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はじめに

　本パンフレットは、株式会社国際協力銀行（Japan Bank for 

International Cooperation -JBIC）の活動内容につき、ブラジルに

おける関係者の皆様にご紹介する目的で作成したものです。本パ

ンフレットでは、JBIC の業務概要につきブラジルにおける具体的

なプロジェクトを掲載しつつ、ブラジルにおける JBIC の活動状

況についても幅広くご紹介しております。

　より詳しい情報をご希望の方は、JBIC のブラジル業務全般を管

轄しておりますリオデジャネイロ駐在員事務所までご連絡下さい。

　本パンフレットが皆様にとって JBIC に対するご理解を深めて

いただく一助となれば幸いです。

2012 年 4月（改訂）

JBIC リオデジャネイロ駐在員事務所
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I．JBIC の概要

ヴァーレ社との間で業務協力を定めた覚書を締結
（日本企業による資源関連ビジネス促進のための協力関係を構築）

石油、天然ガスをはじめとするエネルギー資源や、半

導体等ハイテク製品の製造に欠かすことの出来ないレア

メタル（ニッケル、コバルト等の希少金属）等の金属資

源の需要は増加の一途をたどっており、世界各国は、資

源の長期安定的な確保に向けて戦略を強化しています。

JBIC は、日本経済の健全な発展のために不可欠な資源の

安定的確保を目的に支援を行なっています。

ブラジルは、鉄鉱石をはじめとする世界でも有数の資

源産出国であり、超深海油田開発の将来性も高く、日本

にとってエネルギー・鉱物資源確保の観点からも重要な

相手国です。JBIC は日本企業がブラジルにおいて、エネ

ルギー・鉱物資源の権益取得、開発、引取を行うプロジェ

クトにつき引続き支援を行って参ります。

日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進

JBIC は、その使命である日本及び国際経済社会の
健全な発展に寄与するため、
以下の分野の業務を行います。

使  命（ミッション）

　　　JBIC は、日本政府 100％
出資の政策金融機関として、日本の対外

　　　  経済政策を金融面で担っています。

JBIC と独立法人日本貿易保険（NEXI）は、2008年５月、

ヴァーレ社（Companhia Vale do Rio Doce）との間で、関係

強化に向けた業務協力を定めた覚書を各々締結しました。

各々の協定は、ヴァーレ社の計画する総額590億米ドル

の 5ヵ年投資計画に対し、JBIC は累積承諾額が 30億米ド

ルを、NEXI は累積保険引受額が 20億米ドルを各々上回ら

ない範囲にて、ヴァーレ社からの要請に基づき支援候補プ

ロジェクトの取り上げを検討するものです。各々の協定は、

日本企業が参画して資源確保やビジネス創出に繋がるプロ

ジェクトを優先的に取り上げることを定めています。

ヴァーレ社は、世界最大の鉄鉱石サプライヤーかつ資源

メジャーとしてブラジル国内にとどまらず世界各地で資源

開発プロジェクトを計画しており、これらの協定は、相互

の情報交換等を通じ、ヴァーレ社の事業に対する日本企業

の参画を促進するとともに、ヴァーレ社の資源開発及び周

辺インフラ整備等への JBIC 及びNEXI の迅速かつ円滑な対

応を可能とし、日本の資源確保に貢献するものです。
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経済のグローバル化に伴い、国際的な競争が激しくなっ

てきています。JBIC は、日本企業による開発途上国をは

じめとする海外向けのプラント輸出等に対する輸出金融

を活用した支援や、日本企業の海外における生産・販売・

インフラ分野等の事業展開に対する投資金融を活用した

支援等、さまざまな金融手法を活用することにより、日

本の産業の国際競争力の維持・向上に貢献しています。

日本とブラジルは、1950 年代半ばの日本企業の本格的

なブラジル進出、1960 ～ 70 年代の日伯ナショナルプロ

ジェクト等を通じて、歴史的に重層的な経済協力関係が

構築され、現在では自動車や電機、鉄鋼等を中心に 250

日本の産業の国際競争力の維持及び向上 

社余りの日本企業が進出しています。日本企業の多くは、

資源関連事業における参画機会、ブラジル国内市場の潜

在性、対欧米市場向け輸出戦略等の観点から、中長期的

に直接投資を拡大する事業戦略を有しています。JBIC は

日本企業による市場確保及び事業機会創出等の観点から、

日本からの輸出や直接投資事業ならびに進出日系企業の

事業環境整備等に寄与するプロジェクトにつき引続き支

援を行って参ります。

ブラジルの製鉄プロジェクト向け貸付契約調印
（ブラジル製鉄業界における日本企業の国際競争力強化・国際展開に貢献）

JBIC は 2011 年 ３ 月 22 日、Usinas Siderúrgicas de 

Minas Gerais S. A. (USIMINAS）との間で、総額 120 百万

米ドルを限度とする貸付契約に調印しました。

本融資は、新日本製鐵（株）の持分法適用会社である

USIMINAS が、イパチンガ製鉄所の厚板工場に圧延設備

を追加し、同工場の生産能力を増強するものです。ブラ

ジルでは経済成長に伴う鋼材の需要増が見込まれており、

本プロジェクトにより増産される厚板は、ブラジル国内

のエネルギーや造船産業向けの高級鋼材として販売され

る予定です。

新日本製鐵（株）は USIMINAS へ高級厚板生産のため

の最先端技術を供与するなど、同社の鋼材高級化戦略をサ

ポートしております。本融資は新日本製鐵（株）の海外戦

略、ひいては日本の鉄鋼産業の国際競争力の維持・向上を

支援するものです。

写真：USIMINAS 提供
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ブラジル国立経済社会開発銀行との間で地球環境保全に資する貸付契約調印
（ブラジル連邦共和国の再生可能エネルギープロジェクトを支援）

JBIC は 2011 年 3 月 26 日、ブラジル国立経済社会開発

銀行（Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES）との間で、総額 3億米ドルを限度とする

事業開発等金融の貸付契約に調印しました。本件は地球環

境保全業務（「GREEN」）の下で JBIC が中南米地域に融資

する初の融資案件です。

  本件は、BNDES がブラジル連邦共和国において実施す

る再生可能エネルギーを対象とした環境関連融資に必要な

資金を融資するものであり、ブラジル連邦共和国における

再生可能エネルギーの導入促進及び同国における温室効果

ガスの排出削減等に資することが期待されます。またブラ

ジル政府は、京都議定書等の気候変動に係る国際的な条約

を批准すると共に、温室効果ガスの削減計画を発表してお

り、中長期環境政策の中心として再生可能エネルギーの導

入促進を掲げていることから、本融資はブラジル政府の環

境政策の促進にも貢献するものです。

JBIC は今後も、日本及び国際経済社会の健全な発展並

びに国民生活の向上に寄与するため、各国の政府系金融機

関とも協調しながら地球環境保全に向けた取り組み等を着

実に実施していく方針です。

写真：イメージ

1998 年に発生したアジア通貨危機や 2008 年に発生

した世界的な世界金融危機等にみられたように国際金融

秩序の混乱は、日本を含む世界企業や企業活動に深刻な

国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処

影響を及ぼします。JBIC はこれまで蓄積したノウハウ

を活用し、国際金融秩序の混乱に対処して参ります。

気候変動対策は喫緊の課題であり、膨大な資金需要が

生じています。JBIC は、途上国における、高度な環境

技術を活用した太陽光発電やエネルギー効率の高い発

電所の整備、省エネ設備 の導入等の高い地球環境保全

効果を有する案件に対して、民間資金の動員を図りつ

つ、融資・保証及び出資を通じた支援（地球環境保全業

務（Global action for Reconciling Economic growth 

and Environmental preservation：通称 GREEN））注 を

行ないます。

地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進

注 : 対象事業は、１．温室効果ガス排出量削減効果が大きいな
ど、地球環境保全効果が高い条件、２．地球環境保全効果につい
て、JBIC-MRV ＊を受け入れる条件 ( 例：省エネルギー、再生可能
エネルギー等）（＊ JBIC 独自の「測定（Measurement)」、「報告
（Reporting)」、「検証（Verification)」手法）。対象機関は、外国政府、

政府機関または地方公共団体（「外国政府等」）、公益事業を行な
う法人（経営の重要事項に外国政府等が関与するもの）、外国金融
機関、国際機関。
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JBIC と BNDES は、ブラジルの産業投資、輸出振興、

インフラ整備、地球環境保全に係る事業等に対する融

資や技術協力等を通じ、約 50 年にわたり緊密な協力関

■ブラジル国立経済社会開発銀行（BNDES）との協調

係を構築してきており、日本とブラジルの経済交流を

金融面から促進しています。

JBIC は 2011 年 6 月 21 日、BNDES との間で、レア

ル建ファイナンスに係る業務協力のための覚書を締結

しました。

 ブラジルでは、2014 年 FIFA ワールドカップや 2016

年オリンピック競技大会を控えた旺盛なインフラ需要

等を背景に、日伯企業により交通インフラセクターを

中心としたインフラプロジェクトを進める動きが広が

りつつあります。これらのインフラプロジェクトは内

貨収入型であることが多く、ブラジルの現地通貨であ

るレアル建による資金調達がプロジェクトの成否の鍵

を握る重要な要素の一つとなっています。本覚書は、

JBIC がブラジルにおいて実質的に唯一の長期レアル建

ファイナンスの供給者である政府系金融機関の BNDES

と協調することにより、レアル建ファイナンスを供与

する枠組みを構築するもので、日伯両国の企業が協調

して進める同国の主に交通インフラを中心とするプロ

ジェクトの実現を迅速かつ効果的に支援することを目

的とするものです。

1.レアル建ファイナンスに係る業務協力（日伯企業
　による民活インフラプロジェクトの実現を支援）

JBIC は、2012 年 3 月 17 日、BNDES との間で、第三

国における協力を目的とする覚書を締結しました。

 長年にわたり、日本・ブラジル両国は、天然資源の開

発・取引や製造業を中心とする日本企業のブラジル向

け投資など、相互補完的な関係を深化させてきました。

今後、グローバルな経済プレーヤーである両国は、二

国間の貿易・投資にとどまらず、世界全体を見据え戦

略的なパートナーとして、アフリカや他の中南米諸国

などの第三国での資源開発やインフラ整備、市場開拓

など、グローバル展開で相互に協力する機会が増加し

ていくものと考えられます。本覚書は、両国の企業が

協力して第三国にて行う事業が円滑に実施されるよう、

ブラジルにおいて長期事業資金の供与を行う唯一の政

府系金融機関である BNDES と JBIC が、相互に協力し

てファイナンスを検討することを目的とするものです。

2. 第三国協力

最近の取り組み
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ブラジル放送局向けデジタル放送用設備輸出を支援
（ブラデスコ銀行向け輸出クレジットラインを活用）

JBIC は、2008 年 3 月、 ブ ラ デ ス コ 銀 行（Banco 

Bradesco S.A.）との間で 2003 年に設定した輸出クレジッ

トラインの枠組みを活用して、総額 79.1 万米ドルの個別

融資契約に調印しました。

本融資は、ブラジルのテレビ放送局バンデランテス社

（Radio e Televisao Bandeirantes Ltda.）が、日本の輸出

者である松下電器産業 ( 株 ) からデジタル放送用カメラ

を購入するための資金を、ブラデスコ銀行を通じて融資

するものです。

2006 年 6 月にブラジル政府は、同国におけるデジタル

放送方式として、日本で開発された ISDB-T 方式を基礎と

日本企業による海外への設備の輸出及び

技術の提供に必要な資金を融資

日本企業の機械・設備や技術等の輸出を対象とした

融資で、外国の輸入者または外国の金融機関等向けに

供与しています。とりわけ船舶や発電設備等をはじめ

とするプラントには、多くの高度な技術が導入されて

おり、その輸出は日本の産業の高度化にも貢献してい

するデジタル放送規格を世界で初めて採用することを決定

しました。本件は、日本からの関連設備輸出促進と日本

のデジタル放送技術の普及を支援するものです。

★ブラジルにおいては、ブラジルの地場銀行（ブラジル銀行、

ブラデスコ銀行）経由、ブラジルの輸入者に対し、日本からの

設備等の購入資金を融資する輸出バンクローン（円・ドル建）

を設定しています。具体的な手続や条件等を記載した「ご利用

の手引」については JBIC リオデジャネイロ駐在員事務所まで

お問合せください。

II．JBIC業務の概要

輸出金融

ます。また、日本国内の造船業界やプラント業界は、

商品製造に携わる中堅・中小企業等関連企業の裾野も

広く、輸出金融による支援はこうした国内企業への波

及効果も期待されます。

※１. 外国の輸入者に対する融資（バイヤーズクレジット ( B / C ) )
※２. 外国の金融機関に対する融資（バンクローン ( B / L ) )
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輸入金融

石油、LNG、鉄鉱石等、日本への重要物資の

輸入に必要な資金を融資

日本企業による資源等、重要物資の輸入に対する融

資で、日本の輸入者に対するもの、外国の輸出者に対

するものがあります。天然資源に乏しい日本にとって、

資源を長期安定的に確保することは経済活動の大切な

基盤の一つであり、輸入金融は石油・天然ガス（LNG）・

石炭等のエネルギー資源や鉄鉱石・銅・レアメタル等

の鉱物資源の輸入のために用いられています。

なお、資源以外でも航空機等、国民経済の健全な発

展のために真に必要な製品の輸入については、保証に

より支援しています。

■ 融資対象輸入品目（資源）

 石油、石油ガス、天然ガス、石炭、ウラン、
 金属鉱物、金属、燐鉱石、蛍石、塩、木材、
 木材チップ、パルプ等

投資金融

日本企業が、海外において現地生産や資源開発等の 

事業を行う際の資金を融資

日本企業の海外投資事業に対する融資で、日本企業

（投資者）に対するもの、日系現地法人（合弁企業含む）

またはこれに貸付・出資を行う外国の銀行・政府等に

対するものがあります。

日本の国内企業向け融資については、中堅・中小企

業向けの場合のほか、日本にとって重要な資源の海外

における開発及び取得の促進のために行う案件ならび

に M&A 等への支援を目的とした案件（これらは大企

業向けを含む）の場合が対象となります。また、中堅・
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ブラジル沖 Cernambi South 鉱区向け超大水深対応 FPSO 傭船事業に対する
プロジェクトファイナンス （日本企業の海洋資源分野事業及び国際競争力の強化を支援 ）

JBIC は 2012 年 3月 28 日、三井海洋開発（株）（MODEC）

が三井物産（株）、（株）商船三井及び丸紅（株）と共に

出資するオランダ王国法人 Cernambi Sul MV24 B.V. 社と

の間で、ブラジル沖 Cernambi South 鉱区の権益を有する

ペトロブラスをはじめとするコンソーシアムが設立したオ

ランダ王国法人 Tupi B.V. 社向けの FPSO 長期傭船サービ

ス事業を対象とした融資総額 1,125 百万米ドル限度のプロ

ジェクトファイナンスによる貸付契約に調印しました。

本プロジェクトはMODEC が、超大水深（水深 2,000

～ 3,000m）対応の FPSO1 基（生産能力：原油 15 万バー

レル／日、ガス 280 百万立方フィート／日、貯蔵能力

160 万バーレル）を建造し、Cernambi Sul MV24 B.V. 社が、

MODEC ブラジル子会社が中心となり新たに設立される共

同出資会社と共に 20 年間にわたり Tupi B.V. に対して傭

船サービス（リース及び運転・保守点検等のオペレーショ

ン）の提供を行うもので、本 FPSO は、Cernambi South

鉱区の開発に投入される予定です。

近年、ブラジル近海のプレソルト層が分布する一帯に

おいて大型油ガス田の発見が相次いでおり、中・軽質油を

主とする巨大な埋蔵量が世界的な注目を集めています。本

件は Lula 鉱区（旧 Tupi 鉱区）向け FPSO 及び Guara 鉱区

向け FPSO に続く３隻目のプレソルト層油田向け FPSO 傭

船事業です。　　　

海洋資源開発が大水深化など高度化の一途をたどる中、

本件事業を通じ日本の海洋エネルギー事業者が海洋資源開

発に不可欠な FPSO の傭船サービスを継続して提供するこ

とは、超大水深鉱区での FPSO の操業にかかる技術供与・

ノウハウの向上に資するものです。また、これらを通じ、

日本企業の海洋資源開発分野における国際競争力の維持・

強化が図られ、日本近海における海洋資源開発を含めた日

本の資源の確保・安定供給に寄与することが期待されます。

写真：イメージ

中小企業を含む日本企業の積極的な海外事業展開支援

のためのツー・ステップ・ローン（TSL）や、国内企業

による M&A 等への支援を目的とした TSL も可能です。

併せて、JBIC が長期資金の融資を行うまでの「つなぎ

資金」が必要な場合については、海外で事業を行うた

めの短期資金の供与も可能です。
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サンパウロ州の地下鉄プロジェクトに対する支援
 （日本企業の海外事業展開を支援）

JBIC は 2010 年 11 月 15 日、サンパウロ州政府との

間で総額 146 億円を限度とする事業開発等金融の貸付契

約に調印しました。　　

本融資は、サンパウロ州政府が実施する地下鉄 4 号

線プロジェクト（フェーズ 2）に必要な資金として利用

されます。本プロジェクトの地下鉄運営事業には日本企

業が参画しており、本プロジェクトの実現及びこれに伴

う旅客利用増は同事業の安定的な運営に寄与することか

ら、日本企業による鉄道事業分野における国際競争力の

維持・向上が期待されます。

ブラジル経済の中心であるサンパウロ大都市圏は、慢性

的な交通渋滞や大気汚染などの都市問題を抱えており、本

プロジェクトは、ブラジル最大都市圏の交通インフラ整備

事業として、ブラジル連邦政府によって重要案件の一つに

事業開発等金融

日本の貿易、投資等、海外経済活動のための

事業環境整備を図るとともに、外国政府、外国政府機関等が

実施する事業に必要な資金を融資

事業開発等金融とは、開発途上国等による事業及び当該

国の輸入に必要な資金、もしくは当該国の国際収支の均衡、

もしくは通貨の安定を図るために必要な資金を供与するも

のです（日本企業から資機材の購入を条件としません）。

位置付けられています。また、世界銀行も本プロジェクト

に対し同時期に融資契約を調印しており、JBIC は世界銀行

と協調して、本プロジェクトの円滑な実施を支援します。

JBIC は、今後も両国間の緊密な経済関係の一層の深化・

発展に貢献するとともに、日本企業の国際競争力の維持・

向上を金融面から支援する方針です。 

事業開発等金融による資金は、

● 日本のエネルギー・鉱物資源の安定的確保

● 日本企業の事業活動の促進

● 日本との貿易・投資関係の維持・拡大

● 高い地球環境保全効果を有する案件への融資

● 国際金融秩序の維持等に繋がるプロジェクトへの融資

 等に用いられます。

写真：イメージ
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保　証

JBIC は、出融資に加え、民間金融機関等の融資及び開

発途上国政府や現地日系企業等の発行する公社債に対す

る保証、通貨スワップ取引への保証、他国輸出信用機関

が行う保証への再保証等、保証機能も活用した支援を行っ

ています。

■ 製品輸入保証

航空機等、日本にとって重要な製品の
輸入について、日本の法人が必要な資
金を借り入れた場合に当該債務を保証
します。

■ 現地日系企業が発行する社債への
　 保証

現地日系企業が海外市場において発行
する社債に対し、保証制度を活用して
支援を行います。

■ 協調融資保証 / 海外シンジケート
　 ローン保証 / 公債保証

開発途上国等に融資を行う場合には、
外貨送金・交換リスク、カントリーリ
スク等が伴います。JBIC がこのような
リスクを保証することにより、日本の
民間金融機関の開発途上国に対する中
長期融資を可能とし、開発途上国の民
間資金導入及び民間企業による海外ビ
ジネスの拡大に貢献します。
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サンパウロ州の都市近郊鉄道及び地下鉄プロジェクトに対する支援
（民間シンジケートローンへの保証により日本企業の海外事業展開を支援）

JBIC は、2008 年 6 月、総額 882 億円を限度とするサ

ンパウロ州政府向けの日本の民間金融機関によるシンジ

ケートローンに対する保証契約を、同民間金融機関との

間で調印しました。

本シンジケートローンは、サンパウロ州政府が実施す

る都市近郊鉄道及び地下鉄における車両調達、交通関連

システム等の設備投資プロジェクトのための資金として

利用され、都市近郊鉄道の貨物輸送の効率化による現地

進出日系企業等の物流効果の向上が期待され、また地下

鉄の運営事業には日本企業が参画しており、本プロジェ

クトを通じた旅客利用増は同事業の安定的な運営に寄与

します。本プロジェクトに対する金融支援を通じて、こ

うした日本企業のビジネス機会の創出や国際競争力の維

持・向上が期待されます。

ブラジル経済の中心であるサンパウロ大都市圏は、慢

性的な交通渋滞と大気汚染といった都市問題を抱えてお

り、本プロジェクトはブラジル連邦政府によっても重要

案件の一つに位置付けられています。また世界銀行も本

プロジェクトに対し同時期に融資契約を調印しており、

JBIC は世界銀行と協調して、本プロジェクトの円滑な実

施を支援しています。

■ スワップ保証（通貨スワップ等）

スワップ取引に対する保証を行えるよ
うにし、日本企業による海外インフラ
プロジェクト等に対する現地通貨建て
融資等をサポートします。

■ 輸出金融における再保証

日本企業が他国の企業と共に設
備等を輸出する場合、JBIC が他
国の輸出信用機関が行う保証等
に対して再保証を行えるように
することで、多国間の相互保証
スキームに参加します。
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出　資

海外において事業を行う日本企業の出資法人や、日本

企業等が中核的役割を担うファンド等に対して出資する

もので、原則として以下の形態で出資しています。

■ 日本企業等がプロジェクトに出資する場合

■ 日本企業等が業務提携のために外国企業等
     に出資する場合

■ 国際的なファンドに対して日本企業等が
     コンソーシアムを形成して参画する場合

■ 日本企業等がファンドに出資する場合
　 （ジェネラルパートナー等となって運営方針や
      投資対象の決定の中核的役割を果たす場合）
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III．広　報

情報提供活動

JBIC は、多くの方に JBIC の活動を理解していただく

ため、積極的に情報提供・情報発信を行っています。

「年次報告書」、「JBIC TODAY」、「わが国製造業企業の

海外事業展開に関する調査報告」等の定期刊行資料・報

告書は、JBIC リオデジャネイロ駐在員事務所にご用意し

ております。

また、ホームページや Facebook では、プレスリリー

ス、業務実績、調査研究成果等さまざまな最新情報を掲

載しています。

ht tp : / /www . j b i c . go . j p

h t tp : / /www . f a cebook . com/ JB IC . J apan
　　　　　　　　　　   (Facebook ページ )

１. 中期的有望事業展開先（今後 3年程度） ２. 長期的有望事業展開先（今後 10 年程度）

　   JBICは、業務運営の改善を図り  
    つつ、透明性の高い組織をめざしています。

また、情報提供や各種ステークホルダーとの  
コミュニケーションにも注力しています。

わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告
2011 年度海外直接投資アンケート結果
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ステークホルダーとのコミュニケーション強化 

JBIC では、効果・効率的な業務遂行のため、国際機関、

公的機関及び諸団体との業務の提携や意見交換を行って

います。ブラジルにおいては、ブラジル連邦政府、ペト

ロブラス社、ヴァーレ社、ブラジル国立経済社会開発銀

行（BNDES）等と業務協力協定を締結し、定期協議等を

通じた意見・情報交換を実施しています。2011 年 6 月、

ブラジル連邦政府（予算企画管理省）との間で定期協議

会を開催し、両国のマクロ経済情勢やブラジルにおける

日伯共同事業にかかる意見交換を実施しました。

また、東京にて毎年開催する「JBIC セミナー」（世界

の関係先を対象とした日本事情や JBIC 業務にかかる研

修）にはブラジルの関係先を毎年招聘しており、人的交

流を促進しています。さらに、2009 年 12 月、東京にて

BNDES に対する特別研修を実施し、産業の国際化に関

する公的金融の役割につき日本の例を紹介しました。



15

【1950 ～ 60 年代：日本の輸出振興、日伯合弁事業等への投資支援】
日伯の象徴的な合弁事業であるウジミナス関連の資機材輸出や投資案件をはじめ、造船所建設や自動

車等の日本の製造業投資案件を支援しました。

【1970 ～ 80 年代前半：鉄鋼・資源事業への日本の輸出支援】
ブラジルが「ブラジルの奇跡」といわれる高度成長期を迎え、ウジミナス、国立製鉄所（CSN）、パ

ウリスタ製鉄所（COSIPA）、ツバロン製鉄所（CST）向けの日本からの鉄鋼プラント輸出事業をはじめ、

カラジャス鉄鉱山開発プロジェクト、アマゾンアルミやセニブラプロジェクト、及びペトロブラスの

石油探鉱開発・石化プロジェクト向けの日本からの資機材輸出等を支援しました。

【1980 年代後半～ 1990 年代前半：停滞期】
1980 年代後半にブラジルを含む中南米で発生した累積債務危機やモラトリアム宣言、パリクラブリ

スケ等を受け、約 10 年間にわたり JBIC のブラジルへの取組みは停滞期を迎えました。

【1990 年代後半～ 2000 年代初頭：ブラジル向け融資の本格的再開】
1990 年代半ばに導入されたレアルプランを通じ、ブラジル政府による財政緊縮政策や経済自由化政

策に基づきブラジルのマクロ経済が回復基調に乗り始めて以降 2000 年代初頭にかけて、日本からの

各種輸出事業やブラジル政府の優先的経済インフラ整備に対する支援を通じ、JBIC のブラジル向け取

組みが本格的に再開しました。

2000 年代初頭、ブラジルの政権交代を控え、ブラジルに対する信認が国際市場にて一時動揺しまし

たが、JBIC は新政権によるマクロ経済政策の継続を確信し、融資を継続しました。これは 2003 年ルー

ラ新政権発足直後のブラジルの国際的信認回復に寄与することに繋がりました。

【近年：資源エネルギー開発や鉄鋼業関連投資、各種インフラ事業への支援】
近年では、ペトロブラス社関連の日本企業による各種輸出・投資事業、ヴァーレ社の鉄鉱石輸出回廊

事業、ウジミナスの設備増強事業、進出日本企業の事業環境整備等を目的とした各種インフラ事業等

への積極的かつ多角的な支援を行った結果、ブラジルは JBIC として出融資残高が最も多い重要国の一

つとなっています（2012 年 3 月末時点：JBIC のブラジル向け出融資残高 6,029 億円、累計承諾額 2

兆 9,646 億円（1,929 件））。これは日本とブラジルが戦略的に重要な経済パートナーとして発展しつ

つあることの一つの証であるともいえます。

IV．ブラジルにおける
　JBICの活動

これまでの歩み

JBIC のブラジル向け取組みは、1950 年代、JBIC の前身である日本輸

出入銀行の時代に始まり、1958 年にはブラジルを管轄するリオデジャネ

イロ駐在員事務所が設置され（当時、世界で 2番目に開設された日本輸

出入銀行の海外駐在員事務所）、以降 50 年を超える長い歴史を有します。
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ブラジル向け融資・保証対象プロジェクト一覧

１.資源エネルギー関連（輸出金融、投資金融、事業開発等金融）

（１）原油開発・精製・輸送（ペトロブラス社関連）

油田開発（Cabiunas、Barracuda、EVM、PDET）

ガス田開発（Urucu）

製油所改修（RLAM、REFAP、REPLAN、REVAP）

パイプライン敷設（Bolivia-Brazil、Malhas）

FPSO（Espadarte、Gas- Opportunity、Tupi-Pilot、Guara、Cernambi South）

掘削リグ船（P&M）

（２）鉄鉱石

ヴァーレ社関連設備投資（鉄鉱石輸送網＝鉄道・港湾＝増強）

（３）アルミ

アルブラス社、アルノルテ社関連設備投資（生産能力拡張（熱延新設備新設、 

圧延設備増強））

（４）紙パ ルプ

セニブラ社関連設備投資（生産能力拡張）

２. 鉄鋼関連（投資金融）

・ウジミナス社関連設備投資　（生産能力拡張（熱延設備新設、圧延設備増強））

３. インフラ関連（事業開発等金融）

（１）道路（トカンチンス州道路網、サンパウロ‐クリチバ‐フロリアノポリス

高速道路、フェルナン・ジーアス高速道路、リオグランデドスル州道路網、

ミナスジェライス州道路網、サンパウロ環状道路）

（２）鉄道（フォルタレーザ都市近郊鉄道、サンパウロ地下鉄 4号線、サンパウ

都市近郊鉄道・地下鉄、MRS 貨物鉄道）

（３）通信（Telemar、Telesp、Brasil Telecom 各社設備拡張）

（４）電力（トカンチンス州送配電網、南北送電線）

（５）その他（中小企業育成、インフラ・輸出振興）

1995 ～ 2012 年（3月）に契約調印した主要プロジェクト



■ JBIC の役割・機能ならびに具体的なプロ

ジェクトへの JBIC 出融資・保証に関するご

相談・お問合せは、JBIC リオデジャネイロ

駐在員事務所までお願い致します。

株式会社国際協力銀行  
リオデジャネイロ駐在員事務所

Praia de Botafogo, 228 - Sala 801B -  Setor A
Rio de Janeiro -  RJ -  Brasil - CEP 22250-906
TEL.: (21) 2554-2305 -  FAX: (21) 2554-8798
Site: http://www.jbic.go.jp

今後の取組み 

JBIC は、今後とも日本企業やブラジル政府・関係企業

との対話や各種二国間協議会への参加を通じ JBIC への

期待・ニーズを的確に把握しつつ、日本とブラジルとの

一層の経済交流促進に向けて、以下の分野を中心に取組

んで参ります。

●日本企業がブラジルにおいて、エネルギー・鉱物資源の権益取得、開発、

引取を行うプロジェクト

●日本企業による市場確保及び事業機会確保の観点に基づく、日本からの輸

出や直接投資事業（事業参画や技術移転等を伴うもの）

●日本への重要資源の輸出促進や進出日系企業の事業促進／事業環境改善に

寄与するインフラ整備等のプロジェクト

●ブラジルにおける地球環境保全業務（GREEN）

また下記分野への取組みにあたっては、日本の民間

金融機関、世界銀行や米州開発銀行等の国際機関、他国

ECA、ブラジル国立経済社会開発銀行（BNDES）他ブ

ラジルの金融機関等との連携や協調も同時に追求して

参ります。

４. 環境関連（事業開発等金融 )

・BNDES 向け GREEN

５. 日本の輸出支援関連（輸出金融）

・ブラジル連邦政府向けバイヤーズクレジット（研究・医療関連機器、

郵便自動化システム）

・ブラジル銀行向けバンクローン（主に中小規模の機器等の輸出を対象）

・ブラデスコ銀行向けバンクローン（主に中小規模の機器等の輸出を対象）



ブラジルにおける

� � � �

株式会社国際協力銀行 
リオデジャネイロ駐在員事務所

Praia de Botafogo, 228 - Sala 801B -  Setor A
Rio de Janeiro -  RJ -  Brasil - CEP 22250-906
TEL.: (21) 2554-2305 -  FAX: (21) 2554-8798
Site: http://www.jbic.go.jp


