、ドライブシャフト、構造材、ステアリング／サスペン

ション、ブレーキ／クラッチ関連の完成システム製品を供給している。同社の顧客には

世界最大級の自動車メーカーが含まれている。1904 年に設立されたデーナはオハイオ州

トレドに本社を置き、26 カ国で事業を展開している。同社はブラジルで 60 年の事業経

験を持ち、15 の生産工場と 2 つのサービスセンター（リオグランデ・ド・スル州グラバ

タイ、サンパウロ州ディアデマ、サンパウロ州オザスコ、サンパウロ州ソロカバ、サン

パウロ州タウバテ、パラナ州カンポラルゴ）を通じて年間 5 億 1,700 万ドルの売上を上

げている。 

1998 年、デーナはブラジル市場において積極的な事業拡大を行った。まず、同社はサ

スペンション・コンポーネントとショックアブソーバーを製造するナカタ S.A.産業の

98%の所有権を取得した。続いて、デーナとフレイオス・ヴァルガの合弁であるシステ

マスが、サンベルナルドで製造される様々な VW 車向けフロント／リアサスペンション

とエンジンクレードルのサプライヤーとして採用された。 

最後に、デーナはクライスラーのダコタ・ピックアップ生産ライン専用車体を供給す

るためにカンポラルゴに新工場を設立した。この継続的シャーシ供給プロジェクトは、

ダコタライン向けのジャスト・イン・タイム対忚サプライヤーとして、デーナがクライ

スラーと共同で開発したものである。 

具体的には、デーナの工場の生産計画がクライスラーの生産計画チームによって管理

された。これは、トラックのコストの 30%をシャーシが占めているという点で、極めて

重要である。デーナはクライスラーと同様の関係を他のサプライヤーとの間にも拡大し

た。例えば、グッドイヤーは同社に組み立て済みタイヤを供給している。しかし、この

革新的な協力関係と組立体制にもかかわらず、2000 年には消費者需要が落ち込み、工場

の十分な稼働率が保てなくなった。損失拡大の兆しを察知したデーナは事業の統合を図

り、ダイムラー・クライスラーは活動開始から 3 年も経たずにカンポラルゴ工場を閉鎖

した。しかし、デーナは力強く事業を推し進め、引き続きブラジル市場で活動を続けて

いる。 
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 デルファイ自動車システム（Delphi Automotive Systems Ltda.） 

デルファイは、パワートレーン、安全、ステアリング、熱、制御／セキュリティ関連

の各種システム、電気構造ならびに車内エンターテイメントシステムを含めた車両エレ

クトロニクス機器と輸送システムの大手グローバルサプライヤーである。その技術は、

コンピュータ、通信、消費者エレクトロニクス機器、エネルギー、医療用途でも利用さ

れている。デルファイはミシガン州トロイに本社を置き、約 15 万 5,500 人を雇用して

いる。世界 35 カ国で 148 の全額出資子会社を経営し、2007 年には 223 億ドルの売上を

上げている。 

デルファイは 1942 年にブラジルに進出し、以来同国で強固な基盤を確立している。

同社の拠点はサンパウロに集中しており、同社の南米地域本部もサンパウロにある。デ

ルファイの急速な成長を推進した要因の一つに、エタノール関連の活動がある。この活

動は、国家アルコール・プログラムへの OEM 各社の準拠を保証するため、80 年代後半

に開始され、1991 年にはブラジル国内の E100 車向けコンポーネントを供給していた。 

2003 年、デルファイはあらゆる配合率のエタノール／ガソリン混合燃料で走れるフ

レックス燃料エンジン管理システムを開発する最初のサプライヤーの一つとなった。デ

ルファイのエンジン制御・燃料噴射システムは「マルチ燃料」システムと呼ばれ、エタ

ノールの配合率を検出し、性能の最適化を図るためのスパーク制御を行うように設計さ

れている。ブラジル国内のフレックス燃料エンジンの約 25%は、デルファイのマルチ燃

料技術を利用している。 

またデルファイは、商業車や大型車が圧縮天然ガスやディーゼルで走れるようにする

マルチ燃料システムも開発している。さらに同社は、バイオディーゼル研究者と協力し

てバイオディーゼルの性能に影響を与えるパラメータを検討している。同社は、組立事

業者や消費者のニーズを先取りして、将来の燃料・燃焼関連の課題を解決する最先端の

ソリューションを開発する努力を続けることで、市場リーダーとしての地位を確かなも

のにしている。 

 

 イートン・コーポレーション（Eaton Automotive） 

イートンは過去 41 年間に渡ってブラジルの自動車産業に携わってきた。同社は生産

ラインと市場を拡大し、現在では GM、フォード、VW、フィアットを含む複数の顧客

向けエンジンバルブを製造している。1996 年、イートンは小型／中型トラック用トラン

スミッションを製造する CAPCO ブラジルを買収した。イートンのブラジルでの売上は

現在 2 億ドルを超えており、同社はブラジルでの製造を拡大して粘性ファン駆動装置等

の製造を開始する予定である。イートンの子会社 CAPCO ブラジルの今後の継続的成長

が注目である。 

 

 フォード・ブラジル（Ford do Brasil） 

フォード・ブラジルは、米国の最大手自動車メーカーの一つフォード・モーター・カ

ンパニーの子会社である。フォード・ブラジルはブラジル国内市場シェアでは第四位で、



22 

Copyright(C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

ブラジル市場の 10%を掌握している。サンパウロのサンベルナルド・ド・カンポに本社

を置く同社は、現在バイーア州北部のカマサリに新しい最新鋭組立工場を建設している。 

フォードのブラジルへの進出は、T 型フォードとモデル TT トラックの輸入および国

内販売が開始された、1904 年に遡る。1919 年、フォードは上記 2 機種のコンポーネン

トの輸入と国内での組み立てを開始した。1957 年に、同社はブラジルで最初の OEM 事

業を開始した。当初コンポーネントの大部分は米国から輸入していたが、ブラジル国内

の Tier1 および Tier2 のサプライヤーが増加するにつれて同社は現地調達を開始した。 

1980 年代には、極度のインフレによって南米で経済危機が発生し、その結果メーカー

各社は生き残りをかけて雇用削減を余儀なくされた。1987 年には、フォードおよび VW

のブラジルとアルゼンチンの子会社が事業を統合し、VW が 51%、フォードが 49%の所

有権を持つオートラティーナと呼ばれる新しい持株会社が設立された。両社は引き続き

独自のブランド戦略、マーケティング・販売活動、サービスセンター運営を行ったが、

コスト削減のため他の部門や事務業務は統合された。しかし、1994 年にはフォードと

VW が分割に合意したことで合併が解消され、事業の完全な支配権を手に入れたフォー

ドは各種戦略やリーン生産方式を適用し、ブラジル市場での競争力を強化した。 

 

 GM（ゼネラルモーターズ）（General Motors） 

GM・ブラジルは、GM にとって世界で第三位の規模を誇り、その歴史は 84 年にもお

よぶ。3 つの製造工場を持つ GM ブラジルの 2008 年の市場シェアは 20.5％であった。

これは、米国のライバル、フォード・ブラジルの国内シェアの 2 倍に当たる。米国から

輸入した車両コンポーネントの組立工場運営をいち早く開始した同社は、事業開始から

5 年後、GM はサンジョゼ・ドス・カンポスに最初の工場を立ち上げた。GM ブラジル

はサンカエタノ・ド・スルに本社を置き、サンジョゼ・ドス・カンポス工場（1958 年に

操業開始）とリオグランデ・ド・スルのグラバタイ工場（2000 年に操業開始）の 2 工場

を運営している。 

昨今の経済危機と消費者金融市場の縮小に対忚するため、GM ブラジルは 802 人の臨

時労働者を解雇している。解雇の発表に続いて抗議行動が起こり、労働者による業務ボ

イコットや、雇用の復活と安定を求める労働者による街頭抗議デモにつながった。抗議

行動の一環として、自動車労働者は消費者の自動車需要を喚起するべく金利を引き下げ

るよう政府に訴え、これが、金利引き上げにつながった。 

 

 イリノイ・ツールワークス（Illinois Tool Works） 

イリノイ・ツールワークス（ITW）は、ブラジルの自動車業界に製品供給を行う 3 つ

の子会社を有している。その一つケミカルプロダクツ・ブラジルは 1999 年に設立され、

ブラジルと南米で幅広い ITW ブランド製品の製造と販売を行っている。同社は ISO 

9001 認証登録を受けており、85 人の従業員を有する。ITW デルファストブラジルは、

自動車市場向けのプラスチック製コンポーネントやファスナーを製造している。デビル

ビスブラジルは、工業用、自動車仕上げ用、および OEM 向けにスプレー機器を供給し
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ている。複数の子会社を運営するブラジルでの事業パターンは、ITW のグローバル事業

戦略と一貫したものだ。 

イリノイ州グレンビューに本社を置き 100 年の歴史がある ITW は、52 カ国に分散し

た 825 社から成る事業部門を抱え、6 万人を雇用している。この分散型事業運営戦略を

通じて、同社は製品を購入する顧客の近くで活動することが可能になっている。ITW は

事業部門単位でカスタム化された製品やサービスを提供しつつ、顧客のニーズに迅速に

対忚している。 

また同社は、多角化によって市場の不確実性を軽減できるとも考えている。様々な市

場において、同社の資産は 80/20 プロセス（売上の 80%を占める上位 20%の顧客を正確

に特定し、彼らに焦点を当てる）に従って運用されている。このプロセスを通じて ITW

は、米国と同様にブラジルでも、財務実績の改善や株主への利益還元を実現する自社能

力の最適化を図っている。 

 

5. ケーススタディ 

 国際自動車メーカー各社は、地理的条件および関税や労働力等の価格面から、ブラジ

ルの自動車組立工場を重要視している。組み立て工場での作業を効率良く、迅速に進め

るために各社とも工夫を凝らしている。以下では、クライスラーがサプライヤーのデー

ナと共同で立ち上げたダッジダコタ工場のプロジェクトにおける失敗例と、フォードの

ブラジルにおける最新鋭工場についてみていく。 

 

 カンポラルゴにおけるクライスラーとデーナの共倒れ 

1990 年代後半、ブラジルは自動車製造の新しい戦略の試験場となった。サプライヤー

と OEM 双方でのプロセス合理化とコスト削減を図るため、サプライヤーのフィード

バックを考慮して製造工場が設計された。数百万ドルの投資を必要とする共同プロジェ

クトでは、損益分析の詳細がプロジェクト開始時点でははっきりしないことが多い。

デーナがクライスラーとの提携を通じて学んだ経験は、OEM が市場の先行きを見誤る

とサプライヤーに何が起こるかわからないことを示す格好の例である。 

1998 年にカンポラルゴにダッジダコタ工場を立ち上げることで、クライスラーは 17

年ぶりにブラジルでの事業を再開した。この工場は 3 億 1,500 万ドルを投じて建設され

たもので、250 人のクライスラー社員と 70 人のサプライヤー社員によって運営された。

クライスラーは同工場の運営を「サプライヤー・コスト削減努力（SCORE）」プログ

ラムと名付けた。これは、クライスラーと Tier1、Tier2 サプライヤーとの提携努力によ

るコスト節約を実現するためのプログラムであった。デーナだけでなく他の多くのサプ

ライヤーもカンポラルゴの近くにクライスラー向けの専用自社工場を建設した。 

デーナは、ダッジダコタ用車体の供給要請をクライスラーより受け、「継続的シャー

シ供給」と呼ばれる手法を開発した。これは、具体的にはデーナがシャーシをダコタの

生産ラインに 3 時間毎に、ジャスト・イン・タイムで「継続供給」するというものであ

る。ダコタの製造工程では、電子データ・インターフェース（EDI）システムを使用し
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てサプライヤーに要件が送信された。クライスラーは、部品や組み立てが必要となる数

時間前に注文を送る。 

ダコタ工場は、EDI システムを利用した初の工場であった。組み立てやコンポーネン

ト・システムは、必要に忚じて納入された。組立工程の各段階に納入用ドアが設けられ、

コンポーネントが必要な場所に納入されるようになっていた。この工場では、ミスの発

生を限りなくゼロに抑える必要があった。と言うのも、OEM 側が在庫を持たないため、

サプライヤーが何かを納入できなければ、それが納入されるまで製造工程を停止しなけ

ればならなかったためである。大部分の組み立ては、生産ラインへ納入される前に行わ

れた。 

デーナは、ダコタの価格の 30%を占める車体を納入するために 66 社のサプライヤー

を管理した。この取り決めによってデーナが実際に負担する製造コストが大きく削減さ

れ、クライスラーも車体ラインのコンベアーや金型への投資を回避できた。 

このブラジル工場のモデルが持つ 2 つの利点は、OEM（クライスラー）がコストの削

減と組立の簡素化を実現でき、また国内調達部品の利用に関するブラジルの法律の要求

基準を満たすことができる点である。ブラジルでは、組立工場の設立後 3 年以内に車両

部品の 60%を国内で調達しなければならないと規定されている。サプライヤーから事前

組立モジュールを購入することで、クライスラーは初年度に既に 50%以上の部品を国内

で調達できていた。 

当初の計画ではカンポラルゴ工場で年間 4 万台を生産する予定であったが、2000 年の

ダコタ生産台数はわずか 4,600 台であり、工場はフル稼働能力の 11%で操業していた。

1999 年にブラジルの通貨レアルの平価切り下げが行われたこと、またあらゆる分野で小

型製品を好む同市場で大型ピックアップトラックを生産するという誤った判断をクライ

スラーが下した、という 2 つの理由から、需要が低迷し生産台数が削減された。 

2001 年、ダイムラー・クライスラーの合併は、事業縮小を加速させた。合併後の新会

社は、コスト削減を目的に雇用を 20%削減し、設立後 3 年しか経っていないカンポラル

ゴ工場を含めた 6 工場を閉鎖した。カンポラルゴ工場の閉鎖で、クライスラー専属サプ

ライヤーとなるために多額の投資を行ったダコタサプライヤーは大きな打撃を被った。

これは、一社だけとサプライヤー関係を構築することのリスクを強調する例である。

デーナは直ちに車体組立事業を統合し、現在ではカンポラルゴでボルボ向け車体を生産

している。 

 

 最新鋭施設に賭けるフォード 

フォードは、1987 年から 1994 年まで VW とのプラットフォーム共有ジョイントベン

チャー「オートラティーナ」を運営していた。しかし、この合弁事業から手を引いて以

来、フォードのブラジル国内でのイメージは目立ったところがなかった。1998 年には

13.2%の市場シェアを誇ったが、2001 年には 6%余りと減尐し、競合ブランドの製品に

切り替える代理店が相次ぎ、同社の販売ネットワークが縮小した。 

2001 年は、フォードにとってブラジルでの事業の正念場となった。同社は、失敗に終

わった過去の戦略から脱却し、復活の道を見つけなければならなかった。ブラジル北東
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部に革新的な新工場を建設することで、フォードは欧州機種の流用をやめ、ブラジル消

費者を惹きつける外観を持ったエコノミー機種の設計を目指した「アマゾン・プロジェ

クト」をスタートさせた。 

ところで、フォードはなぜブラジル北東部を選んだのだろうか。1999 年、フォードは

将来のニーズに最も合致した新しい組立工場の建設地を探すために幾つかの州と交渉を

開始したが、あらゆる点で南部のリオグランデ・ド・スル州が最適であることが分かっ

た。しかし、同州の新政権は、フォードが旧政権と結んだ資金調達、インフラ基盤、税

金優遇措置を含めた総額 2 億 5,000 万ドルの契約の履行を拒否した。その後フォードは

すぐに、北東部の貧しいバイーア州を新たな 40 億ドルの投資先に決めた。フォードは

5,000 の雇用創出、地域プログラムを通じた従来の社会的責任の履行、地元大学との技

術移転パイプラインの確立、ならびに主に観光地として知られていたバイアへの工業文

化の構築などを約束した。 

フォードが 40 億ドルをかけた近代工場は、最新鋭製造施設として世界でも最も高度

な自動車工場の一つでもある。この工場は、フォードの米国内の工場のどれよりも自動

化が進み、生産に無駄がなく、柔軟性も高い。同工場では 5 つの異なる車両プラット

フォームを同時かつ同一ラインで生産できる。20 数社のサプライヤーが、「モジュール

生産」プラットフォームに必要となる各種アセンブリをフォードのラインに供給する。

前述のクライスラーのダコタ工場の例と同様に、フォードもサプライヤーの統合を図っ

たが、やり方はクライスラーよりも賢明であった点がフォードの成功の鍵を握っている。

敷地内で操業するサプライヤー7 社が協力して移動式カートの上でコンポーネントを組

み立て、完成したアセンブリがラインに投入されて上部車体に組み付けられる。この

ジャスト・イン・シーケンス製造によって、フォードの在庫コストは最低限に抑えられ

ている。 

カマサリ工場で製造する機種は、フォードの市場シェアを 5 年間で 6%から 12%に拡

大する立役者となった。具体的に、これらの機種とはメキシコ、チリ、アルゼンチンへ

の輸出が 20%増加している伝統的な人気機種フォード「フィエスタ」と、高級輸入車で

支配される市場で健闘している小型スポーツユーティリティ車の「エコスポーツ」であ

る。2003 年に発売されたエコスポーツは、2 年間でブラジル SUV 市場の 80%を手中に

した。フォードはそれまで、ブラジルの舗装されていない道路でのハンドリング向上に

向けてサスペンション・システムのみを調整した欧州機種をそのまま販売していた。し

かし、エコスポーツはブラジル市場向けに一から開発された機種である。 

カマサリ工場の従業員は若く、やる気に溢れ、米国、欧州、アジアの自動車労働者よ

りも賃金が安い。カマサリ工場は 3,825 人を直接雇用し、5,000 人以上を間接的に雇用

している。470 万平方フィートの施設は年間 25 万台を生産し、シフト制によって毎日

24 時間稼動している。また、カマサリにはフォードが部品やコンポーネントをアルゼン

チンやメキシコから輸入し、完成品を輸出する港もある。 

ブラジルでのフォードの成功は、主にカマサリの工場の成功が大きな理由となってい

る。フォードは同様の工場を米国にも建設したいと考えているが、自動車労働者組合は

サプライヤーが工場内で操業するような高次のサプライヤー統合に反対している。 
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３章 航空宇宙 

 

ブラジルの航空宇宙産業は世界の一流メーカーに対抗する最新技術を持つまでに成長

している。ブラジルのエンブラエルは、エアバス、ボーイングなど世界有数の大手航空

機メーカーとの激しい競争を繰り広げながら、世界第 3 位の航空機メーカーとなった。 

連邦政府によってブラジル市場への外国企業の参入は規制されているが、ブラジル系

企業との提携など、日本はじめ外国企業にも参入の機会が増え始めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 航空宇宙産業概要 

ブラジルの航空宇宙産業は、さまざまな革新を経て大きく発展しており、防衛・航空

宇宙関連製品の供給能力ではラテンアメリカ最大である。ブラジルは既に南半球最大の

航空宇宙産業国であり、外国製部品の流通、整備・修理サービス、世界有数の製造事業

まで、様々な活動が行われている。しかし IT、通信、エネルギー産業と同様に、航空宇

宙産業もブラジルの経済成長と国家防衛の要諦であり、航空宇宙分野への外国企業の参

入は制限されている。 

広大な国土（米国本土の面積とほぼ同じ）を持つブラジルでは、空の交通が国内各地

を結ぶインフラ基盤の重要な一部となっている。ブラジルでは、1,500 の市や町と大規

模なビジネス中心都市とが民間航空サービスによって結ばれている。ブラジルのすべて

州都、そして大都市のほとんどには空港がある。国際航空便の大部分は、リオデジャネ

イロとサンパウロで離発着している。 

こうした民間航空サービスへの依存度の高さは、商用航空機や整備用部品製造業者、

空港で使用する機器のサプライヤーに多くのビジネスチャンスをもたらしている。しか

し、ブラジルでのビジネスを期待する外国の航空宇宙企業は、同国内での事業に関する

制限を認識する必要がある。ブラジルでは国内航空宇宙関連事業への外国資本の直接投

資が禁じられている。このため、諸外国に本社を持つ航空宇宙企業がブラジル国内の航

空宇宙産業に参入するには、ブラジル系企業と提携しなければならない。 

要旨 

ブラジルは世界有数の航空宇宙・航空産業を維持しており、国内企業は外国のメー

カーやサービス業者と画期的なパートナーシップを構築したいと考えている。国際競

争の激しいこの分野において、ブラジルは、開発途上国の企業も主要プレーヤーにな

れることを証明した。連邦政府の規制によって航空宇宙産業への外国資本の直接投資

は禁じられているが、この産業の成長は外国企業の参入に大きく依存している。 

リスク分担パートナーを通じた戦略や市場構造の変化、あるいはユーロコプターと

ヘリブラスの国内製造合弁事業契約の締結を見ても、ブラジルは将来のプロジェクト

に対して外国企業に大きな参入機会を提供している。ブラジルは航空宇宙・航空機産

業における南米初の主要国になろうとしている。 
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本稿では、規制環境、代表的な地元企業と国際企業、そしてビジネスチャンスに触れ

ながら、ブラジルの航空宇宙産業と市場を展望する。また、米国企業の活動に関する

ケーススタディとして、エンブラエルのパートナーシップ・プログラムとヘリコプター

事業の 2 つの事例を紹介する。 

 

2. 近代化が加速する４つの航空宇宙産業分野 

航空宇宙産業は、航空、整備、防衛、宇宙探査の 4 つの主要分野に分類できる。 

 

 航空分野 

航空機、ヘリコプター、航空機エンジン部品、機内システム・機器、航空管制システ

ムが含まれる。ブラジルの主な民間航空会社には、TAM、GOL、Varig がある。地元航

空会社が運用する機体は業界最大手メーカー製で、具体的な内訳はボーイングが 41%、

エアバスが 28%、フォッカーが 21%、マクドネル・ダグラスが 8%、セスナが 8%と

なっている。ブラジルはヘリコプターの利用率が世界で最も高く、特にサンパウロでヘ

リコプターが多用されている。ヘリコプター製造における内訳は、ヘリブラスが 54%、

ベル・ヘリコプターが 38%、シコルスキーが 8%となっている。 

 

 整備、修理、分解検査（MRO）分野 

主要な点検や構造上の変更を含めた民間・軍用航空機向けの整備サービスを提供して

いる。ブラジルの整備・補修市場は世界最大規模で、年間の関連支出は 20 億米ドルに

達している。航空宇宙技術に関し高度な教育を受けた労働力を低賃金で確保できるブラ

ジルは、航空機整備施設を運営には理想的な場所である。 

 

 防衛分野 

特定の要件を満たすように設計された航空機ならびに兵器システム・機器が含まれる。

2003 年以来、ブラジル政府は陸海空軍すべての航空機の近代化を含めた近代化プログラ

ムを推進している。予算の制限で過去 3 年間はプログラムの展開が遅れているが、2008

年予算は増額されており、このプログラムに基づく近代化活動が加速するだろう。 

 

 宇宙分野 

衛星および関連機器、搭載機器、地上システム、推進システム、ならびに 3 つの発射

場（最大の発射場はマランハオにあるアルカンタラ・スペース・センターの宇宙船発射

場）の運用が含まれる。ブラジルは、1970 年代初め以来発射装置プログラムの展開を進

めているが、このプログラムを契機にロケット開発活動が始まり、SONDA と呼ばれる
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宇宙観測ロケットが開発され成功を収めている。宇宙観測ロケット用に開発された技術

は、衛星発射装置に関するサブプログラムの基盤となった。 

1997 年 11 月には、ブラジル製小型衛星発射装置 VLS-1 の最初の試験が行われた。ブ

ラジルにおける宇宙関連の活動は限られたものだが、中国、英国、その他の国々との合

弁事業、またこの分野における同国管理当局の発表内容を見ても、ブラジルが中国やロ

シアといった他の新興国と同様に独自の宇宙プログラムの開発を目指していることは明

らかである。 

 

3. 航空宇宙産業関連の規制当局等 

国家民間航空局（National Agency of Civil Aviation：ANAC）は民間航空の規制およ

び安全管理を行っている。ANAC は、当時の民間航空当局であった空軍民間航空局

（DAC）の職員、組織構造、所管事項を引き継ぎ、2006 年 3 月に設立された。ANAC

はブラジリアに本部を置き、ベレン、マナウス、ポルトアレグレ、レシフェ、リオデ

ジャネイロ、サンパウロに 7 つの地域オフィスを有している。ANAC は、航空製品の認

定、事故の調査および防止、法務、通信、その他の事務的活動の調整を行っている。 

民間航空局長官（Secretary of Civil Aviation：SAC）は民間航空の管理・規制・検査、

空港インフラ基盤、航空航法インフラ基盤に関連する民間航空機関の調整および監督を

目的に防衛省が新たに設けた役職である。SAC は民間航空委員会の責任者でもある。 

民間航空委員会（Conselho de Aviação Civil：CONAC）は民間航空関連の国家政策

を担当するブラジル大統領の諮問委員会である。CONAC は、ブラジルを代表して国際

航空交通関連の協約、協定、条約、法律の制定や国際機関の活動に関与している。 

ブラジル空港管理公社（Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária：

INFRAERO）は、以前は防衛省の傘下にあった公益事業団体である。交通量の多い国内

67 の空港（ブラジル国内の空港離発着数の 97%を占める）を管理するために、1972 年

に設立された。また INFRAERO は、ブラジル国内の 81 の航行援助ステーションと 32

の貨物物流ターミナルも監督している。INFRAERO が国内各地で雇用する職員数は、

約 2 万 3,000 人に上る。本部はブラジリアにあり、ベレン、ブラジリア、マナウス、ポ

ルトアルグレ、レシフェ、リオデジャネイロ、サンパウロに 7 つの地域業務センターが

ある。 

ブラジル空軍の交通管制部は、航空管制、気象、通信、航空情報、航空地図製作関連

業務を監督している。管制業務や管制塔の大部分は、軍の将校の監督下で働く下士官に

よって運営されており、民間機関が並列システムを運用している米国や欧州における航

空管制体制とは異なっている。ブラジルの航空管制官は軍の職員であるため、労働組合

の結成もストも禁じられている。 
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4. ブラジル最大の航空機メーカー「エンブラエル」 

ブラジルの航空宇宙産業は、エアバス社とボーイング社に続く世界第三位の民間航空

機メーカーであるエンブラエル社（Empresa Brasileira de Aeronáutica）によって支配

されている。エンブラエルは、商業用、軍用、企業向け航空機を製造している。同社の

本社と製造施設は、サンパウロのサンジョゼ・ドス・カンポスにある。エンブラエルは

ブラジル最大の輸出企業の一社で、受注残高は 209 億米ドルに上っている。 

同社は 2008 年に航空機 215 機を納品し、2009 年には 315～350 機の納品を予定して

いる。エンブラエルの売上の 45%は北米からのものである。また、2007 年 2 月には日

本航空が国内線用の新小型機として、エンブラエル 170 を 10 機購入すると発表し日本

でも話題になった6。 

エンブラエルは、1969 年に国有企業として設立された。同社は国有時代には経営より

も技術に焦点を絞っており、事業が低迷し、慢性的に政府からの補助金を受けつつかろ

うじて存続している状態であった。1992 年の民営化を契機にエンブラエルの事業と管理

構造が近代化され、同社は世界市場の大手企業と互角に渡り合えるようになった。同社

の現在の成功には、この民営化が大きく寄与している。 

2000 年以来、エンブラエルは国際航空宇宙サプライヤーと共同でリスク分担パート

ナーシップ体制を構築している。エンブラエルは、革新的なビジネスモデルを通じて開

発に伴うコストやリスクの一部をサプライヤーに転嫁した。このパートナーシップの仕

組みは、エンブラエルのサプライヤーが研究開発資金を負担するが、その代わり利益も

共有するというものである。エンブラエルは世界各地の 150 社を超える企業から構成部

品や材料を調達しているため、このモデルは国際市場で事業を行うサプライヤーにとっ

て大きな意義を持っている。 

 

5. 米国企業の事例 

エンブラエルの大きな影響力、また国内航空宇宙企業への外国資本の直接投資を禁じ

る連邦政府規制にもかかわらず、米国企業はブラジル市場への参入方法を見つけ、成功

を収めている。注目すべき米国企業を以下に挙げる。 

 

 GE セルマ（GE Celma） 

GE セルマは、ペトロポリス市に本社を置くゼネラル・エレクトリック（GE）の子会

社である。GE セルマは GE 製航空機エンジンの分解検査・修理サービスセンターであ

る。1951 年に独立系エンジン・サービスセンターとして設立されたセルマは、1996 年

に GE に買収されて同社の完全子会社となった。GE セルマは現在約 1,500 人を雇用し

ている。 

                                                   

6 JAL プレスリリース http://press.jal.co.jp/ja/release/200702/000229.html 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%AA%E7%A9%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%AA%E7%A9%BA
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 GECAS ブラジル（GECAS do Brasil） 

GE コマーシャル航空サービス（General Electric Commercial Aviation Services）は、

商業用航空機関連のローンとリースを手掛ける大手グローバル企業である。航空機を購

入せずにリースしたいと考える航空会社向けに、GECAS はエアバス、ボーイング、ボ

ンバルディア、エンブラエルなどの航空機を各種取り揃えており、その在庫数は世界最

大級を誇る。個々のリース契約は個々のニーズを反映して個別に作成されており、契約

期間も 3～12 年と幅広い。 

 

 パーカー・ハニフィン（Parker Hannifin） 

パーカー・ハニフィンは、多様な振動・制御技術やシステムを手掛ける世界大手メー

カーである。ブラジルでは、同社は航空宇宙アフターマーケット向けの営業・流通事業

を行う地域オフィスを運営し、空圧、電気機械、冷蔵、計器、油圧、ろ過、密封などの

分野でサービスを提供している。パーカー・ハニフィン社は、エンブラエルの 170/190

プロジェクトにリスク分担パートナーとして参加したが、ブラジル国内では航空宇宙製

品の製造は行っていない。OEM 各社への販売は米国から対忚している。パーカーがブ

ラジルで直面している課題に輸入コストと規制があるが、これらは外国製品を販売する

すべての企業が抱える共通の問題である。 

 

 テキストロン（テキストロン Inc.） 

テキストロンは、世界 32 カ国で 4 万人の社員を雇用する 110 億ドル規模の複合企業

である。同社は、航空機、工業、金融関連の子会社・関連会社を結ぶ国際ネットワーク

を利用して、革新的なソリューションやサービスを顧客に提供している。テキストロン

は、ベル・ヘリコプター、ライカミング、セスナ・エアクラフトなどの著名ブランドを

持つ会社として世界中で名が知られている。 

 

 ベル・ヘリコプター 

ベル・ヘリコプターは、業界大手の商業用・軍用へリコプター製造会社である。ベル

は、ブラジルではヘリブラス社に次いで広く利用されているヘリコプター・ブランド。

ベルは、ブラジル国内の自社製へリコプターの販売・流通では TAM-タクシー・エアロ

マリリア（TAM グループ会社で、TAM エアラインズを所有している）と提携している。

ライダータクシーエアロとヘリパークは、ブラジル国内におけるベル製ヘリコプターの

認定整備業者である。ベルは、2004 年にはヘリコプターを製造する合弁会社の設立を検

討していたが、この計画はまだ実現していない。 
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 ライカミング 

ライカミング製エンジンは、様々な航空機に使用されている。同社の謳い文句は、

「一貫した高い信頼性と世界的なネットワークを通じた販売、サービス、技術支援を提

供する企業」である。ペンシルベニア州ウィリアムズポートに本社を置くライカミング

は、テキストロンの子会社アブコ・コーポレーション（Avco Corporation）の国際事業

部門で、航空機ピストンエンジンの設計、製造、組立、試験、サポートを専門とするテ

キストロン システムの事業会社でもある。ブラジルでは、エアロモト・エアルナバス

（Aeromot Aernaves）と J.P.マーティンス・アビアカオ（J.P. Martins Aviacao）がラ

イカミング製エンジンの認定整備業者である。 

 

 ユナイテッドテクノロジー（United Technologies） 

PWC ブラジルは、ユナイテッドテクノロジーグループに属するプラット＆ウィット

ニー・カナダの子会社である。PWC ブラジルは、地方路線の航空機やヘリコプター向

けガスタービン・エンジンおよび定置エンジンの修理と部品供給、また地域用航空機と

企業向け航空機用のエンジンの販売を手掛けている。 

 

6. 外国サプライヤーのブラジル参入機会 

 

 外国投資 

ブラジルの航空宇宙業界では外国資本の直接参入が禁じられているものの、市場には

外国企業が利用できる様々な投資構造が存在する。航空宇宙産業では、ブラジル系代理

業者や事業体との販売・流通代理店契約の締結が一般的である。これを一歩進めた事業

形態として、販売、流通、またはサービスを行うブラジル子会社も設立されている。ま

た、合弁会社の設立や地元企業の買収も市場に参入する上での選択肢となる。 

開発商工省によると7、ブラジルは 8 億米ドル分の航空機や部品を輸入しているが、こ

のうち 40%は米国製である。 

ブラジルの市場が拡大するにつれて航空機・同部品の輸入も増大すると予想されるが、

これは米国その他の諸外国のサプライヤーにとって絶好のビジネスチャンスである。最

も有望な製品には以下のものがある。 

 ヘリコプターとその部品、構成部品 

 航空電子工学機器、航空機制御システム 

 航空機ターボジェットエンジン 

 空港乗客搭乗ブリッジ 

                                                   

7 http://www.moiti.org/pdf/Brazil%20Aerospace%20Industry.pdf 
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 預け入れ荷物取り扱い機器、X 線検査装置 

 航空管制・レーダーシステム 

 

2009 年、ブラジルでは LAAD8（Latin America Aerospace and Defense：ラテンア

メリカ航空防衛）ショーが開催される。LAAD はリオデジャネイロで 4 月に開かれる隔

年イベントであるが、このショーはブラジルと外国の航空宇宙企業の出会いの場であり、

これを契機に本格的な事業提携の交渉が開始される可能性もある。 

 

 空港市場 

地方空港や国際空港のネットワークを監督するブラジルの空港管理当局である

INFRAERO は、今後 3 年間に 30 億米ドルを投じてブラジル国内の空港を改良し、同国

の年間乗客取扱数を 1 億 1,800 万人から 1 億 5,800 万人に拡大する計画を明らかにした。

航空貨物の取扱量も年間 1 億トンから 2 億 9,100 万トンに増大する見込みである。ブラ

ジル国内の空港市場は、ブラジル経済の成長、主要空港の近代化、乗客需要の増加と共

に過去数年間を通じて拡大してきた。空港近代化プログラムによって、米国メーカーは

同国の空港市場に対して長期的な明るい見通しを立てている。ブラジルは国内各地、特

にピアウイ、リオグランデ・ド・スル、サンパウロ、レシフェ、マセイオ、ブラジリア、

リオデジャネイロの既存空港の刷新や新空港の建設に多額の資金を投じる予定である。 

 

 ブラジルの航空委員会 

ブラジル空軍からの供給契約の受注に関心を持つ米国企業は、ワシントン DC にある

ブラジル航空委員会に登録できる。この市場は競争が激しいが、通常は好条件の価格や

資金繰り条件を提示する企業が落札する可能性が高いため、条件を満たしていれば外国

企業の参入も可能である。 

 

7. ケーススタディ 

 以下では、エンブラエル社の「リスク分担パートナーシップ」プログラムとヘリコプ

ター事業の 2 つの事例を取りあげ、エンブラエルと外国企業がどのようにビジネスを展

開しているのかを探る。 

 

 

                                                   

8 LAAD 2009 年 4 月 14～17 日 リオデジャネイロ http://www.laadexpo.com 
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 エンブラエルの「リスク分担パートナーシップ」－外国投資家モデル 

ブラジル航空宇宙産業への参入を意図する投資家が取るべき方針は、「負かすことが

できないなら仲間になれ」だろう。地元企業とのパートナーシップの確立がブラジル市

場に参入する最も確実な方法である。このモデルはエンブラエルの「リスク分担パート

ナーシップ」プログラムに始まり、このプログラムを通じて現在の最適な形態へと進化

してきた。 

大手航空機メーカーとして生き残るために、エンブラエルは政府からの補助金への依

存体質から脱却し、カナダのボンバルディアだけでなくボーイングやエアバスとも競争

しなければならなかった。エンブラエルは 1992 年に民営化され、1994 年 12 月には複

数の銀行や年金基金から成るコンソーシアムに総額 1 億 8,290 万米ドル（すべて政府債

券）で売却された。政府は同社への新たな出資を行い、負債を引き受け、6.9%の株式を

引き続き保有することで拒否権を保持した。民営化はエンブラエルにとって大きなプラ

スとなり、垂直統合を制限するという同社の方針は事業の縦割り化を回避する上で役

立っている。 

民営化後に経営陣が行った最も画期的な改革は、サプライヤーとの「リスク分担パー

トナーシップ」の構築である。「リスク分担パートナーシップ」とは、サプライヤーが

プロジェクト開発に必要な投資を負担し、プロジェクトが成功した暁には売上収入の一

部を手に入れるというものである。この新しい戦略によって、エンブラエルは戦略提携

を通じたコスト削減と生産性向上を実現できた。このパートナーシップがエンブラエル

の追い風となり、ローンや政府助成金に依存しなくても良くなり、同社はボンバルディ

アを抜いて世界第三位の航空機メーカーとなった。パートナーを結ぶ企業は国内企業で

もよかったが、条件を満たす国内サプライヤーが尐なかったため、結果的にグローバル

企業とパートナーシップを形成した。 

「リスク分担パートナーシップ」に基づく最初の試みには、エンブラエルはサプライ

ヤー数社と契約を交わした 1993 年の ERJ-145 開発プロジェクトがある。Tier1 サプラ

イヤーが下位サプライヤーに部品を下請しつつ、完成品システムの納品とサプライ

チェーンの管理を行った。具体的には、スペインのガメサ（Gamesa）、米国の C&D、

チリの ENAER、ベルギーの Sonaca の 4 社が開発リスクを分担した。この他にもロー

ルスロイス、ハニーウェル、TRW ルーカス、グッドリッチ、リープヘル、ハミルト

ン・サンドストランド、パーカー・エアロスペース、テールズ、シエラチン、イートン

の 10 社が個々の開発システムのサプライヤーとしてリスクを分担した。 
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【リスク分担パートナーERJ- 170/190 プログラム】 

 

出所：エンブラエル社9 

 

各社は続く ERJ-145 開発の経験からも多くを学び、1998 年にはより洗練された工程

で ERJ-170/190 リージョナルジェット・ファミリーの開発に臨んだ。このプロジェクト

では、エンブラエルは定員 70～118 席のジェット機を設計してエアバスとボーイングに

対抗した。開発費用は総額 9 億米ドルに達し、プロジェクト期間は 4 年に渡った。リス

ク分担パートナーの選定には、計 1 年間を要した。パートナーは 85 社から選ばれたが、

まず基本条件を満たす 58 社が候補として絞られ、最終的に 7 カ国から 16 社が採用され

た。 

ERJ-170/190 プロジェクトのパートナーには、タービンを供給した GE、航空電子工

学システムを供給したハニーウェル、テールコーンを供給したハミルトン・サンドスト

ランド、翼を供給した川崎重工、燃料システムを供給したパーカー・ハニフィン、内装

を供給した C&D が含まれる。 

この戦略によってエンブラエルの開発コストとリスクが軽減され、またサプライヤー

数を抑え物流も簡素化されたことで、エンブラエルは自社が得意とする業務、つまり最

終製品の設計、組立、販売、サービスに集中できた。エンブラエルは、ERJ-145 プロ

ジェクト時に 400 社あったサプライヤー数を 40 社にまで減らした。 

エンブラエルはパートナー企業が供給するすべてのシステムやサブシステムの統合に

必要な技術を有する専門企業となった。エンブラエルの専門領域は、これらの構成部品

                                                   

9 http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/art70/116 
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をシステムに統合すること、また各構成部品を決められたスケジュールに基づいて調達

することで製造全体に要する時間の短縮を図ることであった。 

ERJ-145 から ERJ-170/190 プロジェクトまでのリスク分担パートナーシップの進化

を通じて、エンブラエルは主に以下の領域で成功を収めた。 

 顧客、サプライヤー、パートナーを結ぶ一方で自社コストの削減も図る、数々の

プロセス、ネットワーク、情報システムの開発面での統合 

 複数の国際企業から成る数々のプロジェクトチームの統合 

 パートナーへのアフターサービスの外注 

 

 

 

 ヘリコプター事業参入は難関：製造よりも販売に焦点を絞るベル・ヘリコプター 

サンパウロは高層ビルが林立する巨大都市であり、サンパウロ大都市圏には実に

2,000 万人が居住している。あらゆる場所にビルが立ち並び、水平線の向こうにもビル

が見える。道路は毎日渋滞し、10 キロ運転するのに 1 時間かかる。サンパウロでは渋滞

は日常茶飯事で、目的地が町の反対側にあれば、時間どおりに到着するのは不可能であ

る。サンパウロの上位 10%の富裕層がサンパウロの富全体の 50%以上を支配しており、

“時間をお金で買う”エリート達の交通手段としてヘリコプターが広く利用されている。 

組織犯罪、殺人、誘拐の発生率が増加する中（被害者は常に裕福な住民である）、ヘ

リコプターは安全かつ迅速に市内を移動する手段である。サンパウロは、民間ヘリコプ

ターの利用量が世界中で最も多い都市である。一時間当たりのヘリコプター離陸数は平

均 100 回と推定される。ヘリパッドの数は、ニューヨークが 10 箇所であるのに対し、

サンパウロでは 240 箇所を超えている。サンパウロはニューヨークや東京を凌ぐ世界最

大のヘリコプター都市である。 
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ヘリコプターを所有するのは裕福な住民に限られるが、ヘリコプタータクシーやヘリ

コプターバスのサービスを通じて共同利用や一括整備が可能になっている。このような

サービスを提供する企業の一つがブラジリアン・ヘリコプター・サービス・タクシー・

エアロ（Brazilian Helicopter Services Taxi Aereo：BHS）で、同社はブラジル国内で

は航空タクシー会社として事業を行っている。2007 年 3 月時点で、BHS は CHC ヘリ

コプター（CHC Helicopter Corp.）の子会社である。CHC は、7 大陸にある 30 カ国以

上ならびに世界各地の主要海底油田／ガス田採掘地域の大部分において計 320 機のヘリ

コプターを保有している。リコプターの利用は、リオやミナスゲライスを含めた他の州

でも増えていくと予想されている。 

ヘリコプターの民間利用率は高く、引き続き拡大しているが、軍事用途でも同じこと

が言える。2008 年 12 月、ブラジル政府はユーロコプター社とヘリブラス社より EC725

ヘリコプター50 機を調達する契約を交わしたことを明らかにした。これらのヘリコプ

ターはブラジル軍部によって運用され、最初の納品は 2010 年に予定されている。この

契約によって、ブラジル軍部は様々な任務に対忚できるヘリコプター機団を手に入れる

ことになる。 

ミナスゲライス州のイタジュバに本社を持つヘリブラスは、南米で確固たる事業基盤

を構築している唯一のヘリコプターメーカーである。ヘリブラスは 270 人を雇用し、過

去 30 年間に約 500 機を納品しているブラジル市場のリーダー的存在となっている。民

間ヘリコプター市場における同社のシェアは 50%で、軍用市場では 67%のシェアを誇る。

今回の契約によって、そのヘリコプターが製造されるイタジュバ工場の製造能力と要員

数が倍増すると予想される。また、この契約は地元企業による製造活動や技術移転を促

す点で、ブラジル航空宇宙産業のさらなる発展をもたらすものでもある。 

米国に本社を置くベル・ヘリコプターは市場第二の大手で、ブラジルで 329 機のヘリ

コプターを納品している。この内 272 機が民間用、57 機が軍用である。ベルは、ブラジ

ル国内ではヘリコプター市場全体の約 38%を支配している。第三の大手企業は米国に本

社を置くシコルスキーで、約 8%の市場シェアを持つ。ベルは 2004 年にパートナーシッ

プ契約を結びブラジル国内での製造開始を目論んでいたが、現在ではパートナー企業の

TAM（Taxi Aereo Marilia）を通じたマーケティング・販売業務、また認定パートナー

のリンダー・タクシー・エアロ（Lider Taxi Aereo）とヘリパーク（Helipark）を通じ

た整備業務しか行っていない。ベルはブラジルでの製造合弁事業の可能性を全面的に否

定してはいないが、当面はブラジル国内で製造拠点を立ち上げる予定はない。 



37 

Copyright(C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

４章 農業 

 

ブラジルの広大な大地と拡大する中流層の購買能力は、世界の農業関連企業にとって

非常に魅力的である。近年では、サトウキビを原料としたエタノール市場が世界各国か

ら注目を集めている。クラフトフーズやアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド

（ADM）など多くの米国企業はブラジルの複雑な税制や法規制に悩まされ、失敗を繰

り返しながらブラジル社会と消費者の理解に努め、今日の成功をおさめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 農業セクターの概要 

要旨 

農業関連企業がグローバル戦略のためにブラジルに参入する第一の理由は需要と供

給という単純な経済学である。多国籍企業は消費者の需要に重点を置き、これに見

合った製品を出荷するための戦略に取り組む。クラフト社がブラジルで成功を収めて

いる理由は、チョコレートおよびクラッカーは現地消費者の好みに、コーヒーは外国

人（米国・欧州）消費者の好みを満たしているからである。チョコレート、クラッ

カーについては、現地で調達・生産している。コーヒーについては、（焙煎前の）生

豆を現地で調達し、ロースト、ブレンド、粉砕、包装、マーケティングを輸出先で行

う。 

近年、ADM はエタノール市場の大手となるために、ブラジルでのエネルギー事業

に力を入れている。クラフト社のように、ADM もまた需要と供給の基礎を理解して

いる。エネルギーに対する世界の需要が高まると、新しい代替エネルギーの発見・開

発が必要となる。AMD は世界最大の農業加工品およびバイオ燃料の生産者として成

功し続けていくために、ブラジルで砂糖およびエタノール生産に投資することが不可

欠だとみている。 

ブラジルのエタノール市場において、ADM は比較的新しい参入者であるものの、

他の農産物セクターでは長い経験を持つ。同社が大豆を生産する上で重要だと気付い

たことは、立地条件である。これは、砂糖の加工、生産でもエタノールについても同

じことが言える。ADM は加工工場がサトウキビ畑の近くにあることが、収益をあげ

る上で必要不可欠であることを知っている。 

ブラジルでのビジネス習慣は米国とは異なる点を正確に認識することも、重要であ

る。税金や法律のシステムは、複雑で紛らわしい。 また、ブラジルでビジネスを立ち

上げる際には、組合と政府とのやりとりにも慎重に対忚していく必要がある。 世界銀

行は「ビジネスの容易さ」リストで、全 181 カ国のうちブラジルを 125 位と格付けし

ている。それほどまでに、ブラジルでビジネスを成功させることは至難の業なのであ

る。ただ、強力な戦略とチームがあれば、成功することは十分可能である。 

外国企業がブラジルに参入する際には、その地域・自治体の期待にこたえる努力が必

要になる。たとえば、ブラジルでは、会社が地域のサッカーチームにユニフォームを

支給するのはめずらしいことではない。地域の期待を理解することは、現地の役員、

従業員、協力企業らとより良い職場関係を築くことにつながる。本稿リポートで既に

見てきたたくさんの会社は、地元密着型のプログラムを各地で実施している。これら

の企業は、ブラジルに投資することで多国籍企業が受け入れられるため、周辺の人々

を助けることの大切さを理解している。 
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ブラジルの農業はどれをとっても非常に大規模である。ブラジルは世界第 1 位のコー

ヒー、サトウキビ、およびオレンジの生産大国である。また、 大豆、牛肉、鶏肉、タバ

コ、バナナ、ブラジルナッツについては世界第 2 位、 そして、とうもろこし、パイナッ

プル、胡椒、カシューナッツについては世界第 3 位の生産を誇る。 

ブラジルはエタノール燃料生産の先進国でもある。これは、十数年前にエネルギー分

野を中東に支配されることを拒否した政府の努力のおかげである。今日、ブラジルで販

売されている新車の 10 台中 7 台はエタノール自動車である。一方 、米国は中東から輸

入されるガソリンを国産のエタノールおよびその他の代替エネルギーに転換する努力を

しているが、未だ見通しが立っていない。こうした中、ブラジルは燃料需要の半分以上

をサトウキビ原料のエタノールでまかなっている。 

2006 年にルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は、ブラジルは「未来の油を

植える」と宣言し、世界の燃料生産のありかたについて徹底した改革を促進すると発言

した。原油価格が 1 バレルあたり 40 ドルまで下がってもなお、ブラジルでのエタノー

ル生産者は利益をあげている。おそらくエタノールの最大の買い手が国営石油公社ペト

ロブラス(ブラジル政府が株の 32%を所有し、議決権株式の 56%を保持する)であること

と関係があるのだろう。ブラジル最大のエタノール生産者のグルッポ・コサンは米国を

拠点とする ADM に続く世界で 2 番目のエタノール生産者10である。 

 

 

 

米国の巨大農業・食品企業がブラジルでの生産に力を注ぐ理由のひとつは、米国とは

異なるブラジルの生産条件――豊かな水、気候、土壌の多様性、世界有数の豊富な未開

拓農耕地など――にある。もうひとつの理由は、ブラジル内外拡大する中流層の購買力

にある。中流層の可処分所得が増えるにつれ、加工食品、パッケージ化された食品への

関心も高まる。つまり、生産地と消費地の両者において魅力がある。  

                                                   

10 RFA（代替燃料アソーシエーション）2009 年報告書 
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こうした条件が揃っていても、米国企業にとってブラジルでビジネスを拡大すること

は複雑で容易ではない。このレポートはこの巨大な農業市場のチャンスおよび問題に焦

点を当てる。 

 

2. マーケットリーダーから学ぶ 

木材、砂糖、鉱物、コーヒー、ゴム製品の景気サイクルは、ブラジル経済に大きな影

響を及ぼしてきた。このため、ブラジル政府はこれらの部門の製品製造を促進し、経済

を多角化して経済の周期的な揺らぎを和らげようとした。1950 年から 1980 年にかけて、

インフラ、鉄鋼、自動車、石油化学産業に巨額の投資がなされ、多くの欧米企業がブラ

ジル市場に参入した。 

しかし、1980 年代の財政危機は、あらゆる産業に多大な影響を及ぼした。資本流入は

止まり、インフレが加速。ようやく緊急対策が打たれ、1980 年代末までには経済活動は

持ち直し、その後の民営化で金融、鉱山、製造部門は相当な変化を遂げている。 

米国の農業研究は、種子の遺伝子組換え研究に前向きだが、ブラジルは EU と同様、

遺伝子組み換え作物およびその副産物に対しては難色を示している。ブラジルはバイオ

テクノロジーに関して厳しい規制を設けている。 

 

3. 各社の現地戦略 

ブラジルに新規参入し、成功をおさめるための第一歩は、ブラジルでのビジネスの目

的をはっきりさせることである。農作物を海外に輸出するための生産地とするのか、ブ

ラジル国内でブラジルの消費者向けに販売するのか等の戦略を明確にすべきだ。 

 

国内消費者向けに販売するのが市場参入の目的ならば、ブラジル国内の企業のみなら

ず、数年にわたり地域に根をはり地位を確立したヨーロッパ系多国籍企業などの外国企

業も競争相手になる。 

米国企業は、ブラジルに多額の投資を行っているが、ブラジルの地元企業が市場を支

配しているのが現状である。2006 年におけるブラジルでの売上高上位 30 社のうち、米

国企業はカーギルと AES の 2 社のみであった。ブラジルで生産した農作物をブラジル

国外に輸出する戦略であれば、企業は土地の確保、非加工食品の入手状況、現地で加工

可能かどうか、国内・輸出関連経費、政府規制、生産者の考え方等のブラジルの事情を

理解することが重要だ。 

コーヒー業界を例に挙げてみよう。ブラジルは、世界最大のコーヒー生産大国である

が、同時に、大量のブレンド用コーヒーを輸入している。ネスレ、クラフト、サラ・

リーの 3 大企業の輸入を合わせると、世界のコーヒー輸入全体の半分以上を占める。多

くのブラジルコーヒー農家は、ただでさえ過剰生産によって価格が低下しているのに、

コーヒー豆を輸入し、米国や欧州の消費者が好むようブレンドして再輸出することに難

色を示している。 

もう一つの例は、砂糖業界である。カーギルのような大企業は、2つの目的でブラジル

市場に参入した。ひとつは海外市場を対象にした砂糖の生産および精製、もうひとつは



40 

Copyright(C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

ブラジル国内市場を対象にしたエタノール生産である。砂糖およびエタノール生産はア

ラゴアス、ペルナムブコ、パライバ、 セルジッペ、 リオグランデ・ド・ノルテ、バヒア

の北東部の各州に集中している。これは、サトウキビの自然発酵によって糖質が失われ

ないよう収穫後2、3時間以内に加工する必要があるためである。 

他方、短時間で加工する施設が必要ではない食品加工会社は、輸送手段や労働力が豊

富な都会に拠点を置く。外国企業でブラジルの消費者を対象としている場合、地方と都

会のそれぞれに商品が行き渡るよう戦略を練っている。 

 

ブラジルの地方行政区分（全27州） 

 

 

 ブラジルの税金事情 

ブラジルで農業関連企業を経営する際には、所得税、資本利益（キャピタルゲイン）

税、地方の土地および資産税、連邦政府税等の支払いが必要になる。企業がブラジル内

外で得る純利益およびキャピタルゲインの 15％が所得税として課税される。また、月に

2 万レアルを超える純利益があった場合、このうち 10％が追加徴税の対照となる。 

 

 不十分なインフラ整備 

農作物を食品加工施設へ運んだり、効率よく保管したりする上で、物流やインフラの

未整備が食品生産企業にとっての障壁となっている。 貯蔵施設、港湾施設、道路、鉄道

の開発は、ブラジルの農業生産および輸出の成長の速度に追い付いていない。例えば、

近年大豆の輸出量が大幅に拡大し、容量を超える輸出物でブラジル港を圧迫し、貨物の

遅滞を引き起こしている。ブラジルから大豆を海外輸送するための費用は、米国より

砂糖およびエタノール

生産は主に北東地方で

行われている。 
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83%、アルゼンチンより 94%高いことが最近の研究でわかった。 輸送コストは農業製品

の FOB 価格の 15-20%にもなる。 

農業分野でのブラジルへの新規投資を検討している企業は、サプライチェーンおよび

物流に関する問題をよく見極め、地域選定の前に可能であれば複数の輸送手段を整えて

輸送計画を最適化するべきである。また、輸送手段の一つに鉄道があるのであれば、多

くの代価を払ってでも鉄道を利用するのが安全と言える。内陸の鉄道網の拡大は、生鮮

食品および加工食品を消費者に届ける際に困難に直面している生産者と食品加工業者の

力になる。 

 

 現地の農家を守るために起こる貿易障壁 

貿易についてまず言えることは、ブラジルに牛肉、家畜、家畜製品を輸出することは

諦めたほうが良いということである。そして第二に、海上貨物には 25％の税金が輸入業

者にかかることを覚悟する必要がある。また、ブラジルに製品を運ぶ際は、ブラジル国

旗を掲げた船で運ぶことが義務づけられている（免除される可能性もある）。これは

「海運税」と呼ばれ、ブラジルの海運を実行可能にするために義務化されている制度で

あるが、非関税貿易障壁とも指摘されよう。 

 

 大きな政府による大きな指令: 農畜産供給省 

農畜産供給省は以下の責任を負っている。 

 生産、マーケティング、供給、保管を含むすべての農業政策 

 最低保証価格 

 農耕と家畜の生産・販売促進 

 農業情報システム 

 動植物の保健衛生 

 農業投入物の監視 

 動物性、植物性食品の分類と点検 

 土壌の保護・点検・管理 

 農業技術的の研究 

 気象学と気候学 

 地域開発 

 地方の協同組合 

 農業エネルギー 

 技術支援 

 地方の成長 

 政府による砂糖およびアルコールの製造実行計画をはじめとするコーヒー・砂

糖・アルコールの政策 
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ブラジルでビジネスを始めようとする外国の農業関連産業は、農畜産供給省をよく理

解し、強い関係を築き上げなければならない。投資家にとって、連邦・州・地方のすべ

てのレベルにおける職員との良好な関係はブラジルにおける流動的で厄介な規制環境を

乗り切るために大いに役立つであろう。 

 

4. ケーススタディ 

この章では、クラフトフーズと ADM の 2 社を取りあげ、経営が難しいと言われるブ

ラジルで、彼らがどのように失敗や苦難を乗り越え、ブラジル市場で成功を収めている

のかを探ることにする。 

 

 クラフトフーズ・ブラジル 

クラフトフーズはフォーチュン 500 リストで 63 位、グローバルリスト 500 でも 195

位にランクインし、世界全体での収入は 372 億ドルにのぼるグローバル企業である。同

社がここまで成長した理由は、常に顧客に愛されるブランドを提供し続けているからで

ある。中流層の味覚や生活スタイルに合わせた人気ブランドを世界各国で作り上げてお

り、ブラジルでもそれに変わりはない。ラクタ（チョコレート）、トラキナス(クッ

キー)、ディアマンテ・ネグロ（チョコレートバー）などの商品は、ブラジル、アルゼン

チン、コロンビア、ベネズエラ、メキシコの各国で販売されている。 

クラフトは、在ブラジルの米国企業としてはブンゲ、カーギル、ADM に次いで 4 番

目に大きい会社である。市場参入は比較的最近の 1996 年だが、地元に権限を委譲した

効率的な経営や、消費者の好みに合った商品開発を続け成長している。 

強力な現地およびグローバルの競争相手によってすでに築き上げられた市場への参入

は、クラフトにとって容易ではなかった。同カテゴリーの製品を販売しているネスレの

ブラジル国内工場は 27 拠点であるのに対して、クラフトは 7 拠点のみである。 

また、肥満の問題はブラジルでも大きくなりつつある。ブラジル政府は、視覚公害だ

として屋外広告を一切禁止する法律、通称「広告禁止令」を評価しており、消費材の広

告は屋内や電子メディアに限られている。現在、政府は飲酒運転を防ぐための努力とし

て、ビール製造会社への規制を集中的に設けている。ビール会社、タバコ会社はテレビ、

雑誌および掲示板広告を禁止されている。今のところスナック菓子製造会社への規制は

そこまで厳しくはないが、今後の規制強化の可能性について各社とも慎重になっている。 

クラフトは、ブラジル北部の未開拓市場から着手し、当初はプロドゥットス・アリメ

ンティシオス・フレイシュマン＆ロイヤルと名乗った。1996 年にチョコレート製造でブ

ラジル最大手のラクタを 5 億ドルで買収。さらに、2000 年にはナビスコを買収し、「ト

ラキナス」や「クルベ・ソシアル」といったブラジルのベストセラー商品を手に入れた。

2002 年には P クラフトフーズ・ブラジルに名を改めた。 

クラフトはブラジル進出が比較的遅かったため、他社よりもマーケティングに約 30％

多く資金を投下したと言われる。2006 年には現地マネージャーに経営の裁量権を大幅に
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与えた。それまでは現地の好みや飲食の習慣に関係なく、米国の経営方針に従ってグ

ローバルオペレーションを遂行しており、製品開発にあたってブラジルのマネージャー

たちの意見が反映されることは尐なかった。しかしこの改革を機に、現場に近い製品の

開発が可能になっていった。 

クラッカーの「クルベ・ソシアル」は改革がもたらした良い例である。ブラジル人は

「ソフト・レッド・ウィンター」と呼ばれる麦を原料とするクラッカーの風味と食感を

好むが、ブラジルではこの品種の麦は栽培されておらず、クラフトも当初はこの麦を輸

入していた。そこでクラフトはブラジルの大学と共同研究を行い、ブラジルでもよく育

つ同種の麦の栽培を開発。今日では、現地栽培されるようになり、「ブラジル産」ク

ラッカーとして親しまれている。 

クラフトはブラジルでは 8,800 人近くを雇用しており、同社グローバル収入の 4.3％

を占める。近年市場シェアを失いつつある米国での成果と比べると、クラフト・ブラジ

ルの売り上げは、2002 年以降年平均 10％の伸びをみせている。こうした背景もあり、

ブラジルに対して多額の投資が行われ、現在の対ブラジル投資額は、吸収合併、製造施

設のアップグレード等を通じ 10 億ドルに上る。 

最近の最も大きな動きとしては、クラフトフーズ・ブラジルとサディアスが協議し、

チーズとパテを製造、取引、流通する K&S アリメントスというジョイントベンチャー

を設立した。、クラフトフーズ・ブラジルは K&S アリメントスの議決権行使株の 51%

を所有するため、ブラジルでのチーズ市場に影響を及ぼすだろう。 

クラフトのブラジルでの活動は、こうした食品販売のみにとどまらず、企業の社会的

責任を果たす努力もしている。クラフト・ブラジルではボランティア・グループを結成

し、栄養、健康、環境保護、文化などに関するスポンサープログラムを実施している。

小規模のココア栽培者を支援したり、貧困家庭にヤギを寄贈したり、クラフト製品の寄

付、車椅子の寄付、地方のオーケストラのスポンサーなど、その活動は多岐にわたる。 

 

 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM）はイリノイ州ディケーターを拠点

とし、60 カ国以上で作物と市場をつなぐ輸送網を運営する巨大な穀物メジャーである。

690 億ドル規模のこのグローバル企業は、生産/保管/運送業務、農業処理技術、多様な製

品の組み合わせ、 経験豊富な管理職集団、景気変動によるリターンと成長を管理する財

務力の 5 つの強みを利用し、経営に役立てている。なお、最高経営責任者のパトリシ

ア・ウォエルツ社長は、ADM 入社前には石油会社のシェブロンに勤めていた経緯があ

る。 

ADM は過去にブラジルでいくつかの事業に挑戦したが、成功と失敗の両方を経験し

ている。米国の穀物およびオイルシードの輸出品が 1970-80 年の間にソビエト連邦で取

引禁止になった際、各企業はブラジルでの生産を解決策として、投資を始めた。ところ

が、ADM は競合他社のようにブラジルに投資をしなかったため、他の生産者や輸出業

者が得られた機会を失い、ブラジル参入に後れを取ってしまった。 
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AMD は大豆事業でも失敗を経験した。1 日 1,000 トン規模の大豆の粉砕、精製、瓶詰

等の事業は、収益が尐ないとの理由により、ADM は 2005 年にこの大豆事業から撤退し

た。この原因となったのは（工場のあった）リオグランデ・ド・スルの干ばつだった。

大豆の生産が半減し、大豆事業存続のために他の地域から豆を輸送する必要が生じた。

ブラジル北部およびパラグアイから大豆が輸送されたが、この輸送費および州間にかか

る税金がかさみ、ADM の収益に直接影響してしまったのである。 

ADM がここまでブラジルに固執した理由は、ブラジルが米国に次ぐ大豆の世界第 2

位の生産国、第 1 位の輸出国であり、2010 年までに米国を上回る最大の大豆生産者とな

るとされていたためである。大豆事業から撤退した ADM は同年、ブラジルでのココア

事業を拡大した。 

ADM が世界のエタノール生産者として 1 位の地位を維持するためには、ブラジルの

サトウキビエタノールは必要不可欠である。2008 年 11 月に、同社はブラジルのサトウ

キビから生成されるエタノール需要に対忚するために、グルーポ・カブレラとジョイン

トベンチャーを結成した。 

ADM の環境および代替エネルギー活動は、これにとどまらず、ブラジルで最大のバ

イオディーゼル精製所も保有している。ディーゼルのうち 2%はバイオディーゼル燃料

でなければならないとする法案が成立したとき、この精製所が本格的に始動し始めた。 

このように、同社のエタノール燃料への期待は高いが、過去にカーギル社が食用大豆

とオイルの輸入を止めさせられたことがあるように、ADM のブラジルからのエタノー

ル輸入に対して、米国の農家が反発するリスクはある。また、ADM がアマゾンの熱帯

雤林を伐採し、それらを商業用の穀倉地に変えているという批判を受けている。この点

について ADM は、以下のように述べている。 

「 大豆の生産のために熱帯雤林を破壊している、という話は事実ではなく、 アマゾン

の森林破壊は農耕によるものではない。 アマゾンの森林は、木材の供給のために使用さ

れているのであって、当社は環境および代替エネルギーに全力を注いでいる。」 

どのような状況下においても、常に新しい事業を進めていく情熱が ADM の強みなの

かもしれない。 

 

5. ブラジルで活躍する多国籍企業 

 

 アライアンス・ワン・インターナショナル（Alliance One International Inc.） 

アライアンス・ワン・インターナショナルは大手タバコ会社に葉タバコを卸している

大手貿易会社である。有限会社ディモンとスタンダード・コマーシャルコーポレーショ

ンが 2005 年 5 月 13 日に合併して同社が設立された。アライアンス・ワンはタバコを選

定、購入、加工、販売する国際ネットワークを展開してきた。同社は各国のタバコ生産

者から葉タバコを直接購入しており、ブラジルもその一つである。 
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アライアンス・ワンはブラジルや諸外国に加工施設を所有している。2008 年 1 月には

負債清算のため、ブラジルにある 1 工場を閉鎖した。本社はリオグランデ・ド・スルに

ある。 

 

 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（Archer Daniels Midland Inc.） 

ADM は 80 種類以上の穀類生産と貯蔵施設の運営を、アルゼンチン、ブラジル、パラ

グアイ、ボリビアの各地で行っている。各生産地からブラジル、欧州、アジアの加工施

設へ作物を運搬する際に、ブラジルは同社にとって重要地点である。 

ブラジルの ADM は、加工工場で必要とされるエネルギーにバイオマスを利用し、作

物の栽培、収穫を行う革新的なプログラムを実施している。この手法によって、メタン

サイクルを止め、環境対策に貢献している。 

ADM は原油ではなく、バイオ燃料のグローバルリーダーであり、クリーンなエタ

ノールやバイオディーゼル燃料の生産者として知られている。また、新しい供給源や技

術を利用することによって、今日のバイオ燃料よりもさらに進化した次世代の商業用バ

イオ燃料の研究開発にも熱心である。 

ADM は、合弁を組むメタボリックスとの提携によるミレル・バイオプラスチック、

不凍液やプラスチックアプリケーションの再生可能なプロペングリコールなど、さまざ

まなバイオ由来の工業用製品を生産している。 

 

 ブンゲ・アリメントス（Bunge Alimentos ） 

ブンゲ・アリメントスは「サンティスタ」というブランドで消費者向けパッケージ食

品を販売している。主要製品に、食用油、マーガリン、マヨネーズ、小麦粉がある。同

社は、動物飼料となる穀類も販売している。2 万 8,000 軒の農家と共同で、ブラジル全

26 州のうち 15 州に展開するブラジルの大手輸出会社の一つである。ブラジル全体の輸

出売上の半分以上を同社が占める。 

同社は新製品開発への投資および世界の原料供給国と提携し、製品のラインナップを

多角化させ、さらなる成長を試みている。ブラジル北東部の拡大する消費者需要に忚え

るため、食品生産者向けの新たな小麦粉の製粉所を建設することを発表している。同社

は穀物メジャー、ブンゲの子会社である。 

 

 ブンゲ肥料（Bunge Fertilizantes） 

ブンゲ社は南米における肥料の最大の供給者であり、ブラジルで最も信頼されている

ブランド（セラーナ、マナ、 IAP、オウロヴェルデなど）である。ブンゲは、動物飼料

添加物、直接作物栄養物、および混合肥料の材料として使用するためのアンモニウム、

リン酸 2 アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム等を採掘処理し、販売し

ている。 
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同社の小売部門は混合 NPK(窒素、燐酸塩、カリウム) 調合肥料、混合栄養物、液体肥

料製品や精密農法サービスを直接農家や小売業者に製造、流通、販売している。 また、

ブンゲは肥料生産に使用する原料や半加工原料などの生産も行っている。 

これらの肥料事業に加え、ブンゲは農学サービスも提供している。精密農法に関わる

農学者たちは GPS 地図技法を農家のために忚用している。 

 

 カーギル（Cargill） 

カーギルはブラジルで 43 年にわたる歴史をもち、農業ビジネスに従事している。

カーギルはブラジルの食品事業で大切な役目を担っており、リスクマネージメントビジ

ネスに意欲的である。サンパウロを中心に、ブラジル 18 州で事業を展開している。

カーギルはブラジル国内約 180 市に製造拠点や事務所を置き、従業員数は 2 万 4,500 人

に上る。 

カーギルはブラジル最大の大豆輸出者であり、第二位の製造者でもある。同社はブラ

ジルの砂糖の主要輸出者でもあり、合弁の TEAG（Terminal de Exportação de Açúcar 

do Guarujá）および T-33（Terminal de Açucar Ensacado）を通して世界中に製品を輸

送している。ブラジルの綿花栽培にも積極的で、生産、貿易、保管、加工などの事業を

行っている。 

食品業界におけるカーギルの3大事業は、スターチおよび甘味料、ココアおよびチョコ

レート、調味料システムである。洗練された菓子、ペーストリー、ビスケット、アイス

クリーム、キャンディ、飲料や調合品の生産に必要な製品を顧客に供給している。また、

リザ・クッキングオイル、ガロおよびラ・エスパーニャオリーブオイル、グルメ＆リ

ザ・マヨネーズ、リザ・サラダドレッシングなどのブランドで知られる消費市場向け製

品を世界中に供給している。 

1973 年に、ブラジルの地域社会で教育向上の手助けをする、フンダカオ・カーギルが

設立された。このプログラムはフラ-ボロ （初等教育サポートプログラム）と「デ・グ

ラオ・エン・グラオ（一歩一歩）」という２つの柱から成っている。「フラ・ボロ」は

公立小学校の子供たちにブラジルの民族学の本を紹介することで、読書の習慣をつけて

もらおうとするプログラムである。一方「デ・グラオ・エン・グラオ」は、公立小学校

の生徒とその家族に家庭菜園と食品安全の概念を広めようとするプログラムである。こ

れらのプログラムは、学校のクラスや学校菜園などで行われている。 

 

 コカ・コーラ（Coca Cola Ltd.） 

1942 年に設立されたコカ・コーラ・ブラジルはコカ・コーラ社の事業でも第 3 位の規

模を誇る。ブラジルのコカ・コーラ・ネットワークはコカ・コーラ・ブラジルと、認可

された現地の製造者や卸売業者など 16 の独立企業から成る。この組織は、3 万 4,000 人

の直接雇用者および 31 万人の非直接雇用者から成る。これらの製造者は、コカ・コー

ラの監視の下、同社のブランド名で製造、ボトル詰め、卸売を行う契約を結んでいる。

コカ・コーラ・ブラジルの卸売業者は戦略的にブラジル全土に配置されている。 
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2005 年には、ブラジルのジュース会社スコス・メイス社を買収し、清涼飲料カテゴ

リーでの成長が加速した。2006 年にはミニッツメイドとスコス・メイスを合体させ、ミ

ニッツ・マイデメイスというブランドで 15 種類の非炭酸飲料として売り出している。 

同社は中小企業のビジネス支援を目的とし、顧客開発トレーニングセンターをアルゼ

ンチン、ブラジル、チリ、メキシコ、ペルーに設立した。   

 

 コーンプロダクト・インターナショナル（Corn Products International Inc.） 

コーンプロダクトは世界最大のデキストロースの生産者で、スターチと甘味料の供給

者である。南米における最大のトウモロコシ加工業者で、アルゼンチン、ブラジル、チ

リ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ウルグアイの各国で営業。ブラジルのサンパウ

ロに本拠地を構え、バルサ・ノバ、カボ、モジ・グアク、ジュンディアイ、コンチャル

に加工施設を置く。 

 

 デルモンテ食品（Del Monte Fresh Produce） 

デルモンテは生鮮食品やカットフルーツ、野菜、ジュース、飲料、スナック、デザー

ト等の製造、販売促進、流通のすべてを担う総合食品のトップメーカーである。南米に

おける新鮮な柑橘果実をはじめとする果物は、デルモンテの自社農園で栽培したり、厳

選された第三者の農家から仕入れたりしている。 

同社はブラジルの生鮮果実部門のトップメーカーで、独自の商業パートナーと密接な

関係を築いている。製品の安全性、品質管理、先端技術、従業員教育、クライアントと

のコミュニケーションおよびコラボレーションが、デルモンテ・ブラジルでの成功のカ

ギである。 

 

 ゼネラル・ミルズ（General Mills） 

ゼネラル・ミルズのピルズビュリー焼き菓子、ハーゲンダッツ・アイスクリーム、

ネーチャーバリー・グラノラバーなどの商品はブラジルの消費者に人気がある。簡易食

品のフレスカリニ・パスタや、ブラジルで最も人気のあるスナックの一つであるパオ・

デケイジョと呼ばれるチーズパンも同社製品の一つである。 

ゼネラル・ミルズはシリアル・パートナー・ワールドワイド（CPW）とネスレの合弁

企業を通じ、ネスレブランドでシリアルを販売している。サンパウロ、リオデジャネイ

ロ、ブラジリアにあるハーゲンダッツ・カフェも同社のフランチャイズである。店舗以

外にも、ゼネラル・ミルズはブラジルのホテル、レストランや学校などにもフードサー

ビスも提供している。 
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 グリフィス研究所（Griffith Laboratories Inc.） 

同社は食品のグローバル生産者である。調味料ブレンドや乾燥ミックス、パン粉や

ソースなど調理補助食品から、スナック、加工肉まで幅広い製品を提供している。食品

加工会社やレストラン経営者、食品販売店などがグリフィスの主な顧客である。グリ

フィスは 1990 年代初めに最初の施設をサンパウロに置いた。 

   

 クラフトフーズ・ブラジル（Kraft Foods Brasil S.A.） 

クラフト社はブラジルで４番目に大きな食品会社である。おもなブランドに、「トラ

キナス」（クッキー）、「タン」（粉末清涼飲料）、「ラクタ」（チョコレート）、

「チップスアオイ！」（クッキー）、「ロイヤル」（ベーキングパウダー）、クールエ

イド（粉末清涼飲料）、ケンコ・コーヒーがある。 

クラフトはブラジルにおける企業の社会的責任を重く受け止めている。2008 年には、

南バヒア州において、5 年間のケア・プログラムを終了した。このプログラムのゴール

は、ココアを作物として育てる文化を根付かせたり、生活に必要な資源を紹介したりす

ることであった。このプログラムは小さな農家、漁師や原住民社会を含む 500 世帯以上

の家庭に利益をもたらした。このプログラムのおかげで、ドム・エルダー・カマラ・コ

ミュニティにおける識字率は 100％になり、収穫期の収穫物は高い値段で売れ、収穫量

も 4 倍にも増えた。結果、収穫期の農家の月収は 600 レアルとなった。 

 

 マース・インク（MARS INCORPORATED） 

アメリカの「M&Ms」、「スニッカーズ」、「TWIX」などのスナック菓子製造で知

られるマースはグアラレマ市に所在し、ペットフードおよび食品の施設はモジ・ミリム 

およびレシフェにある。 

 

 マーティンブロウワー・カンパニー（Martin Brower Company） 

マーティンブロウワー・カンパニーは、マクドナルドの最大の食品卸売業者である。

サンパウロ、パラナおよびペルナンブコの各州にオフィスを構える。 

 

 マクドナルド・ブラジル（McDonalds Brazil） 

3 万４,000 人におよぶ従業員を抱えるマクドナルドは、民間企業ではブラジル最大の

雇用主である。マクドナルドのブラジルでの歴史は 30 年にも及び、ブラジル 21 州 134

市に 1,144 か所の販売店を構える。2007 年の売り上げは 10 億米ドルであった。マクド

ナルドは、ブラジル国内において栄養価をメニューに表示する唯一の企業であり、ブラ

ジルでは働き手にとって最も信頼できる会社として認められている。 
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マクドナルドはロナルド・マクドナルド・ハウス（子供や青年のがん患者のための施

設）のみにとどまらず、5 歳未満の子供のための予防接種を広めるため、レストランを

予防接種の拠点とした。 

 

 モンサント・カンパニー（Monsanto Company） 

モンサント・カンパニーはサンパウロ、サンジョセ・ドス・カンポス、カマサリの 3

都市に拠点を設けている。カマカリには、169 エーカーの敷地に除草剤の原材料製造拠

点があり、南米の総括となっている。5 億米ドルの投資が予定され、第一フェーズとし

て 3.5 億ドルがつぎ込まれた。 

モンサントにとってカマサリ工場は米国外では最大の施設であり、原材料製造の統括

製造ライン施設はここのみである。ここでの生産品は、サンジョセ・ドス・カンポスと

サラテ（アルゼンチン）で使用される。この施設ができる前は、米国からの輸入原料を

使用していたが、この施設が始動したことにより、従来の 1.5 億ドル相当の輸入品に替

わって、約 3 億米ドルをブラジル経済にもたらしている。その結果、輸出量も増加した。

バイーア州が投資の対象となった主な理由は、労働力や原材料、水や電気などのインフ

ラの存在があった。 

 

 ノブス・インターナショナル（Novus International） 

ノブスは 2007 年 12 月、サンパウロにペット食品の製造工場を開設した。3 万 7,000 平

方メートルの同施設は、ブラジル製または米国やドイツから輸入された最新の機械を装

備している。新技術によって、製造過程の完全な機械化が可能になった。この施設は、

酸化防止剤、ミネラルサプリメント、メチオニン、オーガニック、有機酸などを１か月

に 300 トン生産する能力がある。ノブス製品は動物の栄養の吸収を高め、保存期間を長

くする補助食品である。ノブスの 2 エーカーにおよぶ複合施設は、豚肉、牛肉、鶏肉、

乳製品やペット業界における、動物の健康と栄養のために努力している。 

 

 ペプシコ（PepsiCo） 

ペプシコはブラジルのラッキースナック・ビジネスを2007年に吸収し、同年には飲料

品販売で2ケタ成長を記録した。「7UP」と「H2O!」はブラジルにおいてブランド価値

および市場シェアが最も成長しているブランドである。同社は2007年に焼菓子をブラジ

ルに売り出したところである。ペプシコがどれだけ幅を広げ、力を強められるかが、ブ

ラジルのような高成長市場における成功を左右する。 

 

 

 



50 

Copyright(C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 パイオニア・ハイブレッド・インターナショナル（デュポン）（Pioneer Hi-Bred 

International Inc. <DuPont>） 

パイオニアは、高度な植物遺伝子学を駆使する世界的な育種企業である。 同社のトウ

モロコシ種事業は 1972 年よりブラジルで始まり、その後 1999 年にブラジルのドイス・

マルコスを買収して大豆種市場に参入した。 パイオニアのブラジル国内販売網には、7

つの販売領域に 104 人のディーラーを置いている。 

2001 年より、パイオニアは成長市場に対忚するため、インフラ開発を目的とした研究

と供給事業を積極的に拡大させている。 

パイオニアはサンタクルーズにある管理部門およびトウモロコシ製造施設を含め、ブ

ラジル国内 10 か所に 370 人の従業員を抱えている。トウモロコシ製造施設はサンタク

ルーズ、サンタローサ、イツンビアラ、フォルモサにある。トウモロコシ研究所はパ

ソ・フンド、トレド、イツンビアラ、バルサス、プラナルティナにある。大豆製造施設

はプラナルティナに、大豆研究所はプラナルティナおよびソリーソにある。 

 

 リッチプロダクト・コーポレーション（Rich Products Corporation） 

同社は食品の製造、販売、流通を世界各地で行っている。おもな商品は、トッピング、

アイシング、デザート、パン、お菓子、ピザ製品、バーベキュー製品、アペタイザー、

イタリア料理の食材、シーフードである。同社はサンパウロに現地研究・開発拠点を設

けている。 

 

 サラ・リー（Sara Lee） 

サラ・リーはブラジル産コーヒー全体の15％以上を購入し、現在はグリーンコーヒー

のみを輸出している。サラ・リーは過去3年間に現地のコーヒー豆焙煎会社をいくつか買

収するなど積極的なブラジル投資を行っている。この結果、カフェ・ピラオやカフェ・

ドポントなど同社の5つのブランドが国内市場の25％を占める。サラ・リーは、サンパ

ウロ州にあるミナス・ジェライスの山で栽培されたグルメ・コーヒーの販売促進も行っ

ている。 

 

 セミニス（Seminis Inc.） 

セミニスはフルーツおよび野菜の種の世界有数の開発、生産、販売者である。同社は

第二次世界大戦中の 1940 年代にブラジルに参入した。当時、ブラジルへの供給者で

あった欧州企業は、戦争の被害に遭い、ブラジルへの供給が不安定であった。ブラジル

の輸入業者は米国産のアスグローというブランドの種をブラジル市場に売り出した。ブ

ラジル消費者のニーズに忚えることと、ブラジル農業の可能性を認識し、1975 年にアス

グローはブラジルに子会社を設立した。 
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1983 年には、熱帯気候の野菜の遺伝子向上を目的とし、最初の実験施設をポーリニア

に設置した。セミニスはロイヤル・スルイスブランドを 1973 年に、ペトシードブラン

ドを 1980 年代に発表した。2003 年には、ブラジルでの 3 つのブランドの統合を発表。

セミニスはホルティセレスブランドとしてブラジルでの販売を続けている。 

 

 ソライ（Solae LLC） 

デュポンとブンゲは合弁で、食物性プロテインやレシチン、ポリマーなどの成分を抽

出した大豆栄養食品などさまざまな種類の大豆製品を製造している。ソライは南アメリ

カ地域の本社をサンパウロに、製造、運営拠点をエステイオに置く。 

 

 ハーシー・カンパニー（The Hershey Company） 

ハーシーは 2001 年にブラジルのチョコレートおよび菓子製造会社ヴィサジスを吸収

した。この吸収合併により、ハーシーは南米に製造拠点を得、さらなる成長のための輸

入コストの削減およびサービスの拡大が可能になった。ハーシーは、ブラジル市場で有

力な IO-IO およびビスコンティブランドを買収した。製造施設はサンパウロ郊外のサン

ロケにある。これらの製造施設では、ハーシーブランドのチョコレート、IO-IO、ビス

コンティブランドの製品が生産されている。2007 年には、グローバル・サプライチェー

ンの整備、売上の鈍化等が原因で、売り上げの 65％減を経験した。 

 

 モザイク・カンパニー（The Mosaic Company） 

ブラジル事業部は生産、混合、流通のオペレーションで構成される。同社は、NPK

（窒素、燐酸塩、カリウム）および動物の飼料製品に硫酸を混ぜることによって、単一

の過燐酸塩(SSP)と粒状にされた単一の過燐酸塩(GSSP)肥料を生産する生産施設を持つ。 

モザイクは、混合施設およびＳＳＰ施設を パラナ州のパラナグアと、サントス近くにあ

る南米最大のクバタオ港で運営している。 

  

 Yum! ブランド（Yum! Brands Inc.） 

Yum! レストラン・インターナショナルは Yum! ブランドの子会社で、ピザハットや

ケンタッキーフライドチキンなどにフランチャイズの権利を販売している。2007 年に、

ブラジル・ファストフード・コーポレーションと Yum! レストラン・インターナショナ

ルは、ブラジルで KFC ブランドをフランチャイズ化することで合意に至った。 

ブラジル・ファストフード・コーポレーションは KFC のチェーン店をブラジル全土

に開店させ、ブラジルで経営する責任を担った。2008 年 8 月には、ブラジル・ファスト

フード・コーポレーションはピザハットのブラジルにおけるフランチャイズであるイン

ナーナショナル・ブラジル・レストラン（IRB）の 60％を買収し、ブラジルの Yum! の

うち 2 つのブランドを管理することになった。 
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５章 IT 

 

 ブラジルでは外国企業参入に対する規制が厳しいが、IT産業については例外である。

ブラジル政府はIT化を積極的に推進しており、外国企業との提携にも寛大である。イン

ターネットやパソコンの普及率がいまだ3分の1程度ブラジル市場は、多国籍企業にビジ

ネス機会を与えている。しかし、米国企業は同政府のオープンソフト化政策や、ソフト

ウェアの海賊行為といった問題に直面していることも事実である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IT 産業概要 

IT産業におけるブラジルの発展はめざましく、多国籍企業の受け入れについても比較

的柔軟である。ブラジル政府は、最先端技術の導入に意欲的であるため、ブラジルに

とって 外国の技術を享受することは重要である。 国内の有力企業はブラジルにとどまら

ず、南米やそのほかの地域にも市場を広げている。1億9,000万人のブラジル国民もイン

ターネットアクセスの拡大を切望している。 

インフラ開発を積極的に取り入れた結果、ブラジルは現在世界第9位のインターネット

ユーザー数を誇る。ブラジルの居住者の35％にはインターネットアクセスがあり、25％

はパソコンを所有し、5％はブロードバンドの加入者であると推定されているが、イン

ターネットアクセスおよびパソコン所有者の割合は急速に伸びている。 

このレポートでは、米国企業がどのように市場参入の課題を克服し、ブラジル市場に

溶け込んでいったかを探る。インフラ開発（光ファイバー、ワイヤレスネットワーク、

サーバーなど）、知的財産権の保護（ソフトウェアの著作権侵害）、低価格などが、同

業界が直面する大きな課題である。 

 

要旨 

米国などの先進国ではすでに飽和状態となっているパソコンやインターネット分野

は、ブラジルにおいては急成長市場である。米国の IT 企業は、データ、コミュニ

ケーション、ソフトウェア、コンピュータ、ストレージ、インターネットなど様々な

IT 分野においてビジネス戦略を立てており、これから先 5 年から 10 年の間に 2 桁成

長が見込まれている。ブラジルの地域社会はコンピュータへのアクセスおよび通信手

段を得ることになる。 

米国企業はこうしたブラジル政府の試みを巧みに利用し、小売店との関係を構築し

たり、地元の電気通信および IT プロバイダーと提携したりして売上を伸ばすなど、

ブラジルでの利益拡大を目指している。 
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出所：International Communication Union、コムスコア（2009年1月調べ） 

 

2. 不正行為に悩むソフトウェア市場 

ブラジルのグレー市場（メーカーが意図している流通経路から外れた経路で売買される

市場のことを指し、闇市場とは区別されている）はパソコンの売上の47％を占める。

ハードウェア関連の典型的なグレー市場の例としては、ブラジル人の学生、観光客、商

用で訪れる人、ビジネスパーソンなどが米国に行ってノートパソコンを購入し、申告せ

ずにブラジルに戻るため、関税の支払いから免れるというものである。ただし、中流層

のブラジル人の可処分所得の増加、小売店での分割払いの選択肢の増加、ハードウェア

価格の下落等の理由によって、グレー市場は縮小しつつある。 

ソフトウェアの著作権侵害は、不法なソフトウェア、ゲーム、映画のコピーなどいた

るところで見られる。IDCの調べ11によると、2007年のブラジルにおけるソフトウェア

の海賊行為は57％であった。米国や日本が20％前後であることを鑑みると、この割合は

かなり高い。こうした海賊行為によって各企業は大きな損害を被っているものの、ソフ

                                                   

11 IDC グローバルスタディ 2007 

http://global.bsa.org/idcglobalstudy2007/studies/2007_global_piracy_study.pdf 
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トウェアの売上は年間成長率10％を記録するなど好調。ソフトウェア市場の35％を国内

製品が占めるが、残りの大部分の市場は多国籍企業に支配されている。 

 

3. 民間セクターの試み 

国内企業に加え、海外企業もブラジル国内でパソコンを製造することで、近年国内の

パソコン販売台数が増加している。2008 年のコンピュータ売上は 82 億米ドルにも上り、

ブラジルのパソコン市場は米国、中国、日本、英国に続き世界第 5 位である。また、コ

ンピュータ分野は 2008 年から 2013 年の間に年率 11％の割合で拡大していくとみられ

ている。 

ブラジルのパソコンメーカーであるポジティボ・インフォルマティカはブラジル市場

の 15％を支配している。2008 年には競合相手の HP やデルの 2 倍にあたる、31 万

5,000 台のパソコンをブラジル国内で販売した。現在ブラジルのパソコン普及率は 25％

であるため、今後の個人・法人ユーザーのさらなる増加が期待できる。 

家庭用コンピュータを購入する際、収入が限られているブラジル人家庭では、家族で

共有するためにデスクトップを買う傾向にある。すでにデスクトップを所有する中流・

上流家庭は、2 台目のパソコンにはラップトップを購入することが多いが、持ち運び用

というよりは、家の書斎やオフィスなどの一定の場所に置かれることが多い。 

ブラジル最大の電気通信企業であるエンブラテルは、2008 年 3 月に WiMAX ネット

ワーク構築に 6 億ドルを費やし、最初のステージを完了させたと発表した。これは、

3.5GHz 帯地域 WiMAX で、ブラジルの全 12 都市をカバーする。エンブラテルのワイヤ

レスブロードバンドサービスは、米国の IT 企業にとっても新しいビジネスチャンスであ

る。 

 

4. 公的機関の試み 

ブラジルの連邦政府は、2013 年までに 230 億米ドルまで支出を増加して「成長促進

プラン（PAC）」の実現を試みている。IT 産業は PAC の戦略産業である。ブラジルは

現在、GDP の 2％を IT 拡大に費やしており、国内のソフトウェアとサービス産業にお

ける最大 10 万の雇用機会の拡大を見込んでいる。 

こうした政府支出は、ブラジル全土に渡るものではなく、特定地区に限られている。

IT 産業への政府支出の 60％はリオデジャネイロやサンパウロなどの主要都市が集まる

東南地方で行われているが、東北地方での投資額は 8.3％にすぎない。また、パラナ州

をはじめとする南部は政府の積極的な産業奨励策により、最も成長の早い地域の 1 つで

ある。政府は最先端の IT 産業を活性化するための取り組みとして、減税および金利の引

き下げに焦点を当てている。 

ブラジルの文部省は近年デジタルインクルージョンプロジェクト（デジタル社会への

参画推進）の一部として、「１人の子供につき１台のラップトップを」というプログラ

ムを運営している非営利団体から 35 万台のリナックスラップトップを注文した。リ

ナックスベースのラップトップコンピュータを無料で貧困層の子供に分配することを目
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指すイニシアチブである。カナダの企業ユースフルとブラジルの企業スィン・ネット

ワークスは、デスクトップ仮想化ソフト、パソコンの共有ソフト、およびハードウェア

を提供している。 

一方ポジティボ、ダルマ、イタウルテック（Itaultec）はパソコンおよびサービスを

提供している。 ブラジル政府は、消費活動をさらに刺激するために、ラップトップを購

入する教師に優先的に融資を提供する予定。 文部省による決定は、ブラジルをコン

ピュータ教育の世界的なリーダーにするための大胆な試みであり、学生一人あたりのコ

ンピュータ数を最小コストで改善させる方法を他国に示している。 

 

5. インターネットアクセスの拡大には民間セクターと公的機関の協力が必要不可欠 

ブラジル人の約 3 人に 1 人がインターネットユーザーであるにも関わらず、人口の約

11％にあたる 2,200 万人のブラジル国民には、電気通信またはインターネットサービス

へのアクセスがない。学校でのインターネット環境はさらに悪く、わずか 6％の公立学

校にしかインターネットがない。ブラジルでは、100 人あたりの家庭でのネット接続

（固定）の割合は 20 である。ちなみに、携帯電話の普及率は 100 人あたりおよそ 65 と

なっている。 

インターネット接続を広めるためには、民間セクターと公的機関の両者が協力し合う

ことが必要不可欠である。インターネットアクセスの問題の解決策としては以下の 2 つ

の手段が挙げられる。 

① 公共のアクセスポイントを拡大する。 

例：無料のインターネットアクセスブースを貧しい地域の郵便局等に設置する。

マイクロソフトなどの多国籍企業と現地ビジネスパートナー契約を結び、使用料

をその場で払うコンピュータを備えた“テレセンター”を設ける。 

② モバイルブロードバンドのインフラに投資する。 

例：チリのオペレーター「エンテル PCS」が HP とパートナーになり、3.5G モ

バイルブロードバンドを取り入れたラップトップとモバイルブロードバンドの

セット販売をする。 

インターネットカフェのような公共アクセスポイントを設置することは、より幅広い

地域の人々にインターネットアクセスの機会が与られる。モバイルブロードバンドのイ

ンフラでは、パソコンやサービスを買うことのできる限られた人々しかアクセスできな

いことになる。 

ブラジルでは、モバイルブロードバンド対忚のラップトップは、公共の場での盗難の

ターゲットとなるため、道やタクシー、空港などで持ち歩かれることはほとんどない。

ブラジルでのラップトップは持ち運び用よりもデスクトップの代替として使われており、

ワイヤレスブロードバンドは携帯性（モビリティ）ではなく、インターネットアクセス

を拡大させるものに他ならないと米国企業は実感している。 

アブソリュート・ソフトウェア（カナダ）はラップトップのセキュリティプログラム

「ロジャック」を販売している。このプログラムは、ラップトップが盗難に遭った際の
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ラップトップの取り返しおよびデータ削除のサービスを提供している。盗難品を取り戻

すのは難しい。会社関係者は、ラップトップを取り戻すことよりも、データを削除する

ためにこのプログラムを取り入れている。 

 

6. ブラジル政府のインターネット化 

ブラジルインターネット運営委員会 (The Brazilian Internet Steering Committee：

CGI)は、ブラジル国内におけるインターネットのサービス活動を管轄する組織で、政府、

民間、学界のメンバーで構成されている。CGI は 1995 年 5 月に発足し、2003 年 9 月に

大統領令によって改正された。主に、ドメインネームの登録・管理、ネットワーク管理

者のセキュリティおよびサポートを含むインターネットサービスの品質、革新、普及に

努めている。CGI には、優先課題について討議するため市民代表者が選出される。  

CGI の 21 名のメンバーは以下の通り： 

 連邦政府代表―9 名 

o 科学技術省 

o 通信省  

o 大統領閣議室  

o 国防省  

o 開発・商工省  

o 企画・予算・管理省  

o 国家テレコム庁  

o 国家科学技術開発委員会 （National Council of Scientific and 

Technological Development） 

o 科学技術に関する国家戦略室 （National Forum of Estate Science and 

Technology Secretaries） 

 企業セクター代表―4 名  

o インターネットサービス・プロバイダー  

o テレコムインフラ・プロバイダー  

o ハードウェアおよびソフトウェア産業  

o ビジネスセクター・ユーザー  

 公益セクター代表―4 名 

 科学技術地域共同体代表―3 名 

 インターネット専門家―1 名  

いまや、歩道の整備よりもインターネット環境を整備するほうが得意と言われるくら

いに、インターネットアクセスと、デジタルインクルージョンはブラジル政府にとって

の合言葉となった。 

米国企業はブラジル政府のIT化に関する財政支出を最大限に利用しようとしている。

ブラジルでの経験が浅い企業は、現行の企業を通す等、現地の法律条件を満たすために

国内で組み立て作業をする、もしくは現地IT企業のプログラミング技術を利用し他に販

売するなどして成功を収めている。 
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7. ブラジルで活躍する米国企業 

 

 3Com コーポレーション（3Com Corporation） 

3Com ブラジルはグローバルネットワーク・ソリューションの 3Com の子会社である。

同社は、中小企業のビジネスおよびネットワークの手助けをすることを目的とした会社

である。なお、3Com ブラジルは全製品ラインの流通をフィリップス社に委託している。 

フィリップスに 3Com へのアクセスを許可することで、ブラジル全土にあるフィリッ

プスの顧客に間接的に商品を販売することができる。このように、すでに販売網を広げ

ている顧客を利用して外国市場に進出するのは、米国企業にはよくある話である。

3Com ブラジルは近年、現地のテクニカルサポート部門を強化するために 100 万ドルの

投資を行った。 

 

 ブラックボックス・コーポレーション（Blackbox Corporation） 

ブラックボックス・コーポレーションは大手メーカーのプラットフォームおよびアプ

リケーションを使用し、複雑な音声およびデータネットワークのデザイン、構築、メン

テナンスを行っている。コンピュータコミュニケーションおよびネットワーク機器を専

門とする同社は、様々な IT サポートを必要とするビジネスに、テクニカルサービスおよ

びソリューションを提供している。 

例えば、音声およびデータネットワーク、データセンター、ケーブルおよびビデオ、

デジタル記号などである。ブラックボックスは 1994 年よりブラジルで活動しており、

ラテンアメリカ市場の土台を築いている。 

 

 シスコ（CISCO） 

シスコ・システムズはカリフォルニア州サンノゼを拠点としている世界最大のコン

ピュータネットワーク機器メーカーである。シスコは 1994 年にブラジルに参入し、サ

ンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアにオフィスを構えている。シスコ・ブラジル

は同社売上の約 1％を占めており、これは 250 人の従業員によって支えられている。シ

スコは多様なパートナーを通じてブラジルでのビジネスを展開している。 

ブラジルにおける 90％以上のビジネスは、パートナーを介して行われている。同社は

55 のパートナーと協力して、ブラジルで販売活動をしている。 

 

 デル 

デルは、10 年前の 1999 年にエルドラド・ド・スルに初めて製造施設を設置し、ブラ

ジルに参入した。 デルがエルドラド・ド・スル近郊を選んだ理由は、サンパウロ市場へ

の安全な高速道路のルートが確保できるからであった。また、この土地からその他の中

南米諸国へも輸出した。 ブラジル政府の“現地製造“の条件を満たすことによって、デ
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ル・ブラジルの製品を無 4 税でメルコスールの国々に販売し、輸入製品と比較して安価

なレートで販売することを可能にした。 

2007 年に、デルはサンパウロより北西にある町、ホルトランディアに新工場を設立し

た。ホルトランディアは、同社の顧客の大多数を抱えるサンパウロ（全体の 70％）にさ

らに近くなっただけでなく、ビラコポスにある大型貨物空港にも近く、物流にかかる費

用および時間を短縮することができるようになった。デルは近い将来、各地の活動をこ

の新しい 2 拠点に統合する予定である。 この 2 拠点において、デルは 1,200 人以上を雇

用している。  

デルのパソコン市場全体の売上高は第 3 位で、市場の約 6.2％を占める。また、2007

年から 2008 年の年間売上成長率は 52％を記録した。 2008 年 10 月には、既存のパート

ナーであるウォルマートと ポント・フリオ社に加え、アウトレット小売店フナックとカ

ルフールブラジルと協定を結び、小売市場を拡大させた。 

 

 EDS ブラジル（Electronic Data Systems Do Brasil Ltda. ） 

EDS ブラジルは 1985 年に設立され、ブラジルでは第 2 位のプロバイダーであり、IT

サービスプロバイダー市場の 5％を占める。EDS のブラジル子会社はブラジルに参入し

てから毎年 20-30％の割合で成長している。サンパウロ、リオデジャネイロ、サンベル

ナルド・ド・カンポ、バルエリ、ビトリア各地にオフィスを構え、１万人の従業員を抱

える大企業である。 

オフィスの種類は、データセンターが 2 か所、コールセンターが 2 か所、ソフトウェ

ア工場が 4 か所である。これらの拠点において、EDS はウェブホスティング、セキュリ

ティ、クレジットカード処理の業務を行っている。EDS のクレジットカード処理部門で

は、年間 30 億件のクレジットカード処理を行っており、同業界のマーケットリーダー

である。 

 

 グーグル 

ブラジルはグーグルのラテンアメリカ事業の中心となっており、同社の年間売上は 5

億ドルと推定される。グーグルのソーシャルネットワーキングサイト「オルクト

（Orkut）」はブラジルでもっともアクセス件数の多いサイトである。Orkut はもとも

とカリフォルニアで生まれたウェブサイトであるが、2008 年 8 月にグーグルはこの事業

をべロ・オリゾンテにあるグーグル・ブラジルに移行させた。グーグルは、2005 年に初

めて 200 人の従業員をブラジルで雇用した。 

 

 ヒューレット・パッカード（HP） 

HP ブラジルは 1967 年に設立され、パソコン、サーバー、データストレージディバイ

ス、企業向けソフトウェア等の販売、サービス提供を行っている。HP ブラジルは、コ

ンサルティング、製品統合、技術サポート等の IT サービスも提供している。 
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HP はサンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、ポートアレグレ、べロ・オリゾン

テ、フロリアノポリス、クリティバ各地に地域オフィスを構え、バルエリとカンピーナ

スに流通センターがある。 

HP ブラジルは、R&D センターも運営しており、ブラジルの 14 大学と提携して開発

活動に取り組んでいる。同社がブラジルで拠点を持つ目的は、国内での販売のみにとど

まらず、海外市場のための調査、開発にも力を入れている。 これらのプロジェクトに

よって、将来ブラジルがグローバルソフトウェアの開発市場として活躍する可能性が高

い。HP は、ブラジルの大学との提携は非常に有効であるとみており、同国でのプロジェ

クトをさらに拡大する予定である。 

 

 IBM ブラジル 

IBM の子会社である IBM ブラジルの歴史は長く、同国に参入したのは 1917 年であ

る。当初はコンピューター・タビュレーティング・レコーディング・カンパニー（電子

計算機の前のパンチカードによるデータ処理機）として、1920 年に行われたブラジルの

国勢調査を担当した。1939 年に、ベンフィカとリオデジャネイロに IBM の最初の工場

を設立した。10 年後の 1949 年に、同社は IBM 世界貿易会社の名のもとで事業を開始。

この会社は 80 年代、90 年代にはブラジル中に知れ渡る巨大企業へと成長した。 

IBM ブラジルは今日、IBM パーソナルシステムグループ、IBM グローバルサービス、

IBM 技術センターから成り、IBM の製品ラインを製造している。 

2003 年、IBM は 2 つのリナックス技術センター（LTC）をブラジルに開設し、リ

ナックス・コンサルティングサービスを 2004 年に開始した。IBM はこの LTC に 220

万ドルを投資し、カンピーナスとオルトランディアの研究所を拡大させた。この投資の

おかげで、ブラジルの LTC は世界 60 か所の LTC の中でもトップ 5 に入るほどになっ

た。LTC ブラジルは IBM コンピュータに使われるリナックスの改善に焦点を当ててい

る。今日、IBM はブラジルの 6 ユニットにおいて 1 万 1,000 人を雇用している。 

IBM はブラジルの IT サービス市場で最大のシェアを誇る。2008 年、同社はブラジル

大手のテレフォニカ・ブラジル、レロイ・マーリン、メルセデス・ベンツとサービス契

約を結んだ。IBM のブラジルにおける収入の 54％はサービス収入であり、この数字は

他国の平均と比較しても多い。 

 

 インテル（Intel Corporation） 

1997 年以来、サンパウロにあるインテル・ブラジルの営業所は地元の PC メーカー、

流通パートナー、およびソフトウェア産業と共に活動している。インテルはブラジルに

おける e-ビジネスの開発と、電子商取引採用を促進する“e-ビジネスソリューション・ラ

ボ”等の技術促進に意欲的である。同社は、現地システムビルダーの能力向上、e-ガバナ

ンスの構築、ブラジルの教師、学生、技術者への技術教育等の事業を行っている。 イン
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テル・ブラジルは、多くの教育イニチアティブを促進し、大学研究プロジェクトおよび

理数系科目の教育レベル向上のためのプログラムへの資金提供を行っている。 

インテルのベンチャー・キャピタルであるインテル・キャピタルは、ブラジルにおい

て、1999 年以来 13 の企業へ 3,500 万ドルの投資を行ってきた。2005 年には、パソコン

の売上の伸びにかげりが見えかけてきたブラジルにおいて、デジトロン、テレコムネッ

ト、セルトサイン、ネオビアの 4 つの現地企業に投資した。その 1 年後には、ブラジル

への投資を促進するために、5,000 万ドルのベンチャー・キャピタル基金を設立した。 

これらの基金は、さまざまな IT 企業、特に WiMAX サービス、ハードウェア、現地

のコンテンツ制作会社、デジタルヘルス、IT サービス、ソフトウェアプロバイダーへの

投資に利用される。パソコンの需要を生み出し、インテル製品およびサービスの需要を

伸ばすことが、インテル・キャピタルの戦略である。 

 

 マイクロソフト 

マイクロソフトは 1989 年に最初のオフィスをブラジルに設立し、現在はサンパウロ

の本社をはじめ、ブラジル 13 ヶ所の現地オフィスに 570 人を超える従業員を抱える。

マイクロソフトは地域オフィスを利用して市場を拡大してきた。顧客、パートナー、地

域に密着することで、同社製品を含むデジタル環境を刺激することが狙いである。この

拡大事業の一環として、マイクロソフトは過去 2 年間に地域オフィスを 8 か所開設し、

現地のソフトウェア会社と提携して、「アセスプロ（Assespro）」、「サセス

（Sucesu）」、「APL」等の現地のプログラム開発に取り組んできた。 

マイクロソフトは、ブラジル各地でソフトウェアの研修講座を提供するイノベーショ

ンセンターのスポンサーでもある。この講座を設けることによって、自社製品への理解

を広めるのが狙いである。最初のイノベーションセンターは 2002 年に開設されたが、

現在は各地に 32 か所のセンターがある。 

マイクロソフトの現地市場戦略は、オープンソースおよび無料ソフトウェアを推進す

る連邦政府の戦略と対立している。政府はライセンス料がかかるマイクロソフトのウィ

ンドウズよりもリナックスを推奨している。ウィンドウズは、開発途上国の企業や政府

機関にとって高額だからだ。こうした動きによって、マイクロソフトは、米国で販売さ

れているウィンドウズ XP よりも機能を減らした安いバージョンの OS 販売を開始する

など対策を練っている。 

 

 オラクル・ブラジル 

1988 年に設立されたオラクル・ブラジルは、経営資源利用計画(Enterprise resource 

planning, ERP)とビジネスソリューション（顧客管理システム[CRM]およびサプライ

チェーンマネージメントシステム[SCM]を含む）を各企業別にカスタマイズし、販売し

ている。また、同社は、コンサルティングサービス、ソフトウェア、トレーニング、サ

ポートも提供している。ブラジルは世界のオラクル売上のトップ 10 位に入るほど重要

な拠点である。販売の 50％以上は、550 の現地代理店を通じて間接的に行われている。 
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オラクルのようなプロバイダーにとって、ブラジルのような成長市場は売上を伸ばす

絶好のターゲットである。 2007 年に、ブラジル・テレコム(ブラジルの主要ワイヤレス

および固定通信プロバイダー)は、オラクルのコミュニケーション・オーダーマネージメ

ントサービスに契約した。このサービスによって、ワイヤレスの顧客および固定通信

データの顧客へのサービス配送を加速させることができる。 

ブラジルにある他のIT企業のように、同社は、オラクル教育財団(OEF)を通して、IT

教育の機会を提供し、デジタルインクルージョンを促進している。この財団を通じて、

2006年にはThink.comを開設した。Think.comは、学生と教師が教育内容や知識を共有

する、プロジェクト作業をするなど、対話型のオンライン学習を可能にするプログラム

である。OEFは、自治体、州、政府、ビジネス、また非営利組織とのパートナーシップ

を通じてさらにブラジル国内にThink.comを拡大する予定である。 

 

8. ケーススタディ 

マイクロソフトは長年に渡り、世界の OS 市場を独占してきた。最近でこそアップル

社のマックに若干シェアを奪われたものの、今でも圧倒的な強さを誇り、ブラジルも例

外ではない。2005 年のブラジル政府によるオープンソース化政策により、ブラジルにお

けるマイクロソフトの存在が危ぶまれたが、独自の戦略により成功を収めている。 

ブラジルにおける米国企業の戦略は、既存の顧客獲得争いのみに留まらず、現在パソ

コンおよびインターネットアクセスのないブラジル市民にも顧客幅を伸ばそうと様々な

プログラムを試みている。以下では、マイクロソフトのパソコンの従量課金システムお

よび、インテルの WiMAX ネットワークの投資について述べる。 

 

 ブラジル政府のリナックス推進計画にも屈しない、マイクロソフトの戦略 

2005年の大統領令により、ブラジル連邦政府の各省はオープンソースソフトウェアに

切り替えることを原則とした。2005年当時、ブラジル政府はパソコン１台につき約500

ドルをライセンス料としてマイクロソフトに支払っていたため費用がかさみ、ウィンド

ウズの利用を止めるという決断に至った。オープンソースソフトウェアに切り替えるこ

とによって、ブラジル政府は外国企業(すなわち、マイクロソフト)にロイヤリティを支

払わずに済むことになる。今日、マイクロソフトのウィンドウズOS に代わり、リナッ

クスの運用を実現している。 

ブラジルに限らず開発途上国の間では、このオープンソース化運動について活発に論

議されている。これらの国々は、コンピュータソフトウェアのソースコードは、企業の

特許や著作権によって侵害されるべきではなく、無料で提供されるべきだと主張してい

る。 

このようなブラジルの政策をよそに、マイクロソフトは依然として世界のOS市場の9

割を独占している。マイクロソフトはこれ以上ブラジルでの市場シェアを失わないため

に、ウィンドウズXPの限定版“ウィンドウズXPスターターエディション”の低価格販売を

開始した。この限定版は、米国で発売されているバージョンよりも機能が限られている。
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マイクロソフトは同じくウィンドウズXPの限定版である“ライト”をタイ、マレーシア、

インドネシア、ロシア、インドの各国で販売している。 

この戦略はブラジルにおいて大ヒットした。ブラジル最大のコンピュータメーカー、

ポジティボ・インフォルマティカは、ウィンドウズXPの限定版を搭載したパソコンを発

表したと同時に注文が殺到したと報告している。2007年、ポジティボはマイクロソフト

搭載のパソコンを100万台販売し、この戦略により同社は世界規模のパソコンメーカー

へと発展した。マイクロソフトがポジティボと提携してから10年が経った2008年、同社

は低価格のモバイルノートブックである新製品ライン“Mobo”を発表したが、これらの製

品にはウィンドウズVistaおよびオフィス学生版が搭載されている。 

 

 マイクロソフトの従量課金システム 

ブラジルのデジタル格差は小さくなりつつある理由の一つに、マイクロソフトがブラ

ジルおよび他の新興成長市場で試みている革新的な戦略がある。2015 年までに 10 億人

の世界の恵まれない人々を対象にデジタル格差を埋めることが、マイクロソフトの狙い

である。このプログラムの一つに、マイクロソフトの「フレックスゴー」技術が挙げら

れる。 

消費者がインターネットカフェに行くような感覚で、パソコンを使用した分だけ支払

うシステムである。その後は 1 時間あたり 50 セント～75 セントの利用料金をプリペ

イドカードを利用して支払っていく仕組みだ。パソコンが高すぎて買えないという

消費者も、この方法なら機能のそろったパソコンを自宅に持ち帰り利用することが

できる。 

これと似たプログラムで、コンピュータ購読プログラム（SCP）がある。マイク

ロソフトがパソコンメーカーのファースト・インターナショナル・コンピュータ、テレ

コムプロバイダーのテレフォニカ・ブラジル、HSBC 銀行ブラジルおよび小売店と提携

して実現したこのプログラムでは、まず消費者がパソコンの頭金を支払い、その後

は前述と同じシステムで利用料金を支払う。そして、従量課金サービスの下でパソ

コンを数百時間使うと、パソコンの所有権を取得できる。 

このフレックスゴー技術を搭載したパソコンのアイディアは、プリペイド携帯電話と

よく似ているのだが、このシステムのもう一つの利点はクレジットカードを使用する必

要がないことである。安定した収入がなくクレジットカードを持つことができない消費

者にも、パソコンを使用または購入するチャンスが与えられる。ブラジルがこのビジネ

スモデルを取り入れた最初の国となったが、ブラジル人消費者からは非常に好評であっ

た。 

アンケートによると、フレックスゴーの試用運用に参加した 31％の消費者は、フレッ

クスゴープランがなければパソコンを購入する予定はなかったと答えたが、このプラン

によって購入が可能になった。マイクロソフトは引き続きこの新興市場においてウィン

ドウズをどう販売していくかを探り続ける。 
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 WiMAX をブラジルに―インテルの試み 

2006 年、インテルは新技術へのアクセス地域を拡大するために、10 億ドルを投じて

「ワールド・アヘッド・プログラム」を開始した。インテルは、アクセシビリティ、接

続性および教育がどのように地域に好影響をもたらすのかを示すために、3 つの大陸か

ら 5 つの都市を選んだ。 インテルは都市から遠く離れたアマゾンの都市、パリンチンス

をこのプログラムのために選んだ。人口 10 万人のパリンチンスは、中央アマゾンに位

置し、隔離された地域の限られたインフラストラクチャーの中での挑戦となる。 

インテルは最新のWiMAXネットワークを保健所、2つの公立学校、地域センターに取

り付け、ワイヤレスブロードバンドを完備したコンピュータラボも3か所建設するなど、

パリンチンスのデジタル環境を一気に変えた。これは、ブラジル政府、ビジネスおよび

教育機関の担当者が提携することによって実現した。CPqD、エンブラテル、プロキシ

ム、シスコなどの提携企業がこのプロジェクトに貢献した。 

WiMAX 市場を形成し、市場を独占することがインテルの戦略である。ワールド・ア

ヘッド・プログラムを通じて、将来の市場の土台を固め、方針を定める政府との友好関

係を築くことは、同社の将来の成長につながる。現在、インテルはサンパウロにあるモ

トローラおよびテレフォニカと提携して、WiMAX がどのようにブラジル経済に影響す

るかを調査している。 

この計画は、2009 年には商業化される予定であるが、アクセスが限定され、広域での

使用は阻まれる可能性がある。ブラジルの国家電気通信省庁のアナテル氏は、現在すで

に運営許可の出ている 2.5GHz 幅のアナログおよびデジタルテレビサービス以外には許

可を出していない。インテルは、この市場調査の結果によって、アナテル氏の政策を変

えることに望みをかけている。 
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６章 製薬 

 

ブラジルの医療制度には、日本でいう国民皆保険のような公的保険と、個人保険の両

方が存在するが、個人保険に入れるのは全体の 28％にすぎない。貧富の差が激しいブラ

ジルでは、政府が積極的に国民の健康維持に取り組んでおり、値段の安いジェネリック

薬品を支援したり、国家エイズプログラムによってエイズ感染患者に無料で HIV 治療

薬を提供したりするなどの努力をしてきた。しかし、こうした背景には、政府と外国企

業による価格および特許権をめぐる論争がある。それでも、ブラジルの製薬市場は急速

に成長しており、臨床研究の面でも多くの外国企業を魅了している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 製薬業界概要 

人口 1 億 8,000 万人を有するブラジルは、製薬業界にとって無視できない市場である。

ブラジルの製薬産業は全世界で 10 番目に大きく、市場規模は 52 億ドルで、4 万 7,000

人が製薬業界で直接雇用されている。ブラジルは製薬業界が成長していく上で重要な存

在であり、米国の製薬会社がブラジルに進出しているのもこの市場の規模と成長性が主

な理由である。一方、ブラジル国内の医療関連政策や規制によって事業環境に多くのリ

スクが伴うため、各社は自社の成長プランにこれらの要素を加味する必要がある。 

要旨 

ブラジル製薬業界において、政府からの絶え間ない値下げ圧力など多国籍企業が直

面する問題は計り知れない。強制ライセンスの使用は、抗レトロウィルス薬（ARV）

の研究開発を抑制する要素となっており、またそれは全世界における ARV の価格低

下にもつながっている。これはジェネリック薬品市場にとっては好材料だが、ジェネ

リック薬品のみに依存する政策は長期的に裏目に出る恐れもある。外国企業は引き続

き、ブラジル市場の戦略的重要性と特許や価格面での妥協との間でバランスを取って

いく必要がある。 

こうした課題がありながら、企業がなぜ引き続き成功に向け努力しているのか不思

議に思う人もいるかもしれない。ブラジル市場にはそうした困難を上回るだけの魅力

があるからだ。まず、同市場ではあらゆる種類の薬の需要が拡大している。そして、

ブラジルの人口構成が多様なこと、また近年の規制改正によって、ブラジルは格好の

臨床研究の場となっている。この市場での成功の鍵は、長期的な方向性を決定し、焦

点を絞った活動を行えるかだ。 

国民医療保険制度は連邦政府にとって大きな負担であるが、ブラジルはこの負担を

背負うことを選び、現在では製薬業界を満足させることよりも市民の健康を最も重視

している。ただし、市場が成熟するにつれて事業環境に伴うリスクの一部が解消され

ると予想されるため、現在課題を抱えている企業も将来大きな投資利益を享受すると

みられる。 
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ブラジル市場は、人口が多いこと、また人口の増加と高齢化が急速に進んでいること

で、製薬会社に大きな消費者基盤を提供している。また、中流層の拡大によってこのク

ラスの購買力が高まっており、過去には高すぎて買えなかった薬でも今では利用できる

ようになっている。主に米国と欧州の企業は、ブラジル市場の約 20%を占めているにす

ぎないため、まだまだ成長の余地がある。 

現在、ブラジル人口の約 28%は医療保険に加入しており、この保険を通じて医療が提

供されているが、薬代には保険が適忚されない。薬代は、100%患者の自己負担である。

市民の大部分は国民医療制度に依存しているが、同制度による医療の質はその地域に

よってまちまちである。一つの症状に対して複数の異なる薬が選べることもしばしばあ

るが、公立病院の医師はブランド薬ではなくジェネリック薬品を処方することが多い。

もし医師が処方しなければ、患者はどの薬を使うかを決定するに当たり、近くの認定薬

剤士、家族、あるいは友人のアドバイスに従うこともしばしばある。米国では処方箋を

必要とする薬の多くが、ブラジルでは市販されている。 

ブラジルでは国民誰もが医療サービスを受けることができるが、政府は医薬品関連の

支出の抑制に積極的である。政府が発表する市場の傾向やインフレ率の分析に基づいて、

各薬品の価格が毎年 1 回決定され、その後 1 年間は価格が固定される。価格決定に政府

が影響を与えるため、医薬品の市場見通しを予測することは難しい。価格を決定するに

あたり、交渉を通じて相互に許容可能な価格に合意するというものであるが、製薬会社

が政府の提案価格への同意を余儀なくされることもしばしばある。この政策は業界内で

は批判の声が強いが、依然としてブラジル製薬業界は成長を続けているため、ブラジル

への投資をこれからも続けることは明らかである。 

ブラジル政府のエイズ感染症に対する対忚が話題になり、安価な薬が容易に手に入る

か否は市民にとっての大きな関心事となった。ブラジルは、エイズ治療薬が安価かつ簡

単に手に入るようにするための積極的な努力を引き続き行っている。大手製薬会社との

価格交渉にあたり、まず政府が国内でのジェネリック薬品の製造を許可する強制ライセ

ンスを発行するとして、特許の無効化に関し圧力をかけるのが常である。ブラジルの国

家 STD/エイズプログラムは 1990 年代前半に国民医療制度を通じてエイズ治療薬を無料

で提供するために確立されたものであるが、1996 年には大統領命令を通じてその内容が

さらに強化された。  

一部の大手多国籍企業は、ブラジル市場で様々な問題に直面してきた。これらの企業

は、市場への政治的圧力がブラジルでの事業展開を困難にしていることを認識している。

連邦政府は、医療関連の製品やサービスに関して市場に介入することがしばしばある。

ブラジル政府は常に国民の健康を第一に考えており、事業面の駆け引きは二の次である。

本レポートでは、世界の商業ルールに従うためにブラジルが採用してきた幾つかの変更

点、ならびに同国が適用するこれらのルールへの例外に焦点を当てると共に、ブラジル

のジェネリック薬品と臨床研究市場の重要性を示す。 
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2. 保険衛生規制当局 

 

 保健省は、国民保健関連の政策を実施する。具体的な役割には、公的医療保険制度

（SUS）のコーディネートと監督、環境衛生ならびに個人・国民全体の健康の推

進・維持・回復を目的とした措置、保健情報、保健に関する重要なフィードバック、

一般的な予防措置、国境・河川港湾・空港での管理を含めた保健監視（特に薬物、

食品、薬に関する監視）、保健関連の技術・科学研究などが含まれる。 

 

 衛生監督庁（ANVISA）は、保健省の傘下にあり、1999 年に組織された。同庁の使

命は、製品やサービスの製造や販売プロセスを通じて衛生管理を実施し、国民の健

康を維持することである。ANVISA は、いわば米国でいう食品医薬品局（FDA）、

日本で言う厚生労働省薬務課のブラジル版である。ANVISA は、他の保健監督官庁

と協力して薬や医療機器の価格を監視し、政策に関する提言や、施設の品質管理お

よび検査を行い、国家工業所有権研究所による特許許可に関する技術サポートを提

供している。 

 

3. 世界に遅れをとる知的財産権保護 

ブラジルの法律では、1971 年から 1996 年までは製薬関連の製品やプロセスに対する

特許は認められていなかった。しかし、国際的な政治圧力を受けて、ブラジルは 1996 年

に世界貿易機構（WTO）の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）」に

準拠することで、知的財産権の不正利用で度々問題になっている製薬業界を規制するた

めの措置を講じた。TRIPS 協定は、2000 年 1 月までに国際特許基準に従った規制の導

入を開発途上国に要求している。ブラジルは、20 年間の製品特許期間を通じた製品およ

びプロセスの特許保護（1996 年以降に特許が登録された製品に限られる）、承認審査中

の製品の保護、ならびに基本的なバイオテクノロジーに関する保護を行うことに同意し

た。 

TRIPS 要件を満たす規制は速やかに制定されたものの、ブラジルの特許規制には「特

許を取得した薬は特許発行後 3 年以内にブラジル国内で製造されること」を義務付ける

条項が含まれている。3 年以内に国内で製造が開始されなければ、ブラジル政府は特許

対象薬のジェネリック版の国内製造を認める権利を留保する。 

 

4. ジェネリック薬品 

薬価の低減や特許保護の取り締まりを目的として、1999 年に正式にジェネリック薬品

市場の規制が始まった。ブラジルでのジェネリック薬品の導入は、外国投資家に大きな

成長機会を提供し、政府はジェネリック市場への投資家の参入を積極的に奨励している。

ジェネリック薬品は、特許が失効したブランド薬の代替品として、ブランド薬よりも遥

かに安価に販売される。 

企業が国内でジェネリック薬品を製造するためには、ブラジルで事業活動を行う正式

な許可を取得すると共に、製品を ANVISA に登録しなければならない。ジェネリック薬
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品の導入で、製薬業界内での変化が加速され、研究所の数も増加。2008 年末時点でジェ

ネリック薬品市場は市場全体の 18%のシェアを占めているが、これは 2007 年から 3%の

増加である。ジェネリック薬品市場は、製薬業界全体の成長率の約 3 倍の速さで成長し

ている。一部の薬は今後数年間で特許が失効するため、この成長は今後も続くと予想さ

れる。 

国内でジェネリック薬品を製造するメドレー、EMS シグマ製薬、バイオラブ、ユーロ

製薬などの会社は、この成長から恩恵を被っている。スイス系の大手ノバルティスはブ

ラジル国内でジェネリック薬品を製造するが、同社は最近 7,500 万ドルを投じて工場を

設立することを発表し、2013 年までにジェネリック薬品の製造量を 10 億ユニットから

60 億ユニットに拡大したいと述べた。 

ジェネリック薬品市場では、引き続き品質管理問題がある。類似しているものの完全

に同一ではない薬品がジェネリック薬品として販売されることで、ジェネリック薬品に

対する消費者の不安が高まる恐れがある。ANVISA は品質管理基準を高めるために、

ジェネリック薬品を製造する製薬会社を入念に調査している。 

 

5. 研究と臨床試験 

ブラジルは、各社にとって臨床研究を行う戦略的 R&D センターの所在地でもある。

臨床試験は、ブラジルが国際調和会議（ICH）のガイドラインに準拠する規制を導入し

た 1996 年以来発展してきた。現在、ブラジルでは主に心臓病、中枢神経系、糖尿病、 

鎮痛剤、腫瘍学などの分野で活発な研究が進められている。ブラジルで行われる臨床試

験の約 50%は、臨床試験受託機関（CRO）によって実施されている。国際展開の CRO

は数えるほどしかないが、その内米国系 CRO には 300 人を雇用する PPD、165 人を雇

用するクインタイル、パレクセル、PRA インターナショナルなどが含まれる。臨床試験

の大部分はサンパウロ市で行われており、本社も同市に構えている。 

多様な人口構成を持つブラジルは、世界の様々な文化、食習慣、遺伝的特質を象徴し

ている。原住民もいれば、欧州、アジア、アフリカ系市民もいる。人口の多民族構成、

低い開発コスト、必要な資格を持った研究者の存在などにより、ブラジルは臨床研究に

適した場所となっている。しかし、これに異議を唱えるように、民族擁護団体はブラジ

ル人が「モルモット」として利用されていると恐怖や懸念を訴えている。 

また、規制や官僚主義によっても臨床試験の進行が妨げられており、承認を得るまで

には 1 年を要する。2008 年 7 月、ANVISA は試験承認の簡素化と迅速化を図るために

規制プロセスを改革した。しかし、これによりブラジル国内に多くの CRO が設立され、

患者を奪い合うようになった。その結果、企業間の競争が増し、同時にコストも増加し

た。以前は米国と比べて 20～30%低かった研究コストは現在 15%程度低いだけになって

しまった。 

臨床研究以外では、利益性の高い医薬品の国内での研究を推進するためにバイオテク

ノロジーセンターが 2002 年にアマゾン盆地に設立された。このバイオテクノロジーセ

ンターには製薬会社 20 社が入り、技術進化に重点を置くブラジルの戦略的方針を反映

している。このアマゾン盆地の施設は世界中から企業や研究者を引き寄せている。 
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6. ブラジルで活躍する米国企業 

 

 アボット・ラボラトリーズ・ブラジル（Abbott Laboratórios do Brasil Ltda） 

アボットはブラジルで 70 年の歴史を持ち、栄養、医療機器、診断を含めた様々な分

野の医薬品・医療製品市場で事業を行ってきた。同社はサンパウロに 2 つの事業所を持

つが、一つは医薬品と栄養剤、もう一つは診断と糖尿病治療を専門としている。アボッ

トの工場は、国内で販売される薬剤、ならびに南米の各市場に輸出される薬剤を製造し

ている。アボット・ラボラトリーズ・ブラジルは、約 1,000 人を雇用している。 

 

 BD ブラジル（Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas） 

BD ブラジルは、医療備品会社のベクトン・ディッキンソン器具として 1956 年後半に

設立された。BD ブラジルは、サンパウロとクリチバにそれぞれ 1 箇所、合計 2 箇所の

事業所を持つ。いずれも糖尿病治療、医療・外科システム、眼科システム、製薬システ

ム用備品のブラジル国内での製造および販売を行っている。BD ブラジルが手掛ける幅

広い製品群には、静脈注射針、注射器、カテーテル、インシュリン投与装置、注射器シ

ステム、薬物投与装置など、主に製薬業界向けの製品が含まれる。 

 

 イーライ・リリー・ブラジル（Eli Lilly of Brazil） 

イーライ・リリーがブラジルに参入したのは 1930 年で、1944 年にはリオデジャネイ

ロに最初の施設が設立された。1953 年になって、事業拠点がサンパウロに移った。現在

イーライ・リリー・ブラジルはサンパウロで工場を運営し、ゴイアニアとリオデジャネ

イロに地域オフィスを構えている。同社の工場は 2003 年に ISO 14001 を取得した。 

イーライ・リリー・ブラジルはブラジルで 600 人を直接雇用しているが、この内約

81%は大卒者である。イーライ・リリー・ブラジルはブラジル国内で最も重要な製薬会

社の一つで、精神病、腫瘍学、糖尿病、女性の健康といった分野におけるリーダー的存

在である。 

 

 ジョンソン・エンド・ジョンソン（ Johnson & Johnson S.A. Industria e 

Comercio ） 

ジョンソン・エンド・ジョンソン・ブラジルは、ブラジル市場にコットン、ガーゼ、

包帯などの病院用・家庭用製品を供給するために 1933 年にブラジルに進出した。同社

最初の工場は、サンパウロのモオカにあるタマンデュアテイ川の下流に設けられた。 

1954 年、同社の工業団地がサンジョゼ・ドス・カンポスに設立された。91 万平方

メートルを誇るこの工業団地には複数の研究所や製造施設が収容され、南米市場向けの
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製品の製造、研究、技術開発業務がすべてここで行えるようになっている。現在、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソンは、ブラジル国内で 4,500 人を直接雇用している。 

 

 メルク・シャープ＆ドーム・ブラジル（Merck Sharp & Dohme Brazil） 

ブラジルでは MSD として知られるメルク・シャープ＆ドームは、1952 年以来同国で

事業を展開している。同社最初の工場は 1958 年にカンピーナスに設立されたが、その

序幕式には当時のジュセリノ・クビチェック大統領とサンパウロのジャニオ・ピク

チャーズ州知事も出席した。ブラジルに進出して以来、MSD は痛み、眼の病気、HIV/

エイズの治療薬やワクチンの導入など、同国における幾つかの歴史上重要な医療に関

わってきた。1988 年から 2003 年にかけて、MSD はブラジルの製薬会社アチェ

（Aché）との合弁で事業を行った。現在、MSD は 25 種類の薬剤と 6 種類のワクチンを

ブラジルで製造している。MSD は、サンパウロのオフィス、カンピーナスの工場、ブ

ラジル国内各地の営業所で約 700 人を雇用している。 

 

 ファイザー・ブラジル（Pfizer of Brazil） 

ファイザーは 1952 年にブラジルに進出し、医薬品輸出業者としてリオデジャネイロ

にオフィスを構えた。その 8 年後、同社はサンパウロ郊外のグアルーリョスに製造部門

を設立した。ファイザー・ブラジルは、サンパウロの本社、グアルーリョスの工場、お

よび国内 8 ヵ所の営業・マーケティング／物流施設で約 1,800 人を雇用している。また、

ファイザーは臨床研究への資金援助も行っている。 

ファイザー・ブラジルは、ヒトや動物用の薬剤を製造している。ヒトの健康に関して

は、心臓病、中枢神経系、痛み・炎症、腫瘍学、内分泌学、勃起障害などの領域で薬剤

を開発している。動物やペットの健康に関しては、同社は抗炎剤、抗寄生虫剤、生殖補

助薬、ワクチンを製造している。ファイザーは、獣医学分野での市場リーダーで、ブラ

ジルから他の市場に獣医学製品を輸出している。 

 

7. ケーススタディ 

国家 HIV/エイズ治療プログラムで使用される公費 100%負担の 17 種類の抗レトロ

ウィルス薬（ARV）のうち、8 種類の薬は既に地元製薬会社によって製造されているが、

特許は取得されていない。残りの 9 種類については、これらを製造する外国の製薬会社

と引き続き価格交渉中である。このエイズの ARV に関する交渉や政策は、全世界の

ARV 価格に影響を与えている。ブラジルの価格統制モデルは特許 ARV の価格を下げる

上で効果的ではあるが、外国の製薬会社は交渉の中で自社の特許が無効にされたり、拒

否されたりするなどの圧力をかけられている。製薬会社はブラジル市場を完全に失うよ

りも、価格を下げることで同市場でのシェアを維持したいと考えているが、さらなる値

下げを拒否したために特許を失ったメルク・シャープ＆ドーム社の事例、およびギリー

ド社が特許取得を拒否された事例を以下に挙げる。 
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 MSD の知的財産権に対する強制ライセンス 

ブラジル政府は長年に渡って外国の製薬会社の特許を脅かしてきたが、ブラジルのル

イス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は 2007 年 5 月に、メルク・シャープ＆

ドーム（MSD）の抗レトロウィルス薬「エファビレンツ」のジェネリック版に関し国内

製造を認める強制ライセンスを発行した。世界貿易機構(WTO)が 2001 年にドーハで調

印した TRIPS に関する強制ライセンス協定では、保健に関する国家緊急事態や高すぎ

る価格設定を理由に開発途上国に限り特許プロセスを省略することを認めている。 

1996 年以来、ブラジルの国家エイズプログラムは 18 万人を超える感染患者に無料で

HIV 治療薬を提供してきた。このプログラムでは、当初はブランド薬を配布していたが、

コストの削減とプログラムの存続を保証するためにジェネリック薬品に切り替えること

に決定。エファビレンツは、HIV 患者の初期治療で重要や役割を果たす薬である。 

保健省によると、2007 年に同国はエファビレンツに 4,300 億ドルを支出しており、錠

剤 1 錠当たりの価格は 1 ドル 59 セントとなっている。患者 1 人当たりの推定年間コス

トは 580 ドルであるが、エファビレンツのジェネリック版では 166 ドルであるため、

MSD の特許失効後の節約が期待できる。 

ブラジル政府と MSD は強制ライセンスの発行を回避すべく相互に同意できる価格の

決定に努力したが、最終的にブラジル政府は MSD が提示した錠剤 1 錠当たり 1 ドル 10

セントの価格を受け入れなかった。ブラジル政府は MSD に、タイで販売されている同

錠剤の価格である 1 錠当たり 65 セントまで価格を下げるよう要請した。合意を目指し

数回の交渉が行われた後、MSD はこの要請を拒否した。このためブラジル政府は、

2007 年 5 月 4 日に強制ライセンス（ライセンス番号 6108）を発行した。 

このライセンスは、エファビレンツのジェネリック版を国家 HIV/エイズプログラムに

基づく公共・非商業目的での使用のみを許可するものである。言うまでもなく、MSD

はブラジルの決定に不服を唱えた。MSD は、世界第 10 位の経済大国であるブラジルな

ら、もっと貧しく厳しい状況に置かれた国よりも HIV 治療薬に多くを支出できる立場に

あると考えている。 

エファビレンツは、現在ブラジルの保健省が運営する最大級の製薬会社の一つファー

マンギンホス/フィオクルツ（Farmanguinhos/Fiocruz）によって製造されている。リオ

デジャネイロ州にある同社は、主に HIV/エイズや他の病気の治療薬を年間 20 億ユニッ

ト以上製造している。 

 

 ギリードによる「テノホビル」特許申請の拒否 

カリフォルニア州に本社を置く製薬会社ギリードは、2008 年 9 月にブラジル政府に

よって抗レトロウィルス薬（ARV）「テノホビル」の特許申請を拒否された。特許申請

が拒否された理由は独自性の欠如であり、独自性はブラジルでは特許申請の重要な要件

である。申請段階で特許が拒否された ARV は「テノホビル」が初めてである。 

2006 年、ギリードはテノホビルの価格を半額に下げることに同意したが、ブラジル政

府はこれに満足しなかった。2008 年の HIV/エイズ治療薬の年間コストは 2,500 ドルで、
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現在プログラムを利用している患者数は約 18 万人に上っている。テノホビルは、HIV/

エイズ治療プログラムで用いられる治療薬の約 10%を占めている。 

世界保健機構(WHO)が承認したインド生産のネリック版テノホビルジェのコストは年間

1 人当たり 158 ドルで、ギリードが請求する 1,387 ドルより大幅に低い。より持続可能

な予算を立てるために、ブラジルはインドからジェネリック版を輸入する決定を下し、

ギリードからの購入を停止した。ギリードの特許取得を拒否すれば、ブラジルはジェネ

リック薬品の輸入または国内製造を許可する強制ライセンスを発行する必要もない。
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７章 金融 

 

ブラジル経済は1970年代のオイルショック、80年代の世界的な金利の急上昇、その後

のハイパーインフレーションにその成長が阻まれてきた。しかし、94年のレアル・プラ

ン導入を機に落ち着きをみせている。それどころか、2008年以降の世界同時不況にあっ

ては、比較的安定しているブラジル市場への期待は増すばかりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 金融部門概要 

ブラジルの銀行は、劇的な経済の変化、財政政策の改革、為替の変動、近隣諸国の不

安定さ、外国投資家の関与などさまざまな問題に直面している。こうした状況にもかか

わらず、ブラジルの金融部門はビジネスと拡大する中産階級を支え続けている。 

2008 年 4 月 30 日は、ブラジル経済にとって新しい時代への幕開けとなった。スタン

ダード＆プアーズがブラジルの信用格付けを初めて投資適格等級に引き上げた。この新

しい格付けは、ブラジル経済の債務返済能力が国際的基準を満たすことを証明するもの

である。米国企業はこの格付けをきっかけに、ブラジルにおける雇用者を増やし、ビジ

ネスを拡大させ、新製品を発表した。こうして生まれた資産によって、ブラジルの金融

ブームに火が付いた。 

2008 年後半からの世界同時不況は例外なくブラジル金融市場にも大きな打撃を与えた。

近年世界で 5 番目にの経済大国にまで急成長し、世界の経済成長の重要な鍵を握ってい

たブラジルの金融部門の成長は、ほぼ停止状態となった。 

しかし、ブラジルはこの経済危機から他のどの市場よりも早く抜け出すことが予想さ

れている。その理由の一つには、ブラジルの銀行は市場のブームと崩壊の経験値があり、

他の市場よりも柔軟に対忚する能力が高い点が挙げられる。ブラジルの銀行は、米国の

金融機関がリスクの高いベンチャーへの融資に忚じた時も、健全なバランスシートを維

持した。ブラジルの銀行家は、ハイパーインフレーションや平価切り下げなど、いかな

要旨 

ブラジルの銀行システムは全体的に順調である。ブラジルでの活動機会は、資産の

売却を余儀なくされている米国銀行にとって朗報である。また、ブラジルの国内銀行

にとっても、市場が崩壊する前には存在しなかった米銀との提携の機会が与えられ

た。世界の新興成長市場への投資が減速してもなお、ブラジルの国内銀行部門の土台

は比較的安定している。事実、ブラジルの国内銀行は強いバランスシートを維持し、

外国資本を安く購入する機会に恵まれている。 

ブラジルの資産をなんとか保有し、ブラジルにとどまっている米国企業のほうが、

今後の回復が早いと予想されている。ブラジル経済は米国経済よりも早く回復すると

みられているからである。外国銀行は、長期的な計画を視野に入れ、なんとかブラジ

ル市場にとどまる努力をするほうが賢明である。 
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る金融不安があったとしても、強いバランスシートを保つことの重要性を経験から学ん

だ。 

ブラジルは、進出外国銀行にブラジル資本の金融機関よりも多い資本の維持を求めて

いるが、今回の経済危機によって、米国、欧州、アジア各国の銀行にとって、この要件

は一層の重荷となった。ブラジルの金融部門にとって、異常ともいえるほど保守的な中

央銀行総裁の存在も忘れてはならない。中央銀行は 2,020 億ドルの外貨準備高を擁する。

また、食料費と光熱費の下落の影響を受け、インフレ圧力が緩和されたことはブラジル

にとってプラスである。 

ブラジルにおいて成功をおさめるために、在ブラジルの米国銀行は、「ブラジル人の

ように見聞きし、行動する」ことの重要性を学んだ。長年にわたりブラジルの経営者や

個人にサービスを提供してきたブラジルや欧州の銀行を手本とすることは非常に大切で

ある。どんなに大手の銀行であっても、マーケットリーダーを手本にすることは、ブラ

ジル市場で克服すべき課題を認識し、戦略を立てる上で重要である。 

そうすることによって、現在の金融不安を乗り切り、将来の成長への道が開けるかも

しれない。市場の新規参入者は、単独で参入するのか、それとも買収によって参入する

のかを決定する必要がある。買収は、知名度、従業員、現地の法律知識などを一気に手

に入れることができるため、より容易で魅力的な選択と言えるだろう。 

 

2. ブラジルの経済情勢 

ブラジル経済は景気後退の影響を受け、2008 年第 4 四半期には成長率が低迷したが、

2008 年全体では前年比 5.6%とまずまずの結果になった。当初、2009 年の銀行貸し付け

の伸びは前年比 30%増と見込まれていたが、銀行アナリストはその後予想を下方修正し、

15%またはそれ以下になると発表した。2009 年 3 月 11 日、ブラジルの中央銀行は、消

費支出を刺激し、経済成長を助長することを目的として、政策金利を 1.5 ポイント下げ

て 11.25%とした。ただし、借入金が増加するに従って、債務不履行のリスク増加は否

めない。 

毎年融資を増やし続けているブラジルの銀行は、現在債務不履行の問題に直面してい

る。中央銀行のリポートによると、ローンの不履行率は、2007 年 12 月には 4.3%、

2008 年 12 月には 4.4%、そして 2009 年 1 月には 4.6%と増加し続けている。こうした

好ましくない動向にも関わらず、ブラジルの銀行が破たんする心配はないとアナリスト

は予想している。財政危機の影響で純利益が減尐することは明らかであるが、他国で見

られる損失レベルとは比較にならないほど、その被害は最小限にとどまっている。 
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3. ブラジルの国内銀行 

1990 年代前半、行政改革、規制緩和、および貿易の自由化が始まった。市場が開ける

につれ、いくつものブラジルの銀行は外国銀行に買収されていった。生き残った地方銀

行は拡大し、ブラジル全土に支店を持つようになった。ブラジルの代表的な銀行に、ブ

ラデスコ（Bradesco）、イタウ（Itaú）、ウニバンコ（Unibanco）の民間銀行、連邦

政府によって運営されているブラジル銀行（Banco do Brasil）がある。 

2008 年、南アメリカ最大の民間銀行で世界規模の銀行を設立するため、イタウとウニ

バンコは合併を発表した。この新設行は、イタウ・ウニバンコ・ホールディング（Itaú 

Unibanco Holdings SA、以下イタウ銀行）と名を改め、2,614 億ドルの資産を保有、

4,800 の支店を展開し、ブラジルの金融市場の 17%を占める巨大銀行となった。この合

併により、イタウ銀行は時価総額で世界の銀行トップ 20 の仲間入りを果たした。 

今日、上位 5 銀行がブラジルの預金額の 66%にあたる 8,755 億 4,000 万ドルを占めて

いる。バンコ・レアル（Banco Real）を買収した、スペインのサンタンデール

（ Santander）は、上位 5 行では唯一の外国銀行で、残りの 4 つは、イタウ銀行、ブラ

ジル銀行、ブラデスコ銀行、CEF 銀行である。ちなみに、上位 5 銀行を合わせた国内支

店数は 1 万 5,826 店舗であり、米国の大手シティバンクのブラジル国内支店数が 127 店

であることと比較すると、その規模の大きさがよくわかる。 

 

4. 銀行包括型の郵便局および提携型銀行 

米国や日本では、銀行の口座を持っていないというのは考えにくいが、ブラジルでは

そう珍しいことではない。町の中心から離れた地域の住人に銀行サービスを提供するた

めに、ブラジルの通信省とブラデスコ銀行の合弁会社であるバンコ・ポスタル（Banco 

Postals）が2001年にブラジル各地に設立された。これによって、いままで銀行を利用

することができなかった何百万人ものブラジル人は、口座を開設し、貯蓄や預金の引き

出し、支払いなどの銀行サービスを地元の郵便局で利用することができるようになった。

郵便局にすでに備わっていた通信網やシステムを利用したため、このサービスの運営に

関わる投資は最小限で済み、この試みは大成功であった。 

一方ブラジル銀行は、2003 年にバンコ・ポプラールの運営を開始した。スーパーや薬

局、パン屋などの地元商店において、簡易口座の開設やマイクロ・クレジットローンの

サービスを提供している。支店の一部は、バンコ・ポプラールの行員が業務にあたって

いるが、ほとんどの支店では、地元商店の店員をエージェントとして雇っている。 

これらの銀行の調査によると、低所得の客層は、慣れない銀行員からサービスを受け

るよりも、地元の店員や郵便局員といった、普段から慣れ親しんだ店員からサービスを

受けることを好むという結果も出ている。利用者にとっても利便性があり、また銀行側

もブラジル国民の顧客を増やすことができる、銀行包括型の郵便局および提携型銀行の

運営は大きな成功をおさめた。 
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5. 金融に関する公共機関および民間機関 

 公共機関： 

 CMN：国家通貨政策審議会 

 CNSP：ブラジル保険審議会 

 CGPC：補足年金審議会 

 BCB ：ブラジル中央銀行 

 CVM：証券委員会 

 SUSEP：保険監督庁 

 SPC：補足年金事務局 

 TN：ブラジル財務省 

 

 民間機関： 

サンパウロ証券取引所（BM&FBOVESPA S.A.）とブラジル投資銀行協会 (ANBID)

はブラジルの銀行部門を語る上で欠かせない 2 つの機関である。 

サンパウロ証券取引所は旧サンパウロ証券取引所と、ブラジル商品・先物取引所が

2008 年に統合してできたラテンアメリカを代表する証券取引所である。99%以上の株式

および債券・金利・外国為替などの金融商品は電子商取引システムを通して取引される。

この新しい取引所では、株式、証券、金融資産、インデックスリスト、金利、農業製品、

外為先物取引、スポット契約などの取引が行われている。2008 年の統合により、サンパ

ウロ証券取引所は世界で 3 番目に大きい取引市場になった。 

ブラジル投資銀行協会は、ブラジルの金融機関を代表する業界団体である。ANBID

のメンバーには資産運用会社、投資銀行、投資ポートフォリオを持つ銀行などである。

これらのメンバー会社に提供されるサービスには、資産管理および運用、M&A、プロ

ジェクト・ファイナンス、証券売買、プライベートバンキングなどがある。ブラジル投

資銀行協会は教育、認可、規則などの分野にも関わっている。 

 

6. 在ブラジルの米国銀行 

在ブラジルの米国銀行は為替変動、インフレ、ブラジルの決済システムなどに対忚す

る必要がある。大幅に変動する通貨を予測することは大切であるが、予測できたとして

もそれに十分対忚できるとは言い難い。また、ブラジルは支払い決算と負債決算が急速

にできる自動決済システムを持つ。これは、過去に高インフレ環境によって必要に迫ら

れた名残であるが、米国における銀行間取引は、数日かかる取引は、ブラジルではその

場で確認・取引できてしまうのである。 

ブラジル政府が国内銀行を優遇している面は否めない。在ブラジルの米国銀行が現地

の銀行と平等に競い合えるのは、米国銀行が成長するまでである。というのも、外国の

銀行が追加資本の必要条件を満たす必要なく増やせる支店は 10 店舗までと決まってい

るからである。10 店舗を超える支店を持つためには、銀行はその払込資本と純資本を各

支店で増やす必要がある。 

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=derivative&dtype=0&stype=0&dname=0na&ref=1&index=08239607047900
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=derivative&dtype=0&stype=0&dname=0na&ref=1&index=05820604908600
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=derivative&dtype=0&stype=0&dname=0na&ref=1&index=03472402778600
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この追加資本率は、リオデジャネイロ州およびサンパウロ州で 2%、その他の州では

1%となっている。外国銀行は、90%の支店をリオデジャネイロ州とサンパウロ州の外に

置くことにより、払込資本と純資本額を 30%軽減させている。ただし、これによって本

来銀行が獲得できるはずの顧客を失っている。 

ブラジルでは、各種請求書の支払を銀行の支店にある振り込み専用の ATM を利用し

て行うのが一般的である。そのため、銀行の支店には長い列ができることがよくある。

米国で普及するオンライン・バンキングシステムは、インターネットの普及に伴い、ブ

ラジルでもだんだんと受け入れられるようになってきた。このオンラインバンクがブラ

ジルで成功すれば、米国銀行はブラジルの地元行との差別化をはかることができるかも

しれない。 

 

7. ブラジルで活躍する米国銀行 

 

 AIG  

AIG の歴史は長く、同社がブラジルに参入してから 60 年以上経つ。過去 11 年間は、

ウニバンコ・AIG・セグロス（UASEG）および AIG ブラジルの 2 つのジョイントベン

チャーを、ウニバンコと運営している。UASEG の成長は著しく、同社のブラジル保険

市場のシェアは 11 年間の間に 8％にまで成長し、保険会社大手 4 社の一つとなった。 

米国において、財政的にも広報の面でも良い話のない AIG にとって（政府から財政援

助を受けているにも関わらず、巨額ボーナスが幹部に支払われ、批判を浴びている）、

UASEG は明るい話題であった。AIG は、今回の財政危機によって、海外の子会社を安

く売ることになったが、UASEG も例外ではなかった。2008 年 11 月には、UASEG の

所有権は完全にウニバンコに渡り、ウニバンコ・セグロスと名を改めた。AIG ブラジル

の所有権は従来通り保有し、ウニバンコ・セグロスと協力し、保険商品ならびにサービ

スを展開していく予定。同社は、サンパウロ、リオデジャネイロ、サンカエタノ・ド・

スルに 8 つの事業所を持つ。 

 

 アメリカン・エキスプレス（American Express ） 

アメリカン・エキスプレス（アメックス）は 1923 年に同国に参入し、リオデジャネ

イロの SAVI（Sociedade Anonimo Viagens Internacionale）を代理店とし、旅行サー

ビスの提供を始めた。1938 年にアメリカン・エキスプレス・ブラジルと社名を改め、

1970 年後半にはサンパウロのバンコ・クレディト・デナショナルが銀行としては世界で

初めてアメックス商標のクレジットカードを発行した。アメックスは HSBC ブラジルと

提携した。 

2006 年 3 月、アメックスは、ブラジル事業をバンコ・ブラデスコに 4 億 9,000 万ドル

で売却した。この売却には、クレジットカード、保険ブローカー業務、旅行代理店ビジ

ネス、外貨事業が含まれる。ブラデスコは、この買収戦略により、クレジットカード部

門の競争力を高め、急速な勢いで事業を拡大していった。アメックスのカードメンバー

にとっては、旅行アシスタンスやブラデスコの 2 万 3,000 におよぶ ATM の使用が可能

になるなど、メンバー特典が充実したものになった。 
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アメックスは、サンパウロの代理店および各地の HSBC ブラジルとのトラベラーズ・

チェック・ビジネスおよびカードライセンス契約を維持している。しかし、ブラジルに

おける競争力は年々衰退しており、今後の行方が心配されている。 

 

 バンコ・シティバンク（Banco Citibank S.A. ） 

シティバンクのブラジルにおける成功は、初めてリオデジャネイロで事業を開始した

1915 年にまでさかのぼる。同じ年の終わりに、サンパウロおよび港湾都市であるサント

スにもオフィスを開設した。今日では、バンコ・シティバンクの本社はサンパウロに置

かれ、ブラジル全土に 120 の銀行支店並びに 130 のシティファイナンシャル店に 6,000

人以上の従業員をかかえる。シティバンクはコーポレートバンクとしては最大級で、外

為、金融資産管理、クレジットカード、保険、個人ローン、投資商品などを提供してい

る。 

同行は、ブラジルでは10番目に大きく、400億ドルの資産を保有するにも関わらず、

2009年1月に、財務格付けのムーディーズ・インベスターズ・サービスより、格下げの

可能性を指摘された。これは、親会社であるシティバンクの業績が影響するところが大

きい。子会社であるシティバンク・ブラジルは、コーポレート・バンキング部門におい

て、長年にわたって好成績をおさめ強いブランドイメージを維持している。 

ブラジル市場での成功は、シティバンクにとっても重要な役割を果たしている。しか

し、現在の財政状況が続く限り、経営を維持するためには資産売却を余儀なくされる可

能性がある。ブラジルのブラデスコ銀行は、イタウ銀行とウニバンコ銀行の合併によっ

て失ったマーケットシェアを取り戻す目的で、シティの資産買収に興味を示している。 

 

 GE マネー（GE Money）  

GE マネーは GE グループの一つで、消費者、中小企業、小売業者、自動車会社、不

動産ブローカー等にファイナンシャル・ソリューションを提供している。同社は、1998

年 5 月にブラジルでのビジネスを開始して以来徐々に流通網を拡大し、ブラジルの 7 州

に 71 店舗の小売店およびサンパウロにオフィスを構えている。 

 

 JP モルガン・チェース（JP Morgan Chase & Co.） 

チェース・マンハッタンは、1960 年にブラジルで活動を始めた。一方、J.P.モルガン

は、1966 年に地方支店を開設した。1994 年 5 月、J.P.モルガンは、投資銀行業務、地

方市場、株式売買、プライベートバンキング、国庫、証券などを中心に、金融商品およ

びサービスの提供を開始した。 今日、バンコ・J.P.モルガンは、ベロオリゾンテ、ポル

トアレグレ、リオデジャネイロ、サンパウロを中心に、急成長するブラジル市場で戦略

的な経営を行っている。 
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 モルガンスタンレー（Morgan Stanley） 

モルガンスタンレーは、1997 年にサンパウロに最初のオフィスを開設した。2001 年

には、委託売買の事業所および複数の銀行支店をブラジルに開設した。2007 年より、モ

ルガンスタンレーは不動産投資および投資銀行業務を拡大してきた。今日、90 人の従業

員が、投資銀行、株式、固定資産運用、外為部門の戦略アドバイスサービスにあたって

いる。 

 

 メリルリンチ（Merrill Lynch S.A.） 

メリルリンチ・ブラジルは投資銀行、財産管理等の事業をブラジルで行っている。

2008 年初、ブラジルでの業務の強化を目標として、UBS 投資銀行から 9 名を引き抜い

た。ブラジルは、メリルリンチの成長にはなくてはならない存在であったからだ。メリ

ルリンチのブラジルにおける事業は、2006 年から 2007 年の間に 2 桁成長を記録し、急

激に拡大していった。しかし、現状を鑑みると、事業拡大は最良の選択であったとは言

えない。 

 

8. ケーススタディ 

 

 メリルリンチ：多額のボーナスは損失の一部 

2008 年 3 月、メリルリンチ・ブラジルは UBS より 9 名、クレジット・スイス・グ

ループより 1 名の計 10 名の投資銀行家を雇用した。このチームは、ブラジル市場の資

本を最大限に利用するための取り組みとして、何百万ドルものボーナスを提示して形成

された。米国内での経営が振るわない中、このような多額のボーナスを提示する理由は、

ブラジルのような新興成長市場で事業を拡大したいというメリルリンチの野心の表れで

ある。北米での存続が危ぶまれる中、メリルリンチはブラジルでの成功に賭けていたの

である。 

S&P による投資格付けの引き上げと IPO 市場の活況によって、サンパウロは投資銀

行家にとって世界でも有数の市場となった。市場が盛んになるにつれ、やり手の投資銀

行家に掲示するボーナス額も上がっていった。そうしなければ他社に先を越されてしま

うからである。2008 年のメリルリンチのラテンアメリカにおける投資銀行家（ブラジル、

メキシコ、アルゼンチン）の平均年収は 5,000 万ドルにもなった。その他の報酬も合わ

せると１億ドルを超えることも珍しくない。 

2008 年のメリルリンチの損失額 276 億ドルと比べれば、この額は取るに足りないも

のであるという意見もあるが、一方で、同社の損失を助長しているという意見が大多数

だ。 

新しい投資銀行家を雇うことによって、メリルリンチのビジネスが活性化され、競合

他社よりも有利になるというのは、このような経済状態では実質上不可能に近い。この

チームが本格的に始動する前に、ブラジルにおける IPO の機会を逃してしまう。メリル
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リンチ以外にも巨額なボーナスを提示し、同じような戦略を試みた企業はあるが、他社

の拡大はメリルリンチほど積極的ではなかった。2008 年の終わり、メリルリンチはラテ

ンアメリカでの負債を抱え、また株式、M&A 活動の成績は振るわなかった。それにも

関わらず、メリルリンチは約束した数百万のボーナスを支払った。 バンクオブアメリカ

(メリルリンチの買収元)は、それらの投資銀行家の活躍に期待している。 

 

 シティバンク：リデカルドの一部およびその他の資産を売却か 

シティバンクはブラジルで第 10 位の銀行であり、ブラジルの外国銀行としては第 3

位である。同社は、ブラジル国内の事業を買収することを避け、ブラジルにとどまる努

力をしてきた。しかし、ビジネスを継続するためには、米国政府からの 520 億ドルにお

よぶ融資に加え、さらなる資金調達が必要である。そこで、シティバンクは、ブラジル

のマスターカード処理を行うリデカルド社（Redecard SA）株のうち 12％を売却する計

画を立てている。2007 年には、リデカルドの 31％を保有していたシティバンクだが、

資産を増やす目的で徐々に売却してきた。2009 年 2 月現在、シティバンクはリデカルド

の 17％を保有しており、その額は 12 億 4,000 万ドルである。 



 

 

 
 

お断り 

本報告書は、利用者の判断・責任においてご利用ください。万が一、本報告書に基づ

く事業展開で不利益等の問題が生じた場合、ジェトロは一切の責任を負いかねますの

でご了承ください。 

 


