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3.1  

3.1.1  

ブラジル、特にマトグロッソ州とマピトバ地域では、数千～数万ヘクタール規模の大型農地開発が相次

いだ。またこれらの投資案件では、投資会社のファンドを通じて世界各国から資金を調達し、大型農地開

発とセットで、搾油施設、保管施設、その他の流通施設等も一体とした開発を行う傾向にある。現在マピ

トバ地域の農地の 30～40%は大手団体の管理下にあるとみられている。これらの企業は依然としてマピト

バ地域での農地開発や農地集積をすすめることに意欲を示しており、大規模農家が小規模農家を買収する

といった統合もみられる。以下で主な農場経営企業の例を挙げる。 

なお、ブラジルではこういった海外からの農地に対する投資の実態や規模について良く把握されていな

い。ただし、ブラジル農牧研究公社（Embrapa)によれば、外資の農地取得制限の導入が今後の大規模農

地開発に与える影響は限定的である。ノウハウを持った内資の動きが非常に活発で、また実現性が高いと

している。特に 2012 年の時点では金融危機の影響もあり、外国人による土地投資の動きは以前に比べる

と落ち着いている。外資の農地購入に関しては、アマゾン地域で過去に非常に大規模な土地を既に購入し

て近い将来に農業開発を計画していたような例が多くあったが、アマゾン地域の農地開発制限強化によっ

てそれが難しくなっている件が大きな問題とされている。 

現在ブラジルで最大の農業経営企業とみられるのが 2008 年 6 月に設立されたばかりのチバ・アグロ

（Tiba Agro）で、投資会社ビジョン・ブラジル・インベストメンツ（Vision Brazil Investments）の出

資により、ブラジル全土に 31.2 万ヘクタールの農地を有し、その他に所有者からリースした農地等も併せ

て農場経営を行っている。2012 年にはチバ・アグロと並ぶ、30.6 万ヘクタールの農地規模となったのが、

ブラジルの穀物・食品流通大手 SLC グループ傘下の SLC Agricola であり、同社もやはりマピトバ地域の

開発に力を入れている。これに次ぐのがアルゼンチンの農業・畜産最大手のエル・テハール（El Tejar）

と、ブラジル有力者マッジ家が経営するボン・フトゥロ（Bom Futuro）で、マトグロッソ州に農地を所

有する。ブラジルのバイオディーゼル生産最大手のブラジル・エコディーゼル（Brazil Ecodiesel）は、よ

り農場経営に重点を置くこととして 2011 年に社名をヴァンガーダ・アグロ（Vanguarda Agro）と変更、

ブラジル全体で 28.7 万ヘクタール規模で、上位 4 社に肩を並べる。 

アルゼンチン企業は El Tejar 以外にも勢いがあり、ブラジル新興株式市場に上場しているブラジルアグ

ロ（Brasilagro）社は、アルゼンチン農業大手のクレスード（Cresud）が株式の 35.8%を所有するが、マ

ピトバ地域 18.0 万ヘクタールを経営している。アルゼンチンの農業経営企業ロス・グロボ（Los Grobo）

は、農地は主にリースによって集積しており、ブラジルでは穀物流通中堅セアグロ（Ceagro）を子会社と

して 5.6 万ヘクタールで農業生産を行っている（セアグロには 2012 年三菱商事が出資）。同じくアルゼン
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チンの農業企業であるアデコ（Adeco）及び MSU も、アルゼンチンからブラジル、ウルグアイ、パラグ

アイへと活動の場を広げている。 

ブラジル穀物集荷・販売中堅のマルチグレイン（Multigrain、本社スイス）は、子会社アグリコラ・シ

ング（Agricola Xingu）が 11.7 万ヘクタールの農地を経営している（マルチグレインは、2007 年から三

井物産の出資を得ており、2011 年 5 月に三井物産が完全子会社化）。 

ブラジル砂糖/エタノール生産大手のコサン（COSAN）は、子会社ラダール（Radar）がマラニョン州、

バイーア州を含む 10.6 万ヘクタールの農地を経営し、作物は大豆が中心である。マラニョン州のエタノー

ル生産企業アグロ・セラ（Agro Serra）は、同州において 2.9 万ヘクタールでサトウキビと大豆を生産し

ている。バイーア州のエタノール/砂糖生産企業のアグロヴァーレ（Agrovale）は、同州の灌漑サトウキビ

生産地開拓のパイオニアであり、2.1 万ヘクタールでサトウキビを生産している。 

 

表 30 ブラジルにおける主要な大規模農場経営 

経営/投資企業 経営面積 (2011年又は 2012年) 注 

Tiba Agro（ブラジル） 

 

ブラジル計        312,000Ha 
 

2008 年設立。 
 
投資会社 Vision Brazil Investments
による出資 
 
所有地の他に、リース地もある。作
業はコントラクターに委託。 

SLC Agricola（ブラジル） 

 

ブラジル計       250,100 Ha 
うちマピトバ地域   164,340Ha 
 
 

1977 年にブラジルの穀物・食品流
通等大手 SLC グループによって設
立。 
ﾄﾞｲﾂ銀行等の投資を得る。 
2011/12 年は大豆 11.7 万 Ha、綿
9.6 万 Ha、トウモロコシ 3.3 万 Ha、
その他コーヒー、小麦、種子等を
作付け。 
2012 年 1 月にはマトグロッソ州等
で買い増し、計 306,000Ha に。 

Grupo Bom Futuro/ Maggi Group（ブラ
ジル ） 

ブラジル計  約 250-280,000Ha 
全てマトグロッソ州 
 
大豆、綿花、ﾄｳﾓﾛｺｼ、コメ、ｲﾝｹﾞ
ﾝ/ｻｻｹﾞを生産。 

Maggi Scheffer 家が経営。1982 年
に PR 州からマトグロッソ州に移
住。 
マトグロッソ州の大豆生産の 3%、
綿生産の 14.5%を占める。 

El Tejar（アルゼンチン） ブラジル計       270,000Ha 
全てマトグロッソ州 
他に、賃借地の耕作も管理。  
 

1987 年設立のアルゼンチン農業・
畜産企業。ヘッジファンド Altima 
Partner（英国）、Capital Group等が
投資 

Vanguarda Agro/ Grupo Maeda（ブラジ
ル） 

ブラジル計（作付地）286,5000Ha 
うちマピトバ地域     81,500Ha 
バイーア州、ピアウイ州 
主に大豆。一部綿・トウモロコ
シ。 

ブラジルのﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙの最大の
生産者。 
2011年に Brazil Ecodieselより社名
を変更。農場経営に重点。 
農場はリースにて経営。 

Brasilagro (ブラジル/アルゼンチン) 

 

ブラジル計        188,162Ha 
うちマピトバ地域    149,047Ha 
マラニョン州、ピアウイ州、バイーア

州 

大豆、綿、トウモロコシ、牛 

アルゼンチン農業経営大手 Cresud
（アルゼンチン）が株式 35.8%を所
有。ブラジル新興株式市場に上場 
 

Multigrain/Agricola Xingu （スイス/三
井物産子会社） 

ブラジル計         117,000Ha 
うちマピトバ地域    92,000Ha 
 
マラニョン州、バイーア州 
大豆、綿、トウモロコシ 

スイスに本社を置き、ブラジルで農
業開発を行う。2007 年から三井物
産が出資、2011 年 5 月に三井物
産が完全子会社化 
穀物の集荷・販売も 
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経営/投資企業 経営面積 (2011年又は 2012年) 注 

Brookfield（カナダ/ブラジル） ブラジル計       150,000Ha 
（サンパウロ州、ミナジェラス州、
マトグロッソ州、ﾏﾄｸﾞﾛｯｿﾄﾞｽﾙ州） 

1899 年にブラジル/カナダの投資
で電気・インフラ企業としてスター
ト。ショッピングセンター、不動産投
資等も行う。 

Grupo Horita（ブラジル） ブラジル計       148,000Ha 
バイーア州       148,000Ha 
綿 50%、大豆 25%、トウモロコシ
25% 

1984 年にバヒーア州に進出。日系
ブラジル人の家族経営。 

Radar Propriedades Agricolas/COSAN
（ブラジル） 

 

ブラジル計         106,377Ha 
マラニョン州       36,666Ha 
バイーア州        7,168Ha 
大豆、トウモロコシ、綿を作付 

 
砂糖/エタノール大手の Cosan及び
TIAA-CREF の合弁。 

Fairbank, Cooper & Lyle (英国) ブラジル計        90,000Ha 
全てバイーア州         
（うち 36,000Haに綿、大豆、ﾄｳﾓﾛ
ｺｼ等を作付。この他植林事業も） 

FC&L は農業・林業・古着販売等の
企業 

Grupo Irmãos Franciosi（ブラジル） ブラジル計        89,000Ha 
全てバイーア州 

1986 年からバヒーア州に農場を構
える。 

Mizote（ブラジル） ブラジル計        85,000Ha 
全てバイーア州 

1980 年代中旬からバヒーア州に
農場を構える。日系ブラジル人家
族経営。 

Group Scheffer（ブラジル） ブラジル計        80,000Ha
全てマトグロッソ州 

Maggi Scheffer 家が経営。 

Bunge（米国） ブラジル計        70,000Ha
主にエタノール用サトウキビ生産 

米国穀物メジャー 

Sollus Capital（アルゼンチン、米国等） ブラジル計    約 80,000Ha (?) 
バイーア州        1,600Ha 

Los Grobo、米国投資会社 Touradj 等

が出資 
新規農地開拓に強み。 

Agrifirma/ Brasil Agronegócio FIP (ブラ
ジル) 

ブラジル計        69,188Ha 
ピアウイ州、バイーア州      
 

2008 年に設立された農場経営企
業。2011 年に Brasil Agronegócio 
FIP（BRZ Investimentos の運営する
ファンド）により買収。 

Insolo Agroindustrial（ブラジル） 

 

ブラジル計       68,000 Ha 
ピアウイ州 
大豆、コメ、綿、トウモロコシ 

2008 年に設立された農場経営企
業。所有地の他、Insolo は
80,000Ha について農場管理を受
託している。 

Los Grobo / Ceagro（アルゼンチン） 

 

ブラジル計         56,000Ha 
うちマピトバ地域 約 20,000Ha 
 
 

流通・搾油事業も展開。 
農場サービスも。自社及びクライア
ント農場での穀物収穫量は
680,000 トン 搾油能力は 540mt/
日 
2012 年に三菱商事が Ceagro に出
資 

Fazenda São Francisco（ブラジル） ブラジル計        50,000Ha 
全てバイーア州 

Adhemar Marçal 設立 

Progresso Agroindustrial（ブラジル） ブラジル計        48,500Ha Cornelio Sanders 設立 

Galtere（米国） ブラジル計        47,000Ha 
うち約 25,000Ha で作付け。 

1997 年設立の独立穀物等投資会
社。Harvest Capital と共同で。 

Adeco Agropecuaria/International 
Farmland Holdings（アルゼンチン） 

 

ブラジル計       37,000Ha 
うちマピトバ地域    24,253Ha 
トスカンチン州、バイーア州 

2002 年に設立 
アルゼンチン、ブラジル、ウルグア
イに展開 

MSU(アルゼンチン) ブラジル計      約 35,000Ha 
（バイーア州、マトグロッソ州） 

家族経営の大規模農場 
アルゼンチンを中心に、ウルグア
イ、パラグアイにも展開。 

Grupo Girassol Agrícola（ブラジル） ブラジル計        30,000Ha 
全てマトグロッソ州 

1977 年以降コーヒーや大豆等生
産。 
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経営/投資企業 経営面積 (2011年又は 2012年) 注 

Fazenda Busato（ブラジル） ブラジル計        30,000Ha 1980 年代後半にリオグランデから
バイーア州に拠点を移す。 

Agro Serra（ブラジル） ブラジル計        29,000Ha 
マラニョン州       29,000Ha 
うち 20,000Ha サトウキビ、
9,000Ha 大豆 

エタノール生産施設を有する。モン
サントと協力して品種開発等も行
う。 

Carroll Farm（米国） ブラジル計        26,000Ha 
バヒーア州        
26,000Ha 

2002 年成立。 
米国系 

Calyx Agro（仏・ルイ・ドレフュス） ブラジル計       27,141Ha 
バイーア州         19,611 Ha 
 
大豆,綿,ｻﾄｳｷﾋﾞ 

 
仏穀物大手ルイ・ドレフュスによる
農地投資事業 

Agrovale（ブラジル） ブラジル計        21,000Ha 
バイーア州          21,000Ha 
主にサトウキビ 

エタノール生産施設を有する。北
東部での灌漑サトウキビ生産地開
拓のパイオニア。 

Grupo Kobra Agrícola（ブラジル） ブラジル計        20,000Ha 
全てバイーア州 

 

Grupo Iowa (米国) ブラジル計        約 9,000Ha 
全てバイーア州 

 
米国の農協が投資 

Cazenave（アルゼンチン） ブラジル計           na アルゼンチン等で 800,000Ha を経
営。 

Macquarie Group（豪） ブラジル計           na 投資ファンド。豪州が主。ブラジル
は計画段階か。Amerra Capital 等
の出資。 

Aquila Capital (独) ブラジル計           na AC Agri Opportunity fund でブラジ
ル等に出資か。 

Bramdean Asset Management LL（英）/ 

Bramdean Alternatives 

ブラジル計           na 英国投資ファンド 

Farmland Fund/APG （オランダ） ブラジル計           na オランダ投資ファンド 

出所）プロマーコンサルティング 2011「世界食料需給動向等総合調査・分析関係業務（南米地域に係るブラジル現地調査報告書）」、

各社ウェブサイト等より作成 
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3.1.2  

アルゼンチンでもやはり、海外からの投資による農地所有の実態は良く把握されていない。アルゼンチ

ン政府の公式の数値ではおよそ 750 万ヘクタールが外国人/外国企業による土地所有で、およそ 15%程度

を占めるとみられているが、チャコ州やラリオハ州などの一部の州は全くこういったデータを公開してい

ないため含まれておらず、アルゼンチン農業連盟（Federación Agraria Argentina – FAA）ではおよそ

1,700 万ヘクタールが外国人/企業の所有する土地と見積もっている。17 

アルゼンチンでは、1990 年代から「ネットワーク型経営」と呼ばれる農業経営形態が発達してきた。農

地を賃借し、農作業をコントラクターに委託、農業技術者を雇用して、国内外の投資家から資金を募って、

大規模な生産を行う経営形態である。特に 2000 年代前半に経済危機を経て銀行預金に替わる投資先とし

て、資産家による農地購入等が増加し、また同時に資産運用の選択肢としてこういった大規模農業経営に

対して資金が集まるようになり、より農業経営に特化する方向が活発化した。エル・テハール（El Tejar）、

クレスード（Cresud）、カセナベ（Cazenave & Asociados）、アデコアグロ（Adecoagro）、ロス・グロボ

（Los Grobo）など、いずれも現地の有力な農業生産者が農業経営に特化して会社組織とし、経営面積を

拡大した形態となっている。これら農業経営企業はいずれも、農業経営のノウハウを持ってブラジルやウ

ルグアイ等にも活動を広く展開している。アルゼンチンでは、ブラジルに比べて農地所有と農業経営がよ

り分離する傾向にあり、外国からの農地に対する投資の実態がブラジルに増して把握しにくい状況となっ

ている。 

 

表 31 アルゼンチンにおける主要な大規模農場経営 

経営/投資企業 経営面積 注 

El Tejar アルゼンチンは不明。ブラジル、ウル
グアイ、ボリビア、パラグアイを含む南
米で計約 110 万 Ha 

1987 年設立のアルゼンチン農業・畜産企業。
ヘッジファンド Altima Partner（英国）、Capital 
Group 等が投資。ブラジルにも展開。 

Cresud 約 45 万 Haを所有し、うち 16万 Haで
穀物を作付 

アルゼンチンの有力一家の農業経営会社
で、1936 年から株式公開をしている。 
BrasilAgro を通じブラジルにも展開。 

Cazenave & Asociados 約 20 万 Ha 1969 年設立のアルゼンチン農業経営企業。 
双日によるアルゼンチンでの農業展開（1.1万
ヘクタール）も同社と提携して運営。 

Adecoagro アルゼンチンに約 24 万 Ha を所有。 2002 年創業の農業・畜産企業、ブラジル、ウ
ルグアイにも展開。アルゼンチンでは酪農も
展開。Soros Group 傘下。 

Los Grobo アルゼンチンでは約 8万Haで、主にリ
ースで経営。所有は 1.8 万 Ha 程度 

1980 年代に設立し、ネットワーク企業の代表
的存在。今後はアルゼンチンでの生産を減ら
し、ブラジルでの生産を増やす考え。 

LIAG 約 16 万 Ha 
うち所有が 12 万 Ha 程度、 
その他はリース。 

豪州 1970 年代に設立された Twynam グルー
プ傘下。1982年にアルゼンチンで LIAG設立。 

Grupo Bemberg 14.3 万 Ha ビール会社経営の有力な一家の所有農地。 

Groupo Werthein 10 万 Ha 銀行、保険、電話等経営の有力な一家の所
有農地。 

Amalia Lacroze de 
Fortabat 

14 万 Ha アルゼンチンの有力な一家。 

                                                                 
17

 Negocios紙、2012年 11月 10日付記事 Polémico: surge nuevo "Indec", ahora para blanquear compra de tierras en Argentina 
por parte de firmas extranjeras 
http://negocios.iprofesional.com/notas/148121-Polmico-surge-nuevo-Indec-ahora-para-blanquear-compra-de-tierras-en-Argenti
na-por-parte-de-firmas-extranjeras 

大規模な事例では、服飾ブランドのベネトンがリオネグロ州等に 90 万ヘクタール（羊の放牧場等）、同じく服飾ブラ

ンドのノースフェースと ESPRI を創業した米国人 Douglas Tompkins14 万ヘクタールが挙げられている。 
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経営/投資企業 経営面積 注 

ProaA 約 5 万 Ha 日本の農薬メーカーのアルゼンチン事業部門
（Ishihara Argentina）が独立したもの。 
モンサントからも協力を得て、累計 1 千万ドル
規模の第三者からの出資を受けた。 

出所）James F. Petras,Henry Veltmeye, 2009, What's Left in Latin America?: Regime Change in New Times, 各社ウェブサイト等よ

り作成 
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3.1.3  

 

ブラジルにおいて、現在中国企業による農業経営で比較的大規模とみられるものは、2009 年から黒竜江

省北大荒集団（国有農場グループ）等がリオグランデドスル州の約 7,000 ヘクタールで大豆生産を行って

いる農場である18。2011 年頃に中国からの農業投資として、重慶糧食集団がバイーア州で 20 万ヘクター

ル、パラス（Pallas）グループがバイーア州で 20~25 万ヘクタール、黒竜江省北大荒集団がトカンチンス

州で 1.6 万ヘクタール等の大豆生産農地確保の計画が次々と発表されたが、ブラジル政府による外国人農

地所有の規制強化を受けてこれらの計画は見直しが必要となった。このため、中国からの投資は搾油施設、

保管施設、ターミナル、道路等の物流インフラ整備による供給確保へ方針を転換している。 

重慶糧食集団はバイーア州で 370 億ドルを投じて大豆搾油施設（115 万トン）、大豆保管施設（40 万ト

ン）等の物流インフラ整備への投資を計画。中国国営農業開発公社（CNADC）はバイーア州で 3 億米ド

ル、ゴイアス州で 75 億米ドルの投資を行う計画を発表している。三河匯福糧油集団（Sanhe Hopeful）は、

2010 年にサンフランシスコドスル港の穀物輸出ターミナル経営会社の株式を 40%取得し年間 600 万トン

程度の大豆取扱量があるほか、2011 年にはゴイアス州で 75 億ドルを投じて大豆搾油と周辺輸送設備へ投

資している。香港系のノーブル（Noble）はマトグロッソ州のロンドノポリスに 2.5 億ドルを投じて穀物

保管施設、搾油施設、バイオディーゼル精製設備を建設、他にパラナ州にも倉庫施設を持つ。 

 

アルゼンチンでは、前述の香港系のノーブルが搾油ビジネスを展開している。また、三河匯福糧油集団

が後述するようにベルグラーノ鉄道の経営に進出している。 

報道によれば19、黒竜江省北大荒集団がリオネグロ州で 32 万ヘクタールの農地の貸借について州政府20

と署名後、地元の大きな懸念を背景に裁判所において同件が争われ、州知事の政権交代後、このプロジェ

クトは停止している。 

複数の報道によれば21、ブエノスアイレス州は、1 万ヘクタールの灌漑事業の実施について福建省と合

意し、土地所有権は提供しないが、長期にわたり穀物やその他生産された食料を購入する権利を与えると

している。  

                                                                 
18

 (岑 2011)等を参照した。 
19

 Clarin 紙、2010 年 9 月 22 日付記事 China produciría soja en Río Negro 
http://www.ieco.clarin.com/agronegocios/China-produciria-soja-Rio-Negro_0_340166244.html 

Calrin 紙 2011 年 8 月 26 日付記事 Puntos oscuros en el acuerdo de Río Negro y China por tierras 
http://www.clarin.com/ieco/economia/Puntos-Rio-Negro-China-tierras_0_542945785.html 

Cronista 紙 2011 年 11 月 24 日付記事 El cambio de gobernador en Río Negro congela megainversión china 
http://www.cronista.com/negocios/El-cambio-de-gobernador-en-Rio-Negro-congela-megainversion-china-20111124-0073.html 
20

 アルゼンチンは連邦共和制国家であり、23 州 1 特別区から成り、州政府及び州知事の権限が比較的強い。 
21

 Negocios紙、2012年 10月 12日付記事 Con "perfil bajo", China avanza a paso firme en alimentos, petróleo, campos y hasta 
en plantas satelitales en Argentina 
http://negocios.iprofesional.com/notas/143898-Con-perfil-bajo-China-avanza-a-paso-firme-en-alimentos-petrleo-campos-y-hast
a-en-plantas-satelitales-en-Argentina 

iProfessional 紙、2012 年 5 月 31 日付記事  China y su ofensiva: cómo es el desembarco de los asiáticos en la provincia de 
Buenos Aires 
http://www.iprofesional.com/notas/137746-China-y-su-ofensiva-cmo-es-el-desembarco-de-los-asiticos-en-la-provincia-de-Buen
os-Aires 

DiazdeCampo 2012 年 4 月 12 日記事 
http://www.diazdecampo.com/regionales/los-chinos-regarian-10-000-hectareas-en-el-sudoeste 
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3.2 
22 

3.2.1  

穀物輸出に関しては、品質証明書、重量証明書および原産地証明書の提出が義務付けられている。なお、

大豆、トウモロコシはほとんどがバルクで国内を流通しており、IP 管理の導入が広まってきている。また、

ブラジルでは州によって流通段階の品質検査規定等が若干異なることがある。 

ブラジル農務省（MAPA）が農産物の品質基準及び検査方法を制定している。大豆については、国際団

体である油・種子・油脂連盟（FOSFA）、トウモロコシについては同じく国際団体である穀物飼料貿易協

会（GAFTA）の国際検査基準に沿って制定されている。穀物ターミナルへの納入時点で MAPA が認証し

た民間の検査官が検査を行う。 

例えば、大豆の場合は、MAPA 基準（Instrucao Normativa MAPA #11 及び#37）に従って検査される。

検査ではサンプルを取り、主に、水分含量、損傷した豆の割合、熱で損傷した豆の割合、焼けてしまった

豆の割合、かびた豆の割合、異物の割合、欠けている豆の割合、緑色の豆の割合などが検査項目の対象と

なる他、大豆に含まれる含有量も計測される。検査は、FOSFA のメンバーとして登録されている分析者

の監督のもと分析を行い、分析結果が示されている品質証明書に署名をし、輸入業者に手渡されることと

なる。重量証明書は、品質検査同様、FOSFA のメンバーとして登録されている分析者が、コンテナの番

号、袋詰めにされた産物の袋数、申告された重量と実際に検査過程で測った重量の差等を確認し、異常が

無ければ、重量証明書に署名をする。 

穀物輸出においては、穀物輸出協会（ANEC）が輸出穀物の標準品質基準を設定しており、大豆で

ANEC41、トウモロコシで ANEC43 の契約様式が準備されている23。大豆では油分や水分、夾雑物、未熟

豆、トウモロコシでは水分や夾雑物等の品質基準が設定されている（下表参照）。ANEC は MAPA 及び輸

出業者らと常に、国際競争力のある品質基準や契約形態等の協議を行っている。 

 

表 32 ブラジルの穀物輸出協会（ANEC）による輸出穀物標準品質基準の主な項目 

大豆 ANEC41 トウモロコシ ANEC43 

 油分 18.5% 

 最大水分 14% 

 夾雑物 1%、最大 2% 

 損傷した豆 8%、最大 8.5% 

 割れた豆 最大 30% 

 緑色の豆 最大 8% 

等 

 水分 最大 14.5% 

 夾雑物 最大 1.5% 

 壊れた穀粒 最大 3% 

 アフラトキシン 20PPB 以下 

 損傷した穀粒 最大 5%、うち熱で損傷した穀粒最大 1% 

 生きている昆虫がいない 

等 

出所）穀物輸出協会（ANEC） 

原産地証明は、州レベルの産業連盟 （Federacao Das Industrias）の外国貿易部によって管理・監督

されており、原産地証明書の署名を行うのもこの組織が行う。例えば、サントス港からの輸送であれば、

サンパウロ州の産業連盟（Federacao das Industrias do Estado de Sao Paulo）が署名を行うことになる。 

                                                                 
22

 主に米国農務省（USDA)、2004 年、Brazil/Argentina Fact-Finding Mission、各省ウェブサイト等を基に作成 
23

 ANEC41：http://www.anec.com.br/contratos/ANEC%2041.pdf 

ANEC43：http://www.anec.com.br/contratos/ANEC%2043.pdf 



 

105 

 

  24    

大豆の非遺伝子組み換え証明書に関しては、品質証明書および重量証明書同様、FOSFA のメンバーと

して登録されている分析者が分析を行う。ポリメラーゼ連鎖反応の実験方式によって分析され、基準値で

ある 0.01%を上回れば非遺伝子組み換えであることが証明される。証明書は FOSFA のメンバーとして登

録されている分析者によって署名される。 

残留農薬については、MAPA が主体となって関連各機関と共同で「残留物や汚染物質の管理のための国

家計画（PNCRC）」が導入されており、安全性検査のためのラボネットワークの構築他、適正農業規範（GAP）

の導入を推進している。大豆やトウモロコシの輸出において、残留農薬検査は必要不可欠ではないが、食

用大豆の場合は、日本国内の豆腐製造業者などの規格に合う必要があり、ブラジル側および日本側の両方

で検査を行うことになる。食用大豆では、エポキシコナゾールやエンドスファンなどを含む約 400 の残留

農薬成分分析を行う。 
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3.2.2  

農畜食糧衛生品質管理センター（SENASA）が品質管理を担当している。アルゼンチンには、6 ヵ所の

専門の穀物検査機関（CAC）がある。穀物の品質基準は法律によって定められており、大豆（Resolución 

N° 151/2008）とトウモロコシ（S.A.G. y P. 1075/94）でそれぞれに流通品質基準が定められている。トウ

モロコシは 3 等級、大豆は統一基準のみとなっている。 

 

表 33 アルゼンチンの大豆の主な流通品質基準 

 
基準量(%) 受入れ可能な最大量(%) 

夾雑物 
  

土の混入 0.5 0.5 

黒色の豆 --- 1.0 

割れた豆 20.0 30.0 

損傷した豆（発芽等） 5.0 5.0 

焼けた豆等 --- 1.0 

緑色の豆 5.0 10.0 

水分含有量 ---- 13.5 

出所）ロサリオ商品取引所（BCR） 

表 34 アルゼンチンのトウモロコシの主な流通品質基準 

 

最少試験重量 

kg/hL 

最大許容量 

損傷した穀粒 壊れた穀粒 夾雑物 

% % % 

1 等級 75 3.00  2.00  1.00  

2 等級 72 5.00  3.00  1.50  

3 等級 69 8.00  5.00  2.00  

出所）ロサリオ商品取引所（BCR） 

大豆、トウモロコシはほとんどがバルクで国内を流通しており、IP 管理の導入が広まってきている。 

アルゼンチンからのトウモロコシの輸出では、国際的な契約様式である GAFTA-38 が活用されることが

多く、トウモロコシは 1 級、2 級、大豆は国内統一基準よりも品質が良いものが多く輸出されている。 

残留農薬についても、SENASA が管轄し、農業投入物残留管理センターを設置して、対策にあたってい

る。大豆やトウモロコシの輸出において、残留農薬検査は必要不可欠ではないが、食用大豆の場合は、日

本国内の豆腐製造業者などの規格に合う必要があり、ブラジル側および日本側の両方で検査を行うことに

なる。食用大豆では、エポキシコナゾールやエンドスファンなどを含む約 400の残留農薬成分分析を行う。 
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3.3  

3.3.1 24 

 

外国人や外国企業による土地取得規則は、1971 年 10 月 7 日付法令 5709 号で定められている。 

- 外国企業が地方の土地を取得する場合、農牧畜事業又は工業製造事業の導入・開発を目的と

し、かつ当該企業の社会的責任を果たすのに即したものであると考えられる場合にのみ許可

が与えられる。事業内容により、農務省または開発商工省の認可を要する。 

- ブラジル国内に法人を持たない外国企業は土地を取得することはできない。 

- 外国人個人が取得可能な面積は、50MEI を超えてはならない。（MEI は、国立植民農地改革

院（INCRA）が定める課税基準単位で、生産能力等を基に 1MEI あたりの面積は異なり、

北部で 50～100ha、北東部で 15～90ha、中西部で 5～110ha、南東部で 5～70ha） 

外国企業については、1993 年 2 月 25 日付法令 8629 号により、100MEI 以上の土地購入の場合、国会

で承認の必要がある。また、外国人・企業は当該自治体面積の 4 分の 1（25%）を越える土地は所有でき

ない。また、当該自治体面積の 10%超の面積を同一国籍の個人・法人が所有することはできない。  

ただし、法の解釈と執行があいまいであったため、中国や年金ファンド等による大規模な土地所有に対

する懸念が強まったことを背景に、2010 年に政府が意見書を発表した。これを反映し、INCRA が 2011

年 12 月 6 日に通達 70 号を制定、外国企業・個人の農村部の土地購入に関して厳密な法令適用を行い、ま

た外国企業・個人による土地購入をチェックする体制を強化した。外国企業・個人の他に、外資が主体の

ブラジル企業・個人、海外在住又は海外に本社を持つブラジル企業・個人も規制対象。ただし、外国企業・

人による土地所有に関する議論は現在も国会で委員会が設置され、完全には決着していない。 

 

最後に、前述の物流インフラや農地投資規制以外の面での農業関連投資に係る主な留意点を以下に簡単

にとりまとめる。ブラジルは 1995 年に憲法を改正し、石油や鉱業、輸送、ガス供給等の分野でも外資の

参入規制を撤廃、基本的にはブラジル国内で内資・外資の区別は無い。またインフレ抑制にも成功して信

頼を高め、内外からの投資が 1990 年代後半から 2000 年代にかけて大きく増加した。しかし一方で、複雑

な税制、高い労働者給与・社会保障費用負担、治安対策、高い融資金利や手数料、厳しい環境規制等の問

題があり、これに物流インフラ問題も併せ、「ブラジルコスト」と呼ばれている。こういったコストのため、

実際には競合国と比べて「低コスト生産国」というわけにはならず、大きな国内市場を抱えることがブラ

ジルに投資を行う点での主な魅力となって、同じ BRICS であるが輸出志向型で成長してきた中国やイン

ド等に比べると海外投資の受け入れの伸びは緩やかであった。また、ブラジルは「官僚的」な国であると

も言われており、海外投資の最初の段階における、計画立案・書類作成・関係機関からの許認可取得が非

常に難関であり、また重要なステップとなっている。 

雇用・税/社会保障負担 

物流インフラ以外で最も大きな課題は、複雑な税負担と、被雇用者に対する保護が手厚いことである。

所得税や法人税等の連邦税負担が高いことに加え、州税として付加価値税や自動車保有税があって税率や

                                                                 
24

 ジェトロウェブサイト http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/invest_02/ 等参照 
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システムが州によって異なり、さらに市別の課税もある。雇用者が負担する社会保障費やその他負担金も

高額で、残業代も基本給の 5 割増しとなっており、企業の労働コスト負担は基本給与の 1.7~2.4 倍程度に

なると推計されている。また給与水準も急速に上昇しており、雇用コスト負担は非常に重い。 

保全地域、森林法改正、先住民保護地域、土地なし農民運動 

また、ブラジルは環境 NGO の政治に対する影響力が強く、農業開発や穀物物流施設や道路・港湾等の

物流インフラ建築において、常に環境規制が問題となる。また、環境アセスメントの実施や許認可の取得

に非常に時間とコストがかかる。特に穀物流通のための北部や東北部ルートの開拓では、アマゾン川流域

の森林や、天然湿地帯に与える影響が非常に大きな問題となる。農地開発の例では、河川の両側を 30～500

メートルずつ環境保全区域として開発が禁じられており、さらにマトグロッソ州等の大豆生産の中心とな

っているセラード地域では、個別の生産者ごとに農場面積の 35%は環境保全区域として農地開発を禁じら

れ、自然状態を保たなければならない。さらにアマゾン森林地域では保全地域は 80%と定められている。

ただ、1965 年に策定された森林法が 2012 年に改正されており、今後これに沿って環境保全区域が縮小さ

れるほか、様々な規制やシステムが変更されると考えられるため、動向が注目されている。 

他に、先住民保護地区として、国立インディオ基金（FUNAI）が先住民保護区の設定を行っており、保

護区に設定された場合は、同地域での農場経営者は立ち退かざるを得ないなど、農地投資ではこういった

不安定要素がある。また、ブラジルの大規模 NGO の一つに「土地なし農民運動（MST）」があり、土地

を持たない農業労働者らが公有地や大土地所有者の不耕作地などの一角を占拠し、農地開発を勝手に行う

といった活動が盛んに行われている。 

 

会社設立 

ブラジルにおける外国資本による会社設立には、いくつかの形態が考えられるが、ビジネスに関連する

ものは（１）可変資本株式会社（Sociedade Anonima - S/A）、（２）有限責任会社 (Sociedade Limitada – 

LTDA)、（３）支店の主に 3 形態である。 

（1）可変資本株式会社（Sociedade Anonima - S/A）：外国資本による会社設立で一般的な形態は可変

資本株式会社である。会社設立には、2 人以上の株主が必要となるが、外国人株主であっても株式会社の

設立は可能である。しかし、ブラジルに居住しない外国人の場合、ブラジルに居住する代理人が必要とな

る。最低資本金額は特に定められていないが、会社設立時に資本金の 10%が支払われていることが条件と

されている。また、外国人の場合、入管管理局からビザ取得のために、最低でも US$50,000 の資本金が

必要となる場合もある。更に、資本金はブラジルの通貨であるレアル建てでなければならない。会社設立

契約書は、州の商業登記所（Junta Comercial）にて登記され、登録証明書が発行される。登録が済んだ

時点で、登録証明書と共に、事業の目的、企業の定款、更には事業の見通しなどを官報にて公表し、その

後開業が可能となる。株式公開企業の場合、証券取引委員会(CVM)への登録が必要となり、年に一回会計

検査を受ける必要がある。 

（2）有限責任会社 (Sociedade Limitada – LTDA)：可変資本株式会社と同様、ブラジルにおける有限

責任会社には最低 2 名の株主が必要である。外国人であっても有限会社の設立は可能であるが、ブラジル

に居住しない外国人の場合、ブラジルに居住する代理人が必要となる。また、同様に、最低資本金額は定

められておらず、会社設立契約書も、州の商業登記所（Junta Comercial）にて登記が必要となる。株式

会社との主な違いは、有限会社では監査役会の常設が必要ではなく、財務諸表の公開も免除される。しか

し、資産が 2 億 4 千レアルを超過した場合は、年に一回会計検査を受ける必要がある。一般的に、有限会

社では企業側の負担が少ないことから、ブラジルに進出する日系企業は有限会社の形態を取ることが多い。
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有限会社設立の手続きには最低でも 40~60 日が必要となる。 

その他、株式会社および有限会社設立の両方において必要となる手続きとして、連邦国税局 (Receita 

Federal)において国家法人登記簿（以下、CNPJ）への登記を申請しなければならない。CNPJ の取得は、

州および市の財務局における登記、国家社会保障院（ INSS）への登録、および貿易統合システム

（SISCOMEX）等に対する手続きにおいて必要となるため、非常に重要な申請手続きである。更に、海

外への利益送金などを行うためには、ブラジル中央銀行への企業登録（CADEMP）も必要となる。 

（3）支店：外国法人の支店の設立には、事前に商工省からの特別な許可が必要となると共に、大統領

からの承認も必要となる。その上、手続きや条件もかなり厳しいため、ブラジルにおいて支店を設立する

ことは非常に稀である。 

税金 

 ブラジル国内で生産された財、サービスおよび所得に対して、所得税（income tax）、源泉徴収税

（withholding tax）、消費税・付加価値税（value-added tax: VAT）などの連邦税が課税される。さらに、

各地方自治体の定める税率および課税表に基づき、地方税（州および市）が課税される。 

(1) 所得税：法人に対する所得税は、外資であっても国内法人同様、課税対象利益が年間ベースで 24 万

レアル以下であれば 15%の課税となり、それ以上の収益を得た場合は 25%の課税となる。所得税は連邦税

に位置づけられ、登録されているすべての企業に適用される。更に、連邦税の一つとして、企業の利益に

対して、ブラジルでは社会負担金の支払いが義務付けられる。これは、国民の保険や年金などに対して支

払うもので、所得課税の一部として扱われる。一般法人では、所得税税引前利益に対して年率 9%の課税

が必要となり、最高で利益の 34%が所得税として差し引かれる。 

（2）源泉徴収税：ブラジルと日本との間では、二国間租税条約が締結されており、源泉徴収において

二重課税を避けることが可能となる。ロイヤリティ、金利支払い、役務提供報酬などが課税の対象となる。

ロイヤリティおよび金利の支払いに対しては、税引き前利益に対し 15%が課税され、役務提供および金利

の支払いに対しては 25%が課税される。 

（3）付加価値税：ブラジルでは、消費に係る税体系は複数存在し、付加価値税を含むなどかなり複雑

である。最も代表的なものとして、法人のサービス・商品からの売上に対して発生する社会負担金の一つ

である社会保険融資納付金（以下、COFINS）が挙げられる。これは連邦税の一つとして位置づけられ、

法人の売上高に準じて課税される。一般的な法人では、7.6%の税率が適応される。付加価値税を含むもう

一つの社会負担金である社会統合基金（PIS）も同様に、法人の売上およびサービス・商品の輸入に際し

課税される連邦税である。PIS は COFINS に比べ、税率は低く、売上・輸入の両方とも 1.65%が課税され

る。よって、売上および輸入に対して社会負担金として合計 9.25%が課税されることとなる。 

その他、ブラジルでは、工業製品の輸入に対しても特別に税金（IPI）を支払う義務がある。税率は製品

によって異なるが、一般的に 20%以下である。IPI は連邦税であるが、州にも似たような税制度が存在す

る。これは ICMS と呼ばれる商品流通税であり、商品やサービスの輸入および流通の際に課せられる税金

である。農産物の流通にも適用され、州間の流通の際にも課税される。税率は州によって異なるが、一般

的に輸入に対しては 17%または 18%の税率が適用され、購入の際には、7%から 18%が課税される。州間

の ICMS 税率は 7%から 12%である。 

貿易に対する税金も連邦税として位置づけられ、商品や製品の輸出入の際に課税される。輸入関税は、

商品や製品によって異なるが、基本的に CIF 価格（原価に運送保険料と運賃を加えた価格）を現地通貨に

換算し、税率を掛けた額が関税の支払い額となる。一方、国内において商品や産品が不足した際には、輸

出税も課せられる可能性も考えられる。特に、食料保障の観点から、農産物の輸出に対する課税の可能性
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は高い。 

その他、農業投資に関連するものとして、農地所有に係る税金の支払いが義務付けられる。所有面積お

よび利用面積によって異なるが、0.03%（50 ha 以下）から 20%（5,000ha 以上）の税率が適用される。 

労働 

ブラジルでは、15 歳から 64 歳までの生産可能人口が約 1.3 億人存在し、15 歳以上の識字率も 2007 年

には 90%（UNDP)に達し、労働の質も近年上昇している。ブラジルの憲法では、全国一律の最低賃金、

賃金減額の禁止、13 か月分の給与の支給などの規定をはじめ、労働者を保護する傾向が強い。また、CLT

と呼ばれる統合労働法が存在し、労働関連の法規はここに集約されている。 

（１） 賃金：ブラジルの最低賃金は、全国共通であり、全業種に適用される。2011 年には、議会にお

いて月額 545 レアルと定められた。給与の支払いに対する決定は、雇い主および従業員との間で行われる

労使交渉で決められるため、企業側の都合だけで決められるものではない。また、同業他社や業界などの

水準に合わせる傾向にあり、例え業績が悪化したとしても、業界自体の水準が上昇すれば、それに準ずる

ことも多い。ブラジルでは、基本的に従業員に対して 13 か月分の給与を支払うことが義務化されており、

年間 2 回に分けて支払われる。その他、社会保険および諸手当として交通費や食事券などが支給される。

社会保険に関しては、解雇や退職などの際、従業員が損害補償を受け取ることができるよう、雇用主の負

担で給与の 10%が毎月積み立てられる他、解雇の場合は、更に 40%が割増される。 

（２） 労働時間：基本的に、1 日あたりの労働時間は 8 時間と定められ、上限 2 時間まで残業が許され

る。週あたり上限 44 時間までの労働が認められるが、6 日間に振り分けることも可能である。1 日 6 時間

以上働いた場合、1 時間の休憩が認められ、4 時間以上であれば、15 分間の休憩が与えられる。有給休暇

は年間 30 日まで認められるが、有給休暇が消化されない場合、雇用主は消化されていない日数分の給与

を 2 倍増しで支払わなければならない。 

（３） 外国人の雇用：基本的に、ブラジル国民が企業の従業員数の 3 分の 2 以上、給与額の 3 分の 2

以上であることが義務付けられている。また、企業は年次ごとに労働の管理状況を労働省に報告する義務

がある。 

先述の自国民の雇用を優先する条件を満たしていれば、労働省から外国人駐在員に対して就労許可が発

行される。ブラジルにおける就労に対して 2 種類のビザが存在する。一つは、一時的な居住において就労

ビザが発行され、一人に対し 2 年間有効となり、一回の延長が可能である。年間 183 日以上滞在する場合

は、各種税金の支払い義務が発生する。また、特殊な技術を持つ外国人労働者であった場合、就労許可が

下りやすくなると考えられる。一方、20 万ドル以上の投資が可能であるか、または、事業開始から 2 年以

内で 10 名以上の雇用計画を提示することができ、5 万ドル以上の投資が可能であれば、永住ビザの取得も

可能となる。 

投資優遇制度 

ブラジルにおいて事業投資を行う際、一般的に多くの雇用を創出し、特定の産業の発展に寄与する事業

であれば、優遇制度の対象となる。主に 2 つの観点から、優遇措置が適用される。一つは、地域開発を目

的とする優遇措置である。ブラジルには、辺境地域での開発が遅れているため、これらの地域で事業を展

開する場合に税の支払い等が優遇される。また、ブラジル政府は、特定の産業を強化しており、これらの

産業に対しては、輸入関税や工業製品の流通（IPI）などが免税になる。 

ブラジルでは、3 つの地域が優遇措置の対象地域として位置づけられている。一つは、マナウス・フリ

ーゾーン監督庁が管理を行うフリーゾーンであり、輸入税、IPI, PIS/COFINS などが免税または減税とな

る。また、アマゾン地域および北東地域の開発でも恩恵が受けられ、所得税などが減免措置の対象となる。 
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一方、ブラジルにおいて奨励される業種として、情報通信関連業や自動車産業などは、特別な優遇措置

が受けられる。近年では、ソフトウェア、医薬品や半導体等の業界への投資が重点産業として位置づけら

れており、優遇制度の対象となる可能性も高い。現時点では、農業や食品業界への優遇措置は特に言及さ

れていない。 

外資への投資規制も存在し、輸送サービス、情報産業（テレビなど）、鉱物・水資源などの業種では、外

資が議決権の過半数を占めることが制限されている。 
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3.3.2  

 

2011年 12月 22日に国会で通った法案に基づいてできたのがRegistro Nacional de Tierras Rurales（農

村登録 RNTR）で、法律 26.737 の Proteccion al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesion o 

Tenenciad e Tierras Rurales（略して「土地法」とも呼ばれる）の基本的な部分を担うものとして政令

（Decreto）274/2012 で法制化された。アルゼンチンで海外からの土地の購入に制限を加えた法律案が通

ったのは今回がはじめてである（ブラジルはすでにこの規制があった）。今回の規制では国土の 15%まで

しか購入ができないという内容で、FAO によるとすでに 10%までは外国資本の土地となっている。今回

の措置では今までの分は対象とせず、今後の購入に限り対象となる。ウルグアイも同様の制限をもつこと

を考えている。以下が主要な規制内容である。25 

- 国土、各県、各地区、各市町村単位の 15%以上を外国資本にしてはいけない。 

- １つの国の所有が外国資本になった土地の 30%を超えてはいけない。 

- １つの土地につき 1000 ヘクタール以上（規制地域）は所有することはできない。 

- 水源をもつ地域は外国資本での購入はできない。 

 

アルゼンチンは、まずパリクラブ債務問題が解決していないために日本からの投資がそもそも非常に難

しくなっているという現状があり、加えてインフレ抑制に成功していないため現地通貨保有のリスクは非

常に高く、アルゼンチン国内の貯蓄も海外に逃げて国内投資も十分でない状況にある。さらに政府の政策

が非常に変動しやすく、高い政治リスクがあり、例えば国のレベルではエネルギーの分野では企業の国有

化等をめぐって大きな問題が発生している26。地方自治体のレベルでも、あるインタビューでは市の法人

課税額がある年に桁が突然 2 桁増加したこともあると述べている。 

パリクラブ債務問題 

アルゼンチンは 2001 年、通貨危機によりデフォルトを宣言、対外債務の支払いが滞った。パリクラブ

において各国と交渉中であり、決着していない。このため、パリクラブ加盟国（日本、米国、英国、ロシ

ア、ドイツ等を含む。）の企業は自国の公的融資や貿易保険が利用できない。この間隙をついて、中国やブ

ラジルなどのパリクラブ非加盟国の影響力が拡大している。 

インフレ 

政府の公式統計では 10%前後のインフレ率であるが、実質は 25～30%程度のインフレが続いているとみ

られており、為替切り下げを毎年 15%程度ずつ行っているが追い付いておらず、インフレ対応が難しい。

米ドルの闇市場が形成されており、また米ドル決済も日常的に用いられている。アルゼンチンでは「バラ

マキ型」のポピュリズム左派政権下で、財政支出が拡大しており、また賃金水準を政策的に毎年 20%程度

引き上げており、常に物価上昇圧力がある。加えて、工業製品の輸出競争力保持等のためにペソ安に誘導

しているとみられ、この点もインフレ圧力となっている。なお、政府の財政支出は穀物の輸出税によって

支えられている側面がある。 

                                                                 
25

 http://www.jus.gob.ar/tierras-rurales.aspx 

El Pais2011 年 12 月 23 日付記事
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/23/actualidad/1324671173_937704.html 
26

 2012 年 4 月 16 日に国内石油・ガス最大手の YPF（スペインのレプソル社が主要株主）を接収、国有化した。アルゼ

ンチン国民は支持しているが、スペインは報復としてアルゼンチン産バイオディーゼルの輸入を停止。 
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政治リスク 

アルゼンチン政府は外貨獲得手段としての貿易収支黒字確保のため、輸入代替型の国内産業保護を強化。

特にエネルギー輸入量が急増していることが貿易赤字懸念の背景にある。2011 年 2 月に「非自動輸入ライ

センス制度」、2012 年 2 月に発注前の「輸入事前審査制度」を導入、個別企業レベルで輸出入をバランス

させなければ、輸入許可が下りない仕組みとなっている。27 つまり、アルゼンチン政府は輸出入の収支

を均衡させ輸出を振興する目的で、個別企業に対して個別企業レベルで輸出入を均衡させるよう（輸入と

同額の輸出を行う）、もしくは、それに見合う投資をするようとの指導している。輸入予定の貨物について

事前に政府から輸入の許可を得なければならず、輸入許可申請に際して「輸入と同額の輸出を行う」等の

誓約書と詳細な製品リストの提出が求められ、要求に応じなければ輸入許可をもらうことができない。 

現地でのインタビューによれば、搾油業等の場合に業務規模拡大について、電力の割り当てが大きなネ

ックになっている。エネルギー輸入が増加しているために、政府は 2005 年からエネルギー消費のコント

ロールを開始、割り当てを超えると罰金を課されるため、規模の拡大が難しくなっている。 

逆に、政治的な判断で様々な優遇を得られることもあり、大規模な投資の成功には有力な政治家とのつ

ながりが必要となる。 

 

会社設立 

 アルゼンチンの会社設立形態も、ブラジル同様大きく 3 つに分けられる。 

（1）可変資本株式会社（Sociedad Anonima – S.A.）： 外国資本によるアルゼンチンでの会社設立は会

社法に基づき、どのような形態であっても法的に設立されていることが重要であり、会社の所在地の商業

登記所にて登録が必要となる。株式会社の場合、最低資本金額は 12,000 アルゼンチン・ぺソ（以下 ARS）

(約 23 万円)と定められており、会社設立時に資本金の少なくとも 25%が支払われていることが条件とされ、

残りの 75%は 2 年以内に支払われなければならない。株式会社設立には、最低 2 名の株主を有しているこ

とが条件となるが、外国人株主に対する制限はない。一般的に、企業設立に対する指揮監督は商業組合管

理機関である IGJ が行う。公開株主会社の場合、証券取引委員会 (cnv)への登録も必要となる。 

（2）有限責任会社 （Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.）：株式会社とそれ程違いはな

いが、有限会社の場合、最低資本金額は定められていないが、共同経営者の人数は 50 人以下である必要

がある。株式会社では、取締役の任期は 3 年と定められているが、有限会社の場合、任期の制限は無い。

有限会社であっても、発行済み資本が 1 千万 ARS 以上の場合は、株式会社と同様に、年一回会計監査を

受ける必要がある。また、株式会社同様、有限会社であっても、商業登記所での登録が必要となる。 

（3）支店 (Sucursal)：本社および任命された代表者の責任のもと、アルゼンチンで支店を開くことは

可能である。手続きには、株式会社や有限会社において必要な書類のほか、本社の定款等、本社の事業に

係る情報の提供も必要になる。また、他の会社形態同様、法人税の支払いは義務付けられている。 

税金 

アルゼンチンにはブラジル同様、3 つのレベル（連邦、州、および市）において税金が課せられる。連

邦政府レベルでは、国家収入を管理する AFIP と呼ばれる機関が税法の監視・施行を行う。州政府にも類

似した組織が存在する。 

 

                                                                 
27

 三井物産戦略研究所、2012 年 7 月 12 日、世界・地域分析レポート 
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所得税 

事実上の必要経費を控除した純利益に対して法人所得税が課税され、現行税率は 35%である。外国法人

の支店に対しても、現地法人と同率の所得税が課せられる。その他、アルゼンチンで登録されている企業

の総資産に対し、1%が課税される。ブラジルと違い、アルゼンチンと日本は二国間租税条約を締結してい

ない。その他、ブラジル同様、雇用者は社会保障に対する支払いを行う義務があり、年金、年金者医療、

家族手当、雇用保険、および労働者保険など、給与に対し合計 23%の納税が必要となる。年間の売り上げ

が 8,000 万 ARS を超過した場合は、4%が上乗せされ、合計 27%を社会保険料として差し引かれることと

なる。また、州や市によって率は異なるが、地方税として物品やサービスからの売上に対し 1.5%から 4.5%

の課税が必要となる。 

付加価値税（IVA） 

日本でいう消費税とさほど変わりはない。一般的に、物品やサービスの購入には 21%が課税され、電力

などの公共料金に対しては 27%の課税が必要となる。また、農産物や医療などの生活必需品に対しては、

10.5%が課税されることとなる。 

輸入関税 

アルゼンチンは MERCOSUR に属しており、いくつかの例外を除き、地域外からの輸入に対しては対

外共通関税を導入している。輸入関税率はものによって異なるが、0%から 35%の範囲内である。その他、

アルゼンチンでは、統計税と呼ばれる税が課税され、CIF 価格に対し更に 0.5%の支払いが必要となる。 

労働 

ブラジルと違い、現地人の雇用義務は特に定められていないと共に、雇用比率規制も存在しない。労働

時間は基本的に一日 8 時間または週 48 時間と定められており、一日の労働時間は 9 時間までとなってい

る。残業も一日 3 時間または一か月 30 時間以下と定められており、それ以上の場合には 50%の追加料金

を支払う義務がある。また、土曜日の午後一時以降または日曜日の労働に関しては、働いた時間に対して

100%の追加料金の支払いが義務付けられている。有給休暇は勤続年数によって異なり、5 年未満であれば

年間 14 日間の有給休暇が認められ、20 年以上の勤続年数であれば年間 35 日間の有給休暇の取得が可能

となる。 

外国人の就業に関しては、ブラジル同様、永住ビザまたは一時的な就労許可証が必要となる。就労許可

は、一般的に 1 年間有効であるが、投資を目的とする場合、3 年間の滞在許可が得られる場合もある。 

投資優遇制度 

 アルゼンチンでは、基本的に外資のみを対象にした優遇制度は存在しない。しかし、フリーゾーンの

利用などで各種租税や輸入関税の減免は可能となる。また、ある特定の産業に対して特別な優遇制度が存

在する場合がある。例えば、農林産業に関連するものとして、林業分野、バイオテクノロジー分野、また

はバイオ燃料分野に対しては、政府の開発促進制度のもと優遇制度が適応される場合がある。 

林産業に対しては、30 年間税制の変更をしない措置がとられる他、付加価値税の還付や地方税の免除な

どの優遇が可能となる。バイオテクノロジー産業に対しては、社会保障負担が 50%還付されるほか、付加

価値税の還付や資本財の加速減価償却が認められるなどの優遇が認められる。更に、バイオ燃料事業に対

しては、所得税および付加価値税の減税のほか、燃料に係る課税等が免除になる。 
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4  
 

1~3

 

4.1 

 

ブラジルの大豆、トウモロコシ生産は引き続き拡大するポテンシャルは高く、単収の改善が図られると

ともに、マトグロッソ州やマピトバ地域を中心に耕地の大規模な拡大も見込まれる。その点から、各方面

からの投資を必要としている。「ブラジルコスト」の存在はネックであるが、日本からの農業投資にも可能

性がある。 

二国間協力の経済支援スキームとして、過去にはセラードの農業開発等で現在のブラジル農業の基礎と

なるような技術・経済面での支援が行われたが、現在はブラジルの農業は既に成熟産業になったとの観点

から、農業関連について日本の政策的な投融資の活用は難しくなっている。しかし、食料安全保障の観点

を考慮し、日本の民間企業の要望がもしあれば農業関係でも融資や支援措置を得られるような仕組みも有

益と考えられる。また、ブラジルは地方政府が主導するプロジェクトも多く、マトグロッソ州やマピトバ

地域の政府や業界団体と日本の政府・業界との交流を深め、セミナー開催や双方の視察等によって有望な

投資状況や日本の実需状況等についての情報交換を行える環境を整えることが必要であろう。 

 

ブラジルの農地を大規模に所有して農業生産を行うためには、大規模な農業経営ノウハウを持つ専業の

農業経営企業が国内やアルゼンチンなどから台頭し、彼らの協力を得ることが必要となると考えられる。

2005 年～2006 年にかけて、大豆価格が一時期下落していた時期は自己資金が不足し、農場経営における

外部資金需要が高かったが、近年は大豆価格が高騰しているため、農業経営企業においても自己資金に余

裕が生まれている。このため、一時期に比べれば資金需要は高くないかもしれないが、数万ヘクタールに

及ぶ大規模農地開発を実施するにあたっては、外資に対して資金を求める可能性もある。 

ただし、農業生産段階では、農地投資といった点では規制が強まっており、現在も不確定な状況が続い

ている。また、環境規制や湿地保全、先住民保護地域の設定、土地なし農民運動等、リスクが高い状況で

ある。 

また、生産段階では乾燥がちの地域での灌漑設備の導入等も要望の高い分野である。 

 

集荷・輸出・加工の段階でも、2000 年代のような急激な建設ラッシュではないが、特にマトグロッソ州

やマピトバ地域では今後も投資が必要となると考えられる。大豆の保管・搾油に加え、特にトウモロコシ

は物流インフラが不足しているとみられており、倉庫や飼料配合施設、将来的には価格動向やエネルギー

政策の方向性によってはトウモロコシ由来のエタノール生産等も考えられる可能性はある。 
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ブラジルの穀物分野で投資が最も求められているのは物流インフラ部門である。2000 年代の急速な大

豆・トウモロコシ生産の拡大に比べて、物流インフラ投資の計画は様々立ち上げられたものの実施が遅々

としてなかなか進まず、物流条件は年々悪化し、コストが拡大の一途をたどっている。 

特に要望の高いのは河川交通で、閘門建設の難しさからまだまだ長い時間がかかるとみられているが、

開通した場合には輸送コストが激減するため、内陸部に位置する地域の農業開発のポテンシャルが飛躍的

に高まる。また鉄道整備も必要性が高く、南北と東西をつなぐ動脈となる二つの鉄道ルートを始めとして

様々な計画があり、さらに中国政府は独自に内陸からアマゾンへ抜けるルートの建設可能性を探るなどの

動きもある。南部の港湾では浚渫やアクセス改善、岸壁の増設等が計画されており、港湾の穀物ターミナ

ルを増設できる機会もあり、また北部の港湾も将来的に主要な穀物輸出港として整備していく計画である。

これら物流インフラの投資については、ブラジル政府は積極的に内外からの投資を活用できるように条件

面での優遇措置を導入して、今後各国で投資誘致活動を行う予定である。 

 

農薬、肥料、農業機械等の分野では、各国の大手メーカーは既に参入しており、ニッチな分野でのユニ

ークな特徴を持った製品（グリホサート耐性獲得雑草に対する農薬28等）が必要であると考えられる。 

  

                                                                 
28

 ラウンドアップレディ大豆普及によって除草剤グリホサートの散布が増加し、近年はグリホサート耐性を持った雑

草が問題となっている。 
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4.2 

 

アルゼンチンは、世界でも特に豊かな土壌に恵まれ、耕地拡大の可能性はブラジルに比べれば小さいも

のの、中心地域の周辺の北部や南部でも大豆やトウモロコシの生産を今後拡大させていく余地があり、農

業の将来的なポテンシャルは非常に高い。しかし、高いインフレ率と政治リスク、パリクラブ債務問題、

そして穀物の輸出税や輸出規制等、ブラジルに比べてはるかに高いリスクが存在する。またアルゼンチン

は国家予算が限られており、中央政府のとりまとめた国土開発プロジェクトも開発主体となるのは地方政

府であり、ブラジルと同じく中央政府機関とは別に地方政府とのパイプを持つことも必要となる。 

 

生産段階では、大規模な農業経営企業が多く現れ、土地所有と農業経営の分離が進んでいる。課題は多

いが、農業経営企業とのパートナーシップで生産段階への投資を行える可能性はある。ただし、外国人/

企業の農地所有に対しては規制が強化されている点がまず懸念点として挙げられる。また、こういった大

規模な農業経営企業もアルゼンチンよりはブラジルやウルグアイ、パラグアイ等の他の南米諸国でのオペ

レーションを拡大する傾向にある。高い課税を逃れるため穀物の闇市場の存在などの問題もある。 

 

大豆の搾油やディーゼル生産等について、現在は稼働率が低く、今すぐ投資が必要な段階ではないが、

今後生産が更に増加するにしたがって、これら設備に対する投資が将来的に必要となる可能性はある。 

トウモロコシについては輸出割り当てがあり、輸出できないリスクを常に抱え、また大手輸出業者しか

割り当てを得られない仕組みになっているとみられ、日本から新たに参入する場合、こういった課題の解

決には政治的な働きかけが必要となる。トウモロコシエタノールについて現在は優遇措置が内資企業に限

られているが、今後さらに産業育成策を導入する可能性があるかもしれない。トウモロコシの生産拡大は

特にアルゼンチン政府が重視している分野でもあり、また日本サイドでも米国産トウモロコシの品質低下

等の問題もあることから、アルゼンチントウモロコシ協会（MAIZAR）や産地と実需者との交流を深め、

アルゼンチンからのトウモロコシ輸入拡大や投資可能性について、情報を交換することが望ましい。 

 

物流インフラはブラジルに比べれば問題は軽微だが、それでも鉄道の老朽化や道路の劣化、港湾設備投

資の不足は深刻で、国内外からの投資が必要とされているが、一方で鉄道や道路、港湾等の整備で用いる

材料を国産で代替していくことを求められる、あるいは鉄道運営コンセッションの権利を突然停止される

など、常に政治リスクを抱えている。可能性が比較的高い分野としては港湾設備が挙げられる。 

 

ブラジルと同じく、農薬、肥料、農業機械等の分野では、各国の大手メーカーは既に参入しており、ニ

ッチな分野でのユニークな特徴を持った製品（グリホサート耐性獲得雑草に対する農薬等）が必要である

と考えられる。さらに、現在のところ政府が個別企業レベルで輸出入をバランスさせる（輸入と同額の輸

出を求める）政策を導入していることから、日本からの農薬や肥料、機械等の投入物を輸入することが難

しくなっている。
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