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（南北鉄道–トランス・ノルデスチーナ鉄道区間の接続） 
 プロジェクト EF 232 により、フォロー - ポルト・フランコ（マラニャン州）とエリゼウ・

マルティンス（ピアウイ州）区間の接続 - 南北鉄道とトランス・ノルデスチーナ鉄道区間の接

続により、バルカレナ（パラ州）、イタキ港（マラニャン州）、ペセン港（セアラ州）とスアペ港

（ペルナンブコ州）の港湾がつながることになる。このプロジェクトの実現に、マラニャン州を

含むマトピバ地域を構成している州にとっては多大な関心を持っている。 

 
図 3.4.2-4 北、北東部と中西部地域の鉄道の概略マップ（建設済、計画及び運行中） 

出典: VALECエンジニアリング建設鉄道(株) 

 

 

 

図 3.4.2-5 南北鉄道–トランス・ノルデスチーナ鉄道ネットワーク統合のスキーム 
出典: VALECエンジニアリング建設鉄道(株) 
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3)マラニャン州の今後の課題 

 マラニャン州の経済的指標は 2006 年から 2012 年にかけて成長率が全国平均を上回った。こ

れは鉄鋼石、アルミナ、金、大豆等の穀物の輸出、及びブラジル東北部への燃料の輸入などが貢

献している。しかしながら貧困等の社会指標は思わしくなく、人口の 35%が月 50 ドルほどの収

入で生活しているという状況である。また人口増加率は全国平均を上回っている。州政府の課題

は社会指標と経済指標とのバランスを取ることである。 

 マラニャン州政府は、イタキ港が地理的に北米や EU に最も近く、戦略的に優位であること

を認識している。また港湾はパナマックス（パナマ運河を通過できる最大船型）と呼ばれる大型

貨物船が船積みできる水深 15m～19m のバースを有している。ブラジルでこれだけの水深を確

保できる港は少ない。現在、イタキ港の穀物輸出量は360万トンであり全国の6%ほどであるが、

州政府はこの輸出量の拡張を計画している。輸送インフラ整備、イタキ港の拡張、州農業生産の

増産がマラニャン州政府のインフラ整備における基本計画（Plano Diretor）である。 

 

4)日本国政府に対する要望 

 フラビオ・ディノ州知事は『マイス・エンプレーザ（もっと企業を） 』(Mais Empresas)とい

う企業投資支援プログラムをマラニャン州で立ち上げた。このプログラムは、雇用と所得の増加

と起業家精神を奨励している。新たな企業進出への税制上の優遇措置、政府調達における零細・

小規模のマラニャン州の企業ができるようシンプル化、企業のための ICMS州税率の低減、また

小規模農家のための環境ライセンスの簡素化などを含んでいる。 

 ぜひ日本企業もマラニャン州に進出することがあれば、マラニャン州特別プログラム局（SEPE）

に相談してほしい。 

 

 

3.4.3 ブラジルセラード北部地域における農業開発の現状、展望および課題 

 ブラジルセラード北部地域の農業開発の現状、展望および課題についてブラジル農務省への聞

き取り調査を実施した。聞き取り調査の結果を以下に記載する。 

 

(1)農務省（Ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA） 

聞き取り調査日時：2015年 9月 14日（月曜日） 

聞き取り先： 

・Marcelo Cabral Santos (農業政策局カブラル部長) 

・Claudia Yukari Asazu (国際局アサズ総合調整官) 

・Rafael Guimarães Requião (レキオン農業政策専門官) 

・Gutemberg Barone A.Nogosa（ノゴザ担当官） 

 

1)ブラジルセラード北部地域における農業開発の現状 

カブラル部長の回答（以下、カブラル氏と称す）： 
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 農業開発の現状は各地域によって差はあるものの、マトピバ地域全体では現在約 700万ヘクタ

ールが農地として使用されており、引き続き生産地域のゾーニングが続いている。その背景には

農務省が農牧研究公社（Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa）と進めて

いる生産技術の改善と普及計画が影響している。元々マトピバ地域は低質な土壌、年間を通じて

比較的少ない降水量、そして農業用水として使用可能な水資源が希少であるなど農業に不向きな

場所として開発が遅れていた。そこで農牧研究公社が研究活動を積極的に行い、生産性も年々改

善されている。具体的な技術的改善として同社が特に取り組んでいるのが土壌管理である。同地

域は降雨量が少ない事に加え、季節によっては集中的豪雨があったり、雨期の時期に一時的干ば

つも発生する。そのためこの環境に対応できる土作りが重要となってくる。土壌に加えて各地域

ごとに病害虫に抵抗力があり、かつより高い生産性を出せる品種の開発、そして限りある水資源

を有効活用した灌漑設備の導入などの技術普及が行われている。 

 

2)ブラジルセラード北部地域における農業開発計画に関して、マスタープランは既にあるか？ 

カブラル氏： 

 農務省はマトピバ地域の農業開発に関するマスタープランとして、「2025年までのマトピバ地

域におけるゾーニング/生産の展望」と「生産技術の向上・普及」に関するマスタープランを農

牧研究公社と共に作成している。これらはマトピバ地域を 7つに区分し、それぞれの地域に適し

た農業資材や農法を紹介した上で、将来的な生産の展望について書かれている。一方で資本参加

を行う民間企業向けの投資スキームや農業開発がもたらす経済インパクトなどの内容を含んだ

マスタープランはまだ作成されていない。政府が打ち出したプログラムの中で、例えばマトピバ

地域におけるロジスティックス調査、穀物サイロへの投資のガイドライン、最適な輸出経路など

のテーマを個々に取り扱っているものはあるが、これらがまとまっているものはまだ作成されて

いない。それでもカブラル氏は、農務省はマトピバ地域に関するマスタープランを経済的観点で

作成するための助成金の準備はあると話している。 

 

3)ブラジルセラード北部地域における対象

エリアの地図 

カブラル氏： 

 図 3.4.3-1 はカブラル氏によって示さ

れたマトピバ地域である。マトピバ地域

とは農業開発（特に大豆やトウモロコシ

などの穀物生産）のために土壌の質や気

候条件などの観点から経済的に見て開発

事業が可能と予測される地域のことを指

している。ただしマトピバ地域に関して

農務省は公的な区分定義を設けておらず、

農牧研究公社やブラジル農牧連合
図 3.4.3-1 農務省によるマトピバ(MATOPIBA)地域 
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（Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA）など機関によってその定義は異

なる。同地域には合計約 3500 万ヘクタールの農業開発が可能な土地があり、現在まで約 700万

ヘクタールが農業生産に使用されている。 

 

4)ブラジルセラード北部地域における対象農産物 

カブラル氏： 

 農務省の考えるマトピバ地域の農業開発における主要農産物は、大豆とトウモロコシそして綿

花の 3つである。特に同地域は土壌が低質で降水量も少なく、また周辺の水資源にも乏しい。故

にマーケットの現況も踏まえ大型農業生産が主流となった。そのため同地域に適した農産物とし

てこれら 3つの生産が経済的に最も適していると判断された。他の農産物も生産可能ではあるも

のの、高い生産コストを必要とする野菜や果物は今の段階ではハイリスクとしている。中期的に

は現在の大豆、トウモロコシ、綿花に加えフェイジョン豆や牧草、サトウキビなどの生産も視野

に入れている。 

 

5)（ブラジル大統領が 2015 年 6月に発表した）インフラ改善計画（PIL）との関連はあるのか？ 

カブラル氏： 

 インフラ改善計画（Plano de Investimento de Logistica – PIL）とマトピバ地域での農業開

発計画との関連性について、長期的には大きいと言及する一方で中期的に見てまだ同地域で生産

された農産物をどの輸送モダルを通じて、どの港から輸出するのかはまだ明確になっていないと

している。同地域でのインフラ投資計画の多くは港湾を対象としたものであり、道路関連は国道

163号線（BR-163）と国道 242号線（BR-242）、鉄道関連は南北鉄道計画（Ferrovia Norte Sul）

や東西鉄道統合計画（Ferrovia de Integração de Oeste-Leste - FIOL）のみと少ない。そのた

め今後の生産面積の拡大に合わせてインフラ改善計画との関連性がより大きくなるよう運輸省

等に働きかけていく予定である。 

 

6)ブラジルセラード北部地域の農業開発における環境認可問題（社会、環境、IBAMAなど） 

カブラル氏： 

 マトピバ地域の農業開発計画において必要な環境認可に関する環境省（Ministerio de Meio 

Ambiente - MMA）からの要求は、年々審査が厳しくなっている。また認可取得のために必要な事

前調査並びにプランニングの項目も年々細部化してきており、農業開発計画の開始を遅らせてい

る主な原因となっている。 

 表 3.4.3-1は主要な環境認可を表している。植物克服認可（Licença de Superação Vegetal - 

LSV）はセラード植物群の土地を新規開拓する際に必要な認可であり、取得には時間を要する。

同認可取得のためには農地使用に関する計画表を作成し各州の地方環境局に提出、その後審査が

行われ最終的に認可が下りる。次に単一環境認可（Licença Ambiental Única - LAU）は既に何

らかの目的で初期のバイオマス郡が残っていない土地を農地として使用する際に必要な認可で、

植物克服認可と比較して短期間で取得できる。オペレーション認可（Licença de Operação）は
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生産している農産物の生産管理に関する認可であり、一般的にマトピバ地域での穀物生産では不

要であるが、灌漑設備を導入した際には同認可が必要になる。また同地域内でも各エリアによっ

て規制は異なってくる。このオペレーション認可も事前に生産管理計画を作成し、各州の地方環

境局に提出した後に審査を受け認可が下りる。そして灌漑用水として水資源を使用するための認

可である水利用権（Outorga de Água）は特に規制が細かく、また提出先機関も地方環境局に加

え国家水庁（Agência Nacional de Água - ANA）へも必要であり、認可取得には少なくても 2

年以上の期間を要する。マトピバ地域は元々水資源が希少な地域であるため、同認可の取得はさ

らに難しくなる。カブラル氏はこの環境認可問題への対策として土壌改良や適切な品種や農法を

採用していく事が一つの代替策になるとしている。またこれらの認可取得に関してより迅速に対

応できるよう改善に動いている。カブラル氏は正しい生産地域で正しい農業生産活動を行うこと

は生産者や出資企業サイドにとっても必ず長期的な利益に繋がると強調した。またブラジル政府

は自国のバイオマス形態が不適切な農業開発によって破壊されてしまうことを懸念している。そ

のためこのような厳しい環境認可制度を設けていることを生産者並びに出資企業サイドに理解

して欲しいと話している。 

 

表 3.4.3-1 マトピバ地域での農業開発における取得が必要な主要環境認可 

 
 

 

7)ブラジルセラード北部地域の農業開発における技術的課題（土壌改良、灌漑、品種改良など） 

カブラル氏： 

 マトピバ地域は、降雨量に制限があり一時的干ばつが発生する。同地域における生産性向上の

方法、同地域で生産された農産物を効率的に輸出するたの輸送経路とモダルの使用、そしてドル

高・レアル安の影響で肥料や農薬など他国から輸入している農業資材の高騰により生産コストが

増加していることを現在の課題として考えている。そして主な改善策として土壌改良、品種改良

そして灌漑施設の設置を挙げている。 

a.土壌改良では農牧研究公社らが改良を進めている土壌管理法を生産者に積極的に指導してい

くことを具体策としている。 

b.品種改良ではマトピバ地域の特徴である肥沃性の低い土壌、少ない降水量および一時期的干ば

つといった環境の特性に対応できる品種の改良を現在農牧研究公社や民間企業らが進めてい

る。 

c.灌漑施設の設置に関して農務省としては有限な水資源を農水用として有効利用を行い、二毛作

が出来るよう技術の改善・普及を進めていく方針である。 

 

主な環境認可（和文/ポルトガル語文） 取得が必要なケース

植物克服認可（Licença de Superação Vegetal - LSV） 従来の植物群状態の土地を新規開拓する際

単一環境認可（Licença Ambiental Única - LAU） 既に従来の植物群状態で無い土地を開拓する際

生産管理認可（Licença de Operação） 各地方環境局が定めている条件の下、農産物を生産する際

水利用権（Outorga de agua） 各地方環境局が定めている地域において農水用として水を使用する際



3-29 

 

8)ブラジルセラード北部地域の農業開発における資金調達（政府自己資金、JICA、他のドナー、

民間資本の導入） 

カブラル氏： 

 農業開発事業に向けた資金供給先として、公的銀行（ブラジル銀行、Caixa 銀行（Caixa 

Economica Federal do Brasil）、ブラジル経済社会開発銀行（BNDES）など）や民間銀行（Bradesco

銀行や Itau Unibanco銀行など）、および民間企業などが挙げられた。公的銀行からの融資プロ

グラムでは、ブラジル政府が利子に対しての助成を行っているため一般的な融資プログラムと比

較して低利子で借り入れる事ができる。また民間企業や農協などは資金の代わりに農薬や肥料な

ど生産活動に必要な農業資材を生産者に供給し、そのリターンとして収穫した農産物の何パーセ

ントかを受け取っている。また品種に関しては Syngenta社や Monsanto社などが既に一般品種や

遺伝子組み換え品種をマトピバ地域にて販売展開している。 

 

9)ブラジルセラード北部地域の農業開発における日本国政府に対する要望 

カブラル氏: 

 日本国政府に対する農務省の期待として、ブラジルセラード北部地域の事業範囲の拡大、イン

フラ開発への資金援助、官民パートナー協力（Parceria Público Privado - PPP）の締結、そし

てトカンチンス州（Tocantins）での貨物供給センター設立への協力を望む。 

 また、非公式ではあるが、農務省としては、穀物輸送に係るロジスティック開発のみならず、

農業資材（肥料等）のマーケットへの参入やサイロの建設、農業者への融資プログラムの提供な

ど幅広い分野での事業参加を期待している。さらに、事業の迅速な実施のためには民間企業の参

加が望まれる。 

 また、マトピバ地域以外にも穀物生産に関して潜在性が高い地域が存在するため、こちらの開

発にも関心を示して欲しい。 

 また Katia Abreu農務大臣は、トカンチンス州における鉄道輸送、河川輸送、サイロへの投資

を通じて「貨物供給センター」の設立を計画しており、日本国政府の協力を期待したい考えであ

る。 
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3.5 穀物輸送インフラ改善に係るセミナーの開催 

3.5.1 目的 

 「ブラジルへの官民ミッション」の中で、ブラジルセラード北部地域における農業開発、日系・

伯系食品企業の同地域への展開の観点から、ブラジル北部港湾を結ぶルートを中心としたブラジ

ル穀物輸送インフラ改善のための意見交換を目的に、日伯関係者によるセミナーを開催した。 

 

3.5.2 セミナー実施内容 

 同セミナーはブラジル北部マラニャン州に位置するイタキ港近傍のサン・ルイス市で平成 27年

10月 7日(水曜日)の午前中に開催した。セミナーの実施内容は表 3.5.2-1のとおりである。 

 

表 3.5.2-1 穀物輸送インフラ改善に係るセミナー実施内容 

実施内容 

1.実施日時：平成 27年 10月 7日(水曜日)  09時 00分～13時 00分 

2.実施場所： 

 ブラジル国マラニャン州サン・ルイス市 ホテル・ルゼイロス(Hotel Luzeiros São Luís） 

3.「穀物輸送インフラ改善に関するセミナー」実施内容 

 開会宣言（司会者） 

 主催者挨拶（日本農林水産省）：梶島参事官 

 日本外務省挨拶（在ブラジル日本国大使館）：梅田大使 

 ブラジル側挨拶：ブラジル農務省サントス農業政策局インフラ・ロジスティック・地理情報

部長 

 マラニャン州挨拶：ブランドン副州知事 

 穀物輸送インフラ改善調査概要発表（中央開発㈱）：山口 

①穀物輸送インフラに対する改善の在り方 

1.国際協力機構(JICA)「ブラジルの持続的開発に向けた JICAの協力」： 

JICA本部中南米部南米課 小林調査役 

2.国土交通省「日本の技術やノウハウを活用した港湾プロジェクトへの支援について」：在ブ

ラジル日本国大使館光廣二等書記官 

【質疑応答】 

3.ブラジル運輸省「セラード北部地域における穀物輸送インフラ（特に道路、鉄道輸送）の現

状と課題、今後の開発計画」：エイマイル・エベリング運輸国家政策局部長 

4.ブラジル国家水運庁「セラード北部地域における穀物輸送インフラ（特に河川輸送）の現状

と課題、今後の開発計画」：アルトゥル・ヤマモト内航海運監督局部長 

5.CAMPO社「セラード北部地域における環境ライセンス取得の現状と課題」：ルイス・トーレ

ス プロジェクトマネジャー 

【質疑応答】 

【コーヒーブレイク】 
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②ブラジルセラード北部地域の農業開発の現状、展望及び課題 

6.ブラジル農務省「セラード北部地域における農業の現状と課題、今後の開発計画」：サント

ス農業政策局インフラ・ロジスティック・地理情報部長 

【質疑応答】 

③ブラジルセラード北部地域における日系企業、ブラジル企業の農業・食品産業の事業展開内容

及び関心事項 

7. ブラジル日本商工会議所 食品部会 

「日本ハムの事業領域と、ブラジルインフラ改善に伴う水産事業への興味」：西裏昌弘 副部

会長（ＮＨフーズ・ブラジル 代表取締役社長） 

【質疑応答】 

 

 質疑、意見交換 

 伯側講評、日本側講評 

 閉会の挨拶 

 

3.5.3 参加者 

 本官民ミッションの参加者は、日本側が農林水産省、在ブラジル日本大使館、民間企業等の 32

名、ブラジル側は中央政府関係、マラニャン州政府関係及び民間企業が 28名、その他、会議準備

等での事務局関係者が 10名、合計 70名であった。 

 

3.5.4 発表セミナーの概要 

 それぞれのテーマに沿って、7名の講師によりセミナーが実施された。また、それぞれのセミ

ナー内容についてセミナー参加者より質疑応答及び意見交換がなされた。 

各講師のセミナーの概要を下記に示す。 

 官民ミッション内で実施したセミナー全体の議事録は、当日午後に実施した現地視察の議事録

とともに添付資料として巻末に納めた。 

セミナー実施状況 
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①穀物輸送インフラに対する改善の在り方 

 1.国際協力機構(JICA)「ブラジルの持続的開発に向けた JICAの協力」： 

国際協力機構、ブラジル事務所 那須所長、中南米部南米課 小林調査役 

・JICAがブラジル国北部地域穀物輸送網情報収集・確認調査を中心とした JICAの協力につ

いてのプレゼンテーションが行われた。 

・日本の協力の下、行われたセラード開発事業（Prodecer）により、南東部、中西部の穀倉

地帯が大きく発展し、近年北部へ拡大が続いている。調査を通じて、ブラジル北部主要３

回廊（マデイラ回廊、タパジョス回廊、アラグアイア・トカンチンス回廊）のうち、アラ

グアイア・トカンチンス回廊が今後の日伯協同の開発ポテンシャルが最も高いこと等が報

告された。 

 2.国土交通省「日本の技術やノウハウを活用した港湾プロジェクトへの支援について」： 

在ブラジル日本国大使館光廣二等書記官 

・日本国国土交通省が日本の技術、ノウハウを活用し海外の港湾プロジェクトに協力をして

いる概要が報告された。 

・海外の PPPプロジェクトへの日本企業参画促進のため、日本政府が過半数を出資して 2014

年に設立された JOIN（海外交通・都市開発事業支援機構）の紹介がなされた。 

 3.ブラジル運輸省「セラード北部地域における穀物輸送インフラ（特に道路、鉄道輸送）の現

状と課題、今後の開発計画」：    エイマイル・エベリング運輸国家政策局部長 

・ブラジル北部の穀物輸送インフラに関してのデータを中心に同国の輸送インフラ整備状況

について報告がなされた。 

・北部港湾へのアクセス改善を目的とした高速道路整備計画、コンセッション検討中も含め

て南北鉄道、マトピバ地域の鉄道整備、北部地域の河川輸送インフラ改善計画等に関して

報告がなされた。 

 4.ブラジル国家水運庁「セラード北部地域における穀物輸送インフラ（特に河川輸送）の現状

と課題、今後の開発計画」：   アルトゥル・ヤマモト内航海運監督局部長 

・河川輸送の観点から穀物輸送インフラについて説明がなされた。 

・イタキ港は繋がる河川がなく、水上輸送では不利になるが、水上輸送システムは比較的コ

ストが低く、穀物のような付加価値の低い産物の輸送には適しているため、今後は成長す

るとの説明がなされた。 

 5.CAMPO「セラード北部地域における環境ライセンス取得の現状と課題」： 

ルイス・トーレス プロジェクトマネジャー 

・ブラジルでの事業には環境ライセンス取得が必須であり、そのための時間とコストを考慮

する必要があること、ブラジルでの環境ライセンス取得に関する手続き・課題について報

告された。 

・現在、南北鉄道北部地域の環境モニタリングを行っているが、事業が複数州に亘るものは

生態系が異なるため、同一のアプローチでは異なった結果が出てしまうこと、また、監督
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機関も単一州での事業と異なり、IBMA（ブラジル環境再生可能天然資源院）が認可機関と

なることなどが説明された。 

 

②ブラジルセラード北部地域の農業開発の現状、展望及び課題 

 6.ブラジル農務省「セラード北部地域における農業の現状と課題、今後の開発計画」： 

サントス農業政策局インフラ・ロジスティック・地理情報部長 

・北部地域（マトピバ地域）の農産物、特に穀物生産の可能性について説明がなされた。 

・マトピバ地域は、1990年代から 2014年までに穀物生産量は 370％にまで成長、今後も成

長する可能性がある。当地域の穀物生産拡大とインフラ整備を行うに当たり、有望な投資

機会が生じる。投資家を安心させる投資受け入れ機関として、農務大臣を委員長とするマ

トピバ地域の運営委員会を設置、さらに運営委員会の下にマトピバ局を設置し、関係機関

との調整を行いながら事業展開を行い、投資環境を整えている旨の説明があった。 

 

③ブラジルセラード北部地域における日系企業、ブラジル企業の農業・食品産業の事業展開内容

及び関心事項 

 7.ブラジル日本商工会議所 食品部会 

「日本ハムの事業領域と、ブラジルインフラ改善に伴う水産事業への興味」： 

西裏昌弘 副部会長（ＮＨフーズ・ブラジル 代表取締役社長） 

・ブラジルでの水産事業の可能性について説明がなされた。 

・2014年には 370トンのエビを日本に輸出した実績があるが、まだブラジルには水産物輸出

の可能性があると考えている。マラニャン州でもエビ養殖が行われていると聞いている。

輸送インフラの改善により将来的にブラジルの淡水魚輸出の可能性に企業として期待し

ている旨説明がなされた。 

 

 

 

 


