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ブラジルと中国の貿易、投資関係の発展

はじめに
南米最大の資源国であるブラジルは、鉄鉱石、農産物を中心とした生産と輸出が急激に伸び、急速な経済発展を遂

げている。こうしたブラジルの経済発展の過程において、中国との貿易、直接投資による関係も強化されている。ブ
ラジルにとって中国は、最大の貿易相手国となるとともに、中国は、最大の外国直接投資（FDI）国ともなっている。
中国は、開発途上国を中心にFDIを増加させるとともに、豪州、中南米、アフリカ、北米に対する資源投資を増加さ
せているが、対中南米の資源投資の中では対ブラジル投資が最大の位置を占めている。本稿では、最近緊密化するブ
ラジルと中国の直接投資と両国関係の動向について報告する。

1. ブラジルと中国の貿易関係の緊密化
ブラジルにとって、中国は貿易の最重要国となって

いる。ブラジルと中国との貿易関係は、2003年に日本
との貿易量を追い抜き、ブラジルにとって中国はもっ
とも重要な貿易パートナーとなっている。両国の貿易
関係は、2010年には、輸出、輸入、それぞれが250億
US＄を超える水準まで成長している。
表1に2009年及び2010年のブラジルから中国への輸

出品目を示す。ブラジルからの輸出は、鉄鉱石（全体
の43.3％）を中心に、鉱物資源（鉄鉱石、原油、天然ガ
ス）、農業生産物（大豆）等の原材料が全体の75％を占
める。

表2に2009年及び2010年のブラジルの中国からの輸
入品目を示す。2010年の中国からの輸入金額は2009年
の60％増の256億US＄であったが、2011年はさらに
28％増加し、328億US＄となった。2010年の主な輸入
品目は、電気機器（31％）、機械（22％）、有機化学製品
（8％）、繊維製品（8％）、鉄鋼製品（7％）であり、電気
機器、機械で全体の53％を占めた。鉄鋼・鉄鋼製品の
輸出は、2010年は前年比45％減と大幅に減少し、これ
と逆に、輸入は167％増と大幅な増加となっている。
後述するように、両国の貿易関係は拡大しているが、
中国との関係強化は、ブラジルの国内産業に影響を与
えるという現象も起きている。

中国への輸出は鉱物資源、農業生産物主体を占めて
いるが、中国からの輸入は、電気機器、機械、繊維製
品等が中心となっている。このように、両国間には、
ブラジルからの原料輸出、中国からの機械、製品の輸
入という相互補完的な関係が構築されている。2008年
から2009年にかけての経済危機においても、ブラジル
の中国からの輸入は影響を受けたものの、ブラジルか
らの原料輸出は旺盛な中国経済に助けられ、持続的に
増加した。
しかし、2011年になると、欧州危機の影響もあり、

ブラジル経済の成長減速の可能性がでてきた。2011年
Q3の経済成長はマイナスに転じ、国内では、インフ
レの進行、レアル高による国内製造業の競争力の低下
が起きていた。2011年後半になると、政府も、基準金
利引き下げ等景気対策に乗り出した。急速な経済成長
の時代は、これまで相互補完的であった両国関係が変
化する兆候が出てきている。
2009年、中国は、米国を抜きブラジル最大の貿易パ
ートナーとなり、また、最大の投資国となった。2011
年には二国間貿易は、ブラジルからの輸出が443億US

＄、輸入が328億US＄で、総額771億US＄に達した。
ブラジル側の対中国貿易黒字は115億US＄に達し、ブ
ラジル全体の貿易黒字の38％を占めるに至った。中国
はブラジルの最大の輸出国となり、輸入に関しては米
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表1. ブラジルの対中国輸出（2009年、2010年）

表2. ブラジルの対中国輸入（2009年、2010年）

セクター
年 増減

（％）
割合（％）

2009 2010 2009 2010

鉄鉱石 7,824 13,338 70.5 37.3 43.3

大豆 6,343 7,133 12.5 30.2 23.2

石油・石油関連 1,342 4,054 202.1 6.4 13.2

木材パルプ 1,138 1,213 6.6 5.4 3.9

鉄鋼・鉄鋼製品 1,054 581 －44.9 5.0 1.9

その他 3,303 4,467 35.2 15.7 14.5

合計 21,004 30,786 46.6 100 100

セクター
年 増減

（％）
割合（％）

2009 2010 2009 2010

電気機器・パーツ 5,280 7,996 51.4 33.2 31.2

機械・パーツ 3,215 5,628 75.1 20.2 22.0

繊維・被服 1,369 2,148 56.9 8.6 8.4

有機化学製品 1,588 2,032 28.0 10.0 7.9

鉄鋼製品 693 1,851 167.1 4.4 7.2

その他 3,766 5,938 57.7 23.7 23.2

合計 15,911 25,593 60.9 100 100
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国に次いで第2位の地位を占めることとなった。こう
した両国関係の進展の中で、ブラジル企業は、中国向
け原料供給を通じた国際的なサプライチェーンを強化
していくことになった。
こうしてブラジルは、中国にとっても、ラテンアメ

リカ最大の貿易パートナーとなったが、ブラジルの役
割は以下のようにまとめられる。
●鉄鉱石、大豆等天然資源生産ポテンシャル及びその
供給

●国内市場成長、インフラ整備に伴う中国製品、機械
類の輸入の増加

●輸出基盤の重要性

2. 中国の外国直接投資
2-1. 中国の外国直接投資（FDI）の現状

Heritage Foundationによる「中国対外投資トラッカー
（China Global Investment Tracker）は、中国の対外投資
動向について、成功、失敗例を含めた約500件の投資
案件（1億US＄以上）について追跡調査したものであ
る。対象分野はエネルギー、鉱物資源、運輸、金融等
となっている。図1に示すとおり、2012年1月現在、中
国の対外投資（ストックベース）で4,433億US＄となっ
ており、地域別では、中南米の732億US＄（16.5％）、
サブサハラアフリカの673億US＄（15.2％）、東アジア
の590億US＄（13.3％）、国別では、米国の347億US

＄（7.8％）、豪州の425億US＄（9.6％）、ブラジルの246

億US＄（5.5％）の順となっている。このように、中国
の外国直接投資は、対中南米が最大の16.5％を占めて
いるとともに、ブラジルは国別では第3位で5.5％を占
めている。
中国の直接外国投資は、2007年以降急激に増加した
が、Deloitteの調査によると2009年から2010年にかけ
て、中国の対外投資は143件、金額にして342億US＄あ
った。

Heritage Foundationによると、中国の対外投資の中
で、鉱物資源開発投資が最大のセクターとなっており、
2014年までには1,000億US＄を超えると予測している
が、これは世界の鉱物資源開発投資の約3分の一を占
めるとみている。

2-2. 中国の対中南米直接投資は2010年に急増
Heritage Foundationの調査（2010年）によると、中国
による対中南米の外国直接投資（FDI）は1,130億US

＄で、前年の40％増であった。特に対ブラジル投資の
増加が目立ち、2010年には150億US＄と突出した。投
資内容としては、ペルーの銅開発、ブラジル、アルゼ
ンチンの石油・天然ガス、鉄鉱石投資が目立った。こ
れに対し、中国政府系金融機関は2005年以降、約750
億US＄の融資を行い、中国企業による直接投資を後
押ししている。
2008年以降、世界的な経済危機の発生により、世界
の外国直接投資は減少したが、中国の外国直接投資は、
増加傾向にあり、世界の直接投資の減少を補うととも
に、中国にとっては、経済危機で価値が減少した資産
の取得ができた。

2-3. 中国の対ブラジル直接投資
Deloitteの調査によると、中国による対ブラジル投
資額は、2007年の1億US＄から、2009年には110億US

＄に増加しており、2014年には400億US＄まで増加す
ると予測している。こうした中国の対ブラジル投資は、
基本的には天然資源の獲得を目的としているが、同時
に急速に成長を続けるブラジルの国内市場への進出も
目指すようになっている。
表3に、中国企業による、2010年及び2011年の対ブ
ラジル主要直接投資案件を示す。対象分野は、重工業、
電力、運輸（自動車、バイク、鉄道車両）、農業、コン
ピュータ、工業（繊維、家電）等の他、鉄鉱石、石油機
器、レアメタル（ニオブ）等の資源も含まれていた。図1. 中国の外国直接投資（2012年1月現在）

（出典：China Global Investment Tracker）

単位：億US＄
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＜2003年～2010年＞
ブラジル商工省（MDIC）は、2003年から2011年（9月）
までの、中国企業による対ブラジル直接投資について、
新規投資や企業買収（M＆A）によるもの86件、371億
US＄と発表している。図2に示すとおり投資対象分野
としては、金属（57％）、石油・天然ガス（28％）、電力
（5％）、自動車（4％）等となっている。地域別では、南
東部（67％、249億US＄）が最大となっており、分野別

では、金属（53％）、石油・天然ガス・石炭（41％）とこ
の二つの分野で94％を占めている。
ここで注目すべきは、投資額が、2009年以降急激に
増加してきたことである。2009年から2011年だけで投
資額は227億US＄に上っており、2003年以降の投資額
の61％を占めている。2010年だけでも、中国からの投
資額は、172億US＄あり、このうちの76％が企業買収
（M＆A）によるものであった。

表3. 中国企業による対ブラジル主要直接投資案件（2010年～2011年）

年 月 投資企業 状況
投資額
（百万US
＄）

パートナー セクタ－ サブセクター 投資形態

2010 1月 洪橋集団有限公司
（Honbridge Holdings） 完了 400 Sul- Americana de Metais 金属 鉄鉱石

2010 2月 三一重工股份有限公司
Sany Heavy Industry 進行中 200 － 重工業 機械装置 新規投資

2010 3月
中国有色金属華東地質勘査局
East China Mineral Exploration ＆ 
Development Bureau（ECE）

完了 1.200 Itaminas 金属 鉄鉱石

2010 4月 武漢鋼鉄
（Wohan Iron and Steel：Wisco） 完了 4.700 A JV steel mill 金属 鉄鋼

2010 5月 国家電網公司
State Grid Corporation of China 完了 1.720 Cobra, Elecnor and Isolux 電力 電力 ・送電

2010 5月 中国中化集団公司（Sinochem） 完了 3.070 Peregrino Field エネルギー 石油
2010 9月 奇瑞汽車股份有限公司（Chery） 進行中 400 － 交通 自動車
2010 10月 中国石油化工集団（Sinopec） 進行中 7.190 Repsol/YPF エネルギー 石油
2011 1月 CR Zongshen 完了 80 Kasinski 機械 二輪車
2011 3月 Chongging Grain Group 完了 2.400 － 農業 大豆
2011 3月 力帆汽車（Lifan Group） － 70 － 自動車 自動車工場建設 新規投資

2011 4月 安徽隆平高科 有限公司
Anhui Longping High-Tech Seeds － － － 素材 セメント生産 JV

2011 4月 中興通訊股份有限公司
ZTE Corporation（ZTE） － 200 － 通信機器 携帯電話 新規投資

2011 4月 華為技術有限公司
Huawei Technologies Co. Ltd. － 300 － 通信機器 携帯電話 新規投資

2011 4月 聯想集團有限公司 
Lenovo Group Ltd.（Lenovo） 進行中 900 Positivo 電気 パソコン 新規投資

2011 4月 華為技術有限公司
Huawei Technologies Co. Ltd. 進行中 363 － 通信 携帯電話

タブレットPC 新規投資

2011 4月 中興通訊股份有限公司
ZTE Corporation（ZTE） 完了 200 － 通信 タブレットPC 新規投資

2011 5月 重慶国際複合材料有限公司
Chongging Polycomp International Corp. 完了 60 － 素材 ファイバーグラス

2011 5月 徐工集団工程机械有限公司
XCMG Group 完了 200 － 製造業 重工業

2011 5月 鴻海精密工業有限公司（Foxconn） － 3,000 － 電気・電子 電子機器 新規投資

2011 5月
重慶国際複合材料有限公司
Chongqing Polycomp International 
Corporation （CPIC）

－ 60 Owens Corn ing　Plant 素材 ファイバーグラス M＆A

2011 6月 中国北車股份有限公司
（China CNR Corporation Ltd.（CNR）） 進行中 200  T'Trans 鉄道 鉄道車両 M＆A

2011 7月
宝鶏石油機械有限責任会社
CNPC Baoji Oilfield Machinery Co., 
Ltd.（BOMCO）

完了 n/a BRCP, Asperbras エネルギー 石油機器

2011 7月 中国石油天然気股份有限公司
（PetroChina） － 70 Brasil China Petróleo （BRCP） e Asperbras

石油・天然
ガス 機械装置 JV

2011 7月 力帆汽車（Lifan Group） 計画中 100 Grupo Eff a 自動車 自動車工場建設 新規投資

2011 8月 重慶長安汽車股份有限公司（Shangan）
中国第一海馬汽車（Haima） － 200 Districar 自動車 自動車工場建設 JV

2011 8月
江准汽車集団有限公司
Anhui jianghuai yangtian automobile 
co.,ltd.（JAC）

－ 500 － 自動車 自動車工場建設 新規投資

2011 8月 広東美的集団股分有限公司
Midea Group 進行中 223 Carrier Corporation of UTC Group 製造業 家電

2011 9月

中国中信集団公司（CITIC）
太原鋼鉄（集団）有限公司
（Taiyuan Iron and Steel Group）
鞍山鋼鉄集団公司（Anshan Iron ＆ Steel）
首都鋼鉄集団有限公司（Shougang Group）
宝鋼集団有限公司（Baosteel Group）

完了 1,950 CBMM 鉱業 ニオブ
M＆A

（株式15％
取得）

2011 10月
北汽福田汽車股份有限公司
 （Beiqi Foton Motor Co., Ltd.）Foton 
Aumark do Brasil

－ 500 － 自動車 トラック工場建
設 新規投資

2011 10月
東方鑫源控股有限公司
China Chongqing Shineray Motorcycle 
Co.,Ltd.（Shineray）

－ 50 － 自動車 オートバイ工場
建設 新規投資

（283）

2012.9　金属資源レポート

レ
ポ
ー
ト

ブ
ラ
ジ
ル
と
中
国
の
貿
易
、
投
資
関
係
の
発
展



64

＜2010年＞
中国ブラジル企業評議会（CEBC）によると、2010年

の中国企業による対ブラジル直接投資額の総額は358
億US＄に達し、内訳は、契約済み127億US＄（35％）、
発表済み231億US＄（65％）となっている。また、投資
セクター（発表済み）では、エネルギー（石油・天然ガス）
45％、農業20％、鉱業20％、鉄鋼10％、電力3％、自
動車2％となっていた。以上のように、石油・天然ガ
ス及び鉱業が65％を占めていた。契約済みの129億US

＄のうちの88％は、中国石油化工集団（Sinopec）によ
る投資（2件）及び国家電網公司による投資（1件）が占め
ている。2010年の最大の投資案件は、Repsol Brazil社
のシェア40％に対する中国Sinopec社の直接投資（71億
＄の出資）であった。

2-4. 中国政府系ファンドの活躍
こうした中国の対外投資は、中国の民間投資機関と

政府系ファンド（SWFs）が中心となって行われており、
この中では、とりわけ中国投資有限責任公司（CIC）が
中心的役割を担っている。CICは、2007年に設立され
約2,000億＄を運用しているとされていたが、現在で
は運用資金規模は約3,000億US＄に増加しているとも
言われている。
また、中国中信集団公司（CITIC Group）も資源獲得

のための投資に取り組んでおり、今後対ブラジル投資
における役割も増加していくものとみられる。CITIC

グループは、政府の国外投資の中心的機関であり、傘
下に、45社のファイナンス管理企業、事業企業（金融、
不動産、インフラ、建設、製造、資源エネルギー）、
サービス企業（情報、メディア、技術等）を保有してい
る。2010年には、CITICグループは、国営企業として
再構築され、新CITIC（CITIC Group Corporation）と改
名され、新CITICがすべての資産、取引、従業員、国
内外事業拠点を引き継いだ。CITICは、中国政府のマ
クロ戦略を実行するために、他の政府機関である国家

開発銀行（China Development Bank：CDB）、中国アフ
リカ開発ファンド（China-Africa Development Fund）等
と協調して活動している。国家開発銀行の投資活動は、
銅、ウラン、鉄鉱石、原料炭等の鉱物資源の開発を目
指している。最近の例としてCITICグループとベネズ
エラ政府の合意があるが、ブラジルでは、CBMMへ
の中国コンソーシアムによる出資もCITICグループの
活動の一つである。今後、ブラジルでの大規模プロジ
ェクトの開発には中国からの投資が必要となってお
り、中国の国営ファンドの投資も拡大していくとみら
れる。

3. 中国の対ブラジル直接投資の特徴
3-1. 中国企業はM＆Aによる投資が主体
中国ブラジル企業評議会（CEBC）によると、中国企

業の投資形態は、大きく、合併・吸収（M＆A）、ジョ
イントベンチャー、新規投資に分けられ、企業買収
（M＆A）が67％、JVによる投資が10％、新規投資が
23％であり、合併・吸収（M＆A）による投資が全体の
3分の2を占めた。

M＆Aの例としては、Sinopecが、Repsol Brazil社の
シェア40％を71億＄で買収し、Repsol Brazil Sinopecを
設立した例がある。ジョイントベンチャーの例として
は、武漢鉄鋼（集団）公司（Wisco）がMMX社（EBXグル
ープ）に出資し、Rio de Janeiro州に製鉄所を建設する
計画（投資金額35億US＄）がある。新規投資の例とし
ては、奇瑞汽車（Chery Automobie）がSao Paulo州に投
資額4億＄で自動車工場を建設するための投資がある。

3-2. 投資分野では、石油・天然ガス、鉱業、農業が
85％を占める。
中国ブラジル企業評議会（CEBC）によると、2010年
の中国企業の対ブラジル直接投資をセクター別でみる
と、石油・天然ガス45％、農業20％、鉱業20％、鉄鋼
10％、電力3％、自動車2％となっており、石油・天然
ガス、鉱業、農業からなる原料投資分野が85％を占め
た。こうした投資を背景に、2010年のブラジルからの
中国向け原料輸出は、鉄鉱石が70％増（対前年比）、石
油・天然ガスが202％増と大幅に増加しており、中国
の国際的な原料確保戦略の中にブラジルが取り込まれ
ていることを示している。これに対し、2011年以降は、
電力、エネルギー、インフラ向け投資が増加する傾向
にある。

3-3. 中国の目的は原料確保とブラジル国内市場への
参入
中国企業の対ブラジル投資の目的は、中国へ供給す
る天然資源の開発を直接的に支援することを目的とし
たものと、ブラジル国内のインフラ投資や市場進出を
目的としたものの、二つのカテゴリーがある。前者の
例として、SinopecによるRepsol Brasil社への出資、武
漢鉄鋼（集団）公司（Wisco）によるPassagem Mineracao社

図2. 中国による対ブラジル直接投資
　　（2003年～2011年）

（出典：Anúncios de Investimentos Chineses no Brasil
（2003-2011）. RENAI）

単位：億US＄
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への出資等がある。後者の例として、国家開発銀行
（CDB）に よ るLLX社（EBXグ ル ー プ ）へ の 出 資
（Southeast Superport建 設 ）、 洪 橋 集 団 有 限 公 司
（Honbridge Holdings）によるSalinas Project（鉄鉱石鉱山
開発、輸送パイプライン、積み出し港整備）の買収等
がある。

3-4. 中国企業のほとんどを中央企業が占める
中国ブラジル企業評議会（CEBC）によると、2010年

の投資額（発表ベース）では、中央企業が93％を占めて
おり、公営企業は6％、民間企業は1％に過ぎなかった。
中国では、中央企業が117社あり、中央政府の国有資
産監督管理委員会（SASAC）の下で経済発展のために
管理されている。中国政府はこうした中央企業のうち
23社を特別企業として格付けしているが、対ブラジル
投資においては、これら23社のうちの8社が対ブラジ
ル投資を表明している。これら8社は、中糧集団有限
公司（COFCO）、中国海洋石油総公司（CNOOC）、東風
汽車公司（Dongfeng Motors）、国家電網公司（State Grid）、
中国鉄道建築総公司（China Railway Construction）、宝鋼
集団（Baosteel）、中国石油化工集団（Sinopec）、中国中
化集団公司（Sinochem）がある。これら企業の投資額
（2010年）は215.6億US＄に達している。こうした中国
企業の対ブラジル投資は、中央政府、地方政府の戦略
的政策の下で行われているとみられる。

3-5. 中国企業の投資目的とブラジル経済への影響
前述のとおり、中国企業の投資戦略は、豊富なブラ

ジルの天然資源へのアクセスと大規模かつ成長過程に
あるブラジル国内市場へのアクセスという、二つの目
的を達成しようとするものである。投資額でみた場合、
前者の天然資源開発への投資の方がはるかに大きい
が、中国企業のブラジル経済への影響に関しては、投
資額が少ない後者の影響が大きいことに留意する必要
がある。特に中国の自動車産業のブラジル進出の例で
は、低コスト生産による先進技術がブラジルにもたら
されることになり、その経済効果は大きい。すでに中
国の自動車生産大手である、江准汽車（JAC）、奇瑞汽
車（Chery）、東風汽車の3社が総額6.2億US＄の投資を
表明しており、今後中国の自動車メーカーは、生産拠
点をブラジルを始めとする中南米に移す戦略である。
こうした中国の進出を建設的にとらえる見方もあ

る。2006年～2010年のルラ政権では、中国との関係強
化が進められ、経済発展とともに中国からの安価な耐
久消費財の輸入が増え、ブラジルの中産階級の生活レ
ベルの向上につながり、ルラ大統領が属する労働者党
の人気も高まったとする見方もされている。EBXグル
ープのEike Batista代表によれば、中国とブラジルは相
互補完関係にあり、中国からの投資は、ブラジルの港
湾等インフラ整備、鉄鉱石資源の付加価値化に貢献し
ている。また中国の対アフリカ進出に伴う中国からの
労働者の流入問題も、ブラジルでは一定の歯止めがか

かっているので問題にはならないという見方もされて
いる。
しかし、前述のとおり、現在のブラジルと中国の投
資関係の主体は、ブラジルからの原料資源供給、中国
からの製品輸入という旧態依然とした関係に寄り成り
立っている。また後述のように、両国の貿易、投資関
係の強化によって新たなコンフリクトも生まれてい
る。このようなブラジルと中国の関係は、米国等先進
国とブラジルの間の歴史的な関係と類似しており、原
料供給を主体としたブラジル経済では、こうした関係
により富の一極集中の体制が継続し、国民の間に不平
等感の増大現象を引き起こすとする見方もある。今後、
ブラジルは、外国からの直接投資を受け入れながら、
国内の経済、産業の高度化を図っていくことが求めら
れている。

3-6. 中国とブラジルのコンフリクトの拡大
上記のように、中国とブラジルの関係は、貿易にお
いて相互補完的関係があり、中国の対ブラジル外国直
接投資も急激に増加しているが、同時に両国間にコン
フリクトが拡大する現象も見られている。
特に、ブラジル側には、中国との貿易、ならびに、
中国からの直接投資の急激な拡大に対し、保護主義的
な意識が芽生え始めている。中国が対アフリカ投資か
らブラジルにその鉾先を向けたことに対し、新植民地
主義とする批判、中国政府関連企業による農用地買収、
資源権益獲得に対する警戒感も増大している。また、
ブラジルの製造業にとって国外市場への輸出も重要な
ビジネスチャンスであるが、対中国輸出に関し、閉鎖
的な中国市場、人民元安の政策に対する批判や、南米
市場での中国とブラジルの競争関係の悪化に対する懸
念も広がっている。特に2010年は対中国の貿易バラン
スは520億US＄の黒字であったものの、製品に関する
貿易バランスは、235億US＄の赤字であり、特にブラ
ジルの鉄鋼業は、安価な中国製品の流入により、その
競争力を失ったとされている。こうしたブラジルの状
況について、同様な中国製品の流入により景気が後退
した米国との共通性を指摘する見方もある。

3-7. ブラジル政府による中国進出に対する対抗措置
こうした状況下で、ブラジル政府による中国企業の
ブラジル進出に対する対抗措置には、以下のものがあ
る。
①輸入自動車への課税
2011年9月、ブラジル政府は、輸入自動車メーカー
への工業製品税を30％に引き上げたが、これは中国、
韓国からの完成車輸入を意識した措置である。こうし
たブラジル側の措置に対し、中国の自動車メーカーは、
ブラジルでの自動車生産を行うための投資を始めてい
る。

②中国企業による農用地取得に対する制限
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中国企業によるブラジルの農用地取得についての懸
念が広がり、ブラジル側は、こうした中国企業の急激
な進出に対し、不快感を示している。こうした状況か
ら、国会では外国企業による土地取得に対する規制が
検討されている。こうした観点から、外交防衛委員会
（Commission for Foreign Affairs and National Defence）
は、外国国営企業による土地取得に関する新しい立法
についての議論を始める予定である。

3-8. 石油、鉱物資源開発を軸とした両国の関係
中国の対ブラジル直接投資は、これまで石油、天然

ガス開発が中心に発展してきた。投資額は2010年以降
急激に増加するとともに、2011年以降は、中国の自動
車メーカーのブラジル投資が増加した。当面、自動車
分野の投資が重要性を増すとみられるが、長期的には
鉱物資源と食糧分野の貿易、投資が重要な地位を継続
していくとみられる。こうした状況化で、今後、国営
Petrobras、Valeが中国との関係で果たす役割が増加し
ていくとみられる。

Petrobrasにとって、中国企業との協力関係の強化が、
国営企業として、投資資金、技術、市場シェアのどれ
をとっても必要となっている。これは、逆にブラジル
の資源と市場へのアクセスを目指す中国企業にとって
も同じことが言え、中国企業とPetrobrasの関係は、今
後、強化されていくとみられる。

Valeにとって、市場での優位性を確保するためには、
コアビジネス（鉄鉱石、ニッケル、銅、ロジスティッ
クス）への集中的投資が必要であるが、Valeは、同時
に国内最大クラスのエネルギー消費企業であり、今後
エネルギー自給体制の確立を進める必要性がでてく
る。このために、Vale自らが発電プロジェクト等に投
資する必要性がでてくるが、こうした電力、エネルギ
ー分野において、今後、Valeと中国国営石油公社等の
中国企業との連携が進む可能性がある。
また、中国を始めとする国外からのブラジルへの投

資の効果に関し、単に天然資源の開発だけでなく、外
国投資が、いわゆるブラジルコストの解消に貢献でき
るのではないかとの期待もある。ブラジルにとって、
高いエネルギーコスト等ブラジルコストの克服が大き
な課題となっているが、対ブラジル直接投資がこの分
野に使われるべきであるとの指摘がある。中国にとっ
ても、ブラジルの、電力、エネルギー、輸送、港湾等
のインフラ部門に投資を行うことは、中国にとって原
料獲得コストを引き下げる効果があり、今後中国は、
ブラジルのインフラ向け投資を増加させる可能性もあ
る。

4. ブラジルと中国の経済協力関係の構築
4-1. ブラジルと中国の戦略パートナーシップの強化
ブラジルは、長年にわたって中国の貿易パートナー

であったが、外交関係は比較的遅く1974年に始まり、
1993年に、ブラジルは、ペルー、チリ、アルゼンチン
と並んで、中国の戦略パートナーシップを確立した。
特に2001年4月の中国の江沢民主席のブラジルを含む
南米訪問以降、両国の経済、外交関係はより緊密なも
のとなった。両国間の関係は、2004年4月のルラ大統
領の訪中、2004年、2005年の胡錦濤主席、曽慶紅副主
席のブラジル訪問により強化された。
とりわけ、2004年5月のルラ大統領の訪中期間中、
ブラジル－中国ハイレベル協力委員会1（COSBAN）が
創設された。COSBANは、両国政府間のハイレベル
の恒久的な協力メカニスムであり、11のサブ委員会も
設置された。サブ委員会は、政治、貿易、ファイナン
ス、検疫、農業、資源・エネルギー、科学、技術革新、
宇宙、工業・情報産業、文化・教育の分野にまたがっ
ている。COSBANは、両国間の良好な関係を構築、維
持するための、様々な協力分野の調整を行うという重
要な使命を帯びている。第1回会合は2006年に開催さ
れたが、2012年2月13日には、第2回会合がブラジリア
で開催された。今後2年ごとにハイレベルな会合が展
開される予定である。
ブラジルにとって、中国との関係強化は、外交的に
は、米国の影響力との均衡を保つという観点からみて
おり、地政学的に、中国とより緊密な関係をもつこと
が重要であった。また、ブラジルが国連安全保障会議
入りするためには、中国の力を必要としていると言わ
れるが、こうした両国関係は、ブラジルにとって諸刃
の剣でもあるともいえる。
ブラジル連邦通商部2（SECOM）によると、ブラジル
と中国間の協定には以下のものがある。

●大使館の相互設置に関する協定（ブラジリア、北京）
（1974年11月28日）
●科学技術協力協定（1984年3月30日）
●原子力エネルギー平和利用協力協定（1985年11月1日
及び1987年12月21日）
●ブラジル－中国リモートセンシング衛星の共同研究
開発に関する覚書（1988年4月30日）
●所得税に関する二重課税防止・脱税防止協定（1993
年1月6日）
●航空サービス協定（1997年11月27日）
●宇宙空間科学技術平和利用協力に関する枠組み協定
（1998年1月29日）
●中国－ブラジル衛星開発計画における地上資源利用
システム開発協力に関する覚書（2004年5月24日）
●スポーツ協力協定（2004年5月24日）
●薬物・健康関連製品の監視に関する調停（2004年5月
24日）
●ビジネス査証緩和に関する交換公文協定（2004年6月
24日）

1　High Level Brazil-China Coordination and Cooperation Committee：COSBAN
2　Secretariat for Social Communication of the Presidency of Brazil：SECOM
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●外交及び公用査証免除協定（2004年8月10日）
●エネルギー及び鉱物資源に関するCOSBANサブ委
員会設置に関する覚書（ブラジル鉱山動力省－中国
発展改革委員会）（2006年6月5日）

●インフラ建設推進に関する協力関係強化協定（2006
年11月22日）

●犯罪相互司法共助条約（2007年10月26日）
●エネルギー・鉱業協力に関する二国間議定書（2009
年2月19日）

●二国間戦略パートナーシップ強化に関する共同コミ
ュニケ（2009年5月19日）
●石油・機器・ファイナンシングに関する覚書（2009
年5月19日）

●中国向け輸出用加工牛肉の獣医衛生学的条件に関す
る検査、検疫覚書（ブラジル農業省－中国品質監督
庁）（2010年4月15日）

●2010年－2014年ブラジル－中国共同アクションプラ
ン（2010－2014）3（2010年4月15日）

上記の両国間の取り決めのうち、2004年11月の胡錦
濤主席のブラジル訪問時に締結された「二国間貿易パ
ートナーシップ」により、ブラジルは中国を市場経済
国家として認めた重要な筋目となった。この成果とし
て、2005年に、中国航空が北京-サンパウロ間の直行
便（週1便）の運航を開始したが、これは中国航空会社
による初の中国とラテンアメリカ間の直行便となっ
た。

4-2. ブラジル－中国共同アクションプラン（2010－2014）
上記のように、2010年に、ルラ大統領と胡錦濤主席

は、2010年-2014年「ブラジル－中国共同アクションプ
ラン（2010－2014）」を締結したが、これは、1993年の
戦略パートナーシップを見直したもので、両国間の
様々な分野の中期的な目標を設定した。
このアクションプランは、ブラジルと中国が今後取

るべき協力内容について取り決めたもので、全12条か
ら成り立っており、対象分野は、政治、経済・貿易、
エネルギー・鉱業、金融ファイナンス、農業、農産物・
食品、工業・情報技術、科学・技術・技術革新の各分
野をカバーしている。このうち、「第6条　エネルギー・
鉱業」において、エネルギー資源及び鉱物資源分野に
関する両国の協力内容を以下のように規定している。

【第6条　エネルギー・鉱業】
・石油・天然ガス：貿易、探査、開発、ファイナンス、
エンジニアリング、機器に関する両国企業の相互の
パートナーシップの促進

・再生可能エネルギー（風力、太陽光、水力、バイオ
燃料、バイオマス）：新たなエネルギーソースの開
発協力の促進

・原子力燃料：専門家会合を通じた協力体制の構築
・バイオ燃料：協力とパートナーシップの促進
・鉱物資源
①相互の投資及び第3国投資の促進
③インフラ投資（資源開発、貿易）の促進
④共同開発、技術開発、中国向け輸出インフラ投資、
付加価値化の促進（鉄鉱石、アルミニウム、ニッ
ケル、銅、石炭）

・公共政策、目標、重要、保護、新技術開発、相互協
力についての継続的議論
・継続的な会合、ビジネスフォーラムの開催
・技術提供のためのクラスター形成
・サブコミッティーにおける相互理解、緊密な情報交
換による協力事業の促進

4-3. 2011年のルセフ大統領訪中
2011年4月、ルセフ大統領訪中は、あらたな両国関
係をスタートさせた。ここでは、ブラジル側は、中国
市場へのブラジル製品の輸入促進を要望し、中国側は、
ブラジルEmbraer社の航空機購入等を約束するととも
に、両国の政府機関、企業が両国間の経済交流に関す
る新たな合意を行った。開発商工省（MDIC）によると、
この時、ハイテク、エネルギー、航空、教育、アグリ
ビジネス、水力発電、スポーツ、竹利用技術等の分野
で20件の協力協定が調印された。

4-4. 戦略パートナーシップの強化
2012年6月21日、中国の温家宝首相とブラジルのル

セフ大統領は、リオデジャネイロで会談し、両国関係
を全面的戦略パートナーシップに高め、防衛、社会政
策、人権協議、議会交流などを実施するとした共同声
明を発表した。今後、両国の外相対話を、少なくとも
毎年1回、定期的に行う予定である。また両国政府は
同時に、「中国‐ブラジル10か年協力計画」に調印し、
今後10年間にわたり、科学技術、航空、エネルギー、
鉱業、インフラ施設、交通、投資、工業、金融、経済
貿易、文化、教育、民間交流などの分野での協力も行
うこととした。温家宝首相は、両国間のトップレベル
の交流の他、製造業、インフラ整備、金融など重点分
野での協力を強めること、中国と中南米カリブ海諸国
共同体、メルコスール等との友好関係の強化を強調し
た。これに対し、ルセフ大統領も、「両国の共通点と幅
広い共通利益があり、協力関係は、相互発展し、世界
への貢献に資する」と語った。

5. 中国企業による主な対ブラジル原料資源
開発向け直接投資
2009年以降の中国企業による主要な買収、投資案件
は以下のとおりである。また、これとは別に、中国政
府によるPetrobras向け100億US＄融資も行われてお

3　Joint Action Plan between the Government of the Federal Republic of Brazil and the Government of the People's Republic of China, 2010-2014
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り、PetrobrasはSinopec向け原油供給により返済するこ
ととなっている。
●武漢鋼鉄（Wohan Iron and Steel:Wisco）によるMMX社
への出資（21.52％）（2009年）

●宝鋼集団（Baosteel Group）とValeによるBaosteel 

Victoria Iron ＆ Steel Co.Ltd.の設立、投資金額30億
US＄）（2009年）

●中国有色金属華東地質勘査局（East China Mineral 

Exploration and Development Bureau：ECE）による、
Itaminas社（鉄鉱石生産）の買収、投資金額12億US

＄（2010年）
●洪橋集団有限公司（Honbridge Holdings）によるSul 

Americana de Metais社（鉄鉱石開発）の買収、投資金
額3.9億US＄（2010年）
●国営送電会社によるPlena Transmissoras社の送電シ
ステム7件の買収（投資金額31億US＄）（2010年）
●中国化工集団公司（Sinochem）による、Statoil社との

JVによるPeregrino鉱区への40％出資、投資金額31億
US＄（2010年）

●中国石油化工集団（Sinopec）によるブラジル子会社
Repsol社への40％出資、投資金額71億US＄（2010年）
●山東黄金集団有限公司（Shandong Gold Group：SD 

God）によるJaguar Mining社の買収、投資金額10億
US＄（2011年）

●中国企業コンソーシアムによる、CBMM社への出
資（15％）、投資金額19.5億US＄（2011年）

●中国石油化工集団（Sinopec）によるGalp Energia社
（ポルトガル）のブラジル子会社Petro Brasilへの出資
（30％）、推定投資金額48億US＄（2011年）

6. 中国企業による、ブラジル鉱業セクター
に対する主要投資プロジェクト
開発商工省（MDIC）によると、2003年から2011年（9

月）までの期間で、中国企業によるブラジルの鉱業及
び冶金業界に対する主要投資案件は12件あり、投資額
は209.5億US＄であった。これは、この期間の中国企
業による総投資額の57％を占めた。
中国企業による、ブラジルの鉱業及び冶金業界に対

する主な投資プロジェクトは以下のとおりである。
●Noble Groupに よ るMhag Servicos e Mineracao
（Mhag）社の買収

M h a g社は、R i o  G r a n d e  d o  N o r t e、P a r a i b a、
Pernambuco、Bahia及びCear各州に105,000haの探鉱鉱
区を保有している。空中電磁探査により、これらの鉱
区には約40億ｔの鉄鉱石資源が賦存するとみられてい
る。Mhag鉱山でのイタビライト（鉄鉱石の銘柄）の分
析から、高品位ペレットの生産が可能であることがわ
かっている。2007年、Noble Group（香港）は、ブラジ
ルの子会社Collingham Participacoes Ltda.を通じて、
Mhag社の私募債を60百万US＄で購入し、Mhag社の
30％を取得した。2010年に、Steel do Brasil Participacoes 

S.A.（Steel）社は、Mhag社の70％を2.45億US＄で買収

したと発表した。現在、Collingham Participacoes Ltda.

が30％を保有しているが、両社が鉄鉱石供給の合意に
達しない場合、Steel社が3.5億US＄で残りの30％を取
得し、Mhag社が撤退する可能性もあるとされている。

Noble Groupは、本社は香港にあり、シンガポール
市場に上場している。農業、エネルギー、金属、鉱物
資源の供給を目的とした総合資源企業で、港湾、海運、
流通分野もカバーしている。投資国には、豪州、イン
ドネシア、ブラジル、アルゼンチン等があり、中国、
インド、中東向けの原料供給を行っている。Fortune 

500（2012年）の91位にランクされている。
●ECEによるItaminas Comercio de Minerios（Itaminas）
社の買収
Itaminas社は、Minas Gerais州Belo Horizonte市近くの

Sarzedoにある鉱山会社で、2010年3月現在の鉄鉱石埋
蔵量は13億ｔで、3百万ｔ/年の鉄鉱石生産を行ってい
る。2010年3月、中国East China Mineral Exploration and 

Develoment Bureau （ECE）が、12億US＄でItaminas社を
買収した。中国企業の参入により、現在の生産量を
2012年までに25百万ｔ/年まで増産する計画である。
●Honbridge HoldingsによるSul Americana de Metais 
S.A.（SAM）の買収
2010年 上半期、洪橋集団有限公司（Honbridge 

Holdings）が、SAM社を、Lit Mining社（オランダ）と
Votorantim Novos Negocios社（Votorantim社子会社）か
ら、3.9億US＄で買収した。SAM社は、Votorantimグ
ループが経営する鉄鉱石生産企業で、Minas Gerais州、
Bahia州を中心に、1,360km2に及ぶ94件の探鉱鉱区を
保有している。現在のJORCベースの資源量（Indicated, 

Inferred）は28億ｔであるが、最終的には60億ｔ規模の
資源量があると推定されている。主要鉱山として
Salinas鉱山があり、2014年には、鉄鉱石生産量を25
百万ｔ/年まで拡張する計画である。中国側は、今後
上記の買収金額とは別に、鉱山開発、パイプライン建
設（470km）、ペレットプラント（生産能力7百万ｔ）に
対し35億US＄を投資する計画もある。
●WiscoによるMMX社への出資（21.5％）
武漢鋼鉄（Wohan Iron and Steel:Wisco）は、2009年に

MMX社（EBXグループ）の株式21.52％を、約4億US

＄で買収した。この金額は2009年の投資額では2番目
の規模であった。Wiscoは、MMX社に2人の役員を送
り込む。今後WiscoとMMXはJVを組み、Acu港（Rio de 

Janeiro州）に投資額50億US＄で鉄鋼生産プラント（生
産能力5百万ｔ/年）を建設する計画である。また鉄鉱
石に関しては、MMX社のSerra Azul鉄鉱石鉱山（操業
中）及びBom Sucesso鉄鉱石鉱山（開発中）（ともにMinas 

Gerais州）においても、最低50％のオフテイク権を有
する。Wiscoによるオフテイクは20年間続くが、MMX

社のこれら鉄鉱石鉱山がフル生産の24百万ｔ/年とな
った後は、Wiscoは鉄鉱石16百万ｔ/年を引き取ること
ができる。
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●WiscoによるPassagem Mineracao社の買収（未完）
Wiscoは、Minas Gerais州に鉄鉱石プロジェクトを保
有するPassagem Mineracao社の買収を進めている。現
在の同社の鉄鉱石資源量は約8億ｔである。
●中国企業コンソーシアムによるCBMMへの出資
15％
2011年9月、中国企業コンソーシアムが、世界最大

のニオブ生産者であるCampahia Brasieira de Metalurgia 

e Mineracao（CBMM）社の15％の株式を取得した。出
資金額は19.5億US＄であった。コンソーシアムは、中
国中信集団公司（CITIC）、太原鋼鉄（集団）有限公司
（Taiyuan Iron and Steel Group）、鞍山鋼鉄集団（Anshan 

Iron ＆ Steel）、首都鋼鉄集団有限公司（Shougang 

Group）、宝鋼集団有限公司（Baosteel Group）から構成
されている。
●Jaguar Mining社の買収
山東黄金集団有限公司（Shandong Gold Group：SD 

God）は、ブラジルで金鉱床開発プロジェクトを保有
するJaguar Mining社に対する、10億US＄規模の買収
オファーを2011年11月に行った。Jaguar Mining社は、
ブラジルMinas Gerais州のグリーンストーンベルトで
操業中の金鉱山を4か所保有している。またGurupiプ
ロジェクト（Maranhao州）でのFSを終えたばかりであ
る。現在の資源量は、69.8百万ｔ（概測、金品位1.12g/t、
含有金量2.5百万oz）、18.6百万ｔ（概測、金品位1.03g/t、
含有金量0.62百万oz）である。Shandong Gold Group社
は、中国3大金生産企業の1社で、2010年の金生産量は
19ｔであった。
●Baosteel Victoria Iron ＆ Steel Co.の設立
宝鋼集団公司（Baosteel Group Corporation）は、Vale

と の JV に よ り、Baosteel Victoria Iron ＆ Steel Co. 

（Baosteel60％、Vale40％）を設立した。計画では、鉄
鋼プラントと船積み施設をAnchieta（Espirito Santo州）
に建設する。第1ステージは、2012年中に年産5百万ｔ
のスラブ生産と加工施設を建設するもので、投資規模
は約30億US＄とみられている。

7. 中国企業による、ブラジル石油・天然ガス
セクターに対する主要投資プロジェクト
2009年のSinopecとPetrobrasの戦略的合意により、中

国は、ブラジルの最大の投資国となった。この合意で
は、Sinopecが100億US＄の資金をPetrobrasに融資し、
Petrobrasは、10年間にわたる原油の供給を保証する。
開発商工省（MDIC）によると、2003年から2011年（3月）
までの期間で、中国企業による対ブラジル石油・天然
ガス分野の投資額は104億US＄であり、この間の中国
企業によるブラジルへの全投資の28％を占めた。また
同期間における、ブラジルでの石油・天然ガス分野の
投資額は、154億US＄であったので、中国からの投資
が全体の67％を占めた。
ブラジルの海底油田開発投資において、中国企業に

よる投資が重要な役割を持っている。最近の例では、

2010年5月の中国中化集団公司（Sinochem）による
Statoilプロジェクトへの出資（投資額31億US＄）、2010
年12月のSinopecによるRepsol YPFの設立（投資額71億
US＄）等の例がある。また、Sinopec、その他企業によ
る、BG社のブラジル資産の買収を試みたとも伝えら
れている。2011年の中国企業による投資額は200億US

＄に上り、中国は、米国、英国とならぶ需要な油田開
発資金の提供国となった。
中国は世界最大のエネルギー消費国であり、世界第
2の石油消費国であるが、原油消費量の半分が輸入依
存となっており、国外での原油獲得を進めることが重
要な戦略となっており、ブラジルのプレソルト油田開
発の位置づけの重要性も増している。
プレソルト油田開発には巨額の開発資金が必要であ
り、Petrobrasは、今後5年間で2,250億US＄という、世
界的にも大規模な投資金額を必要としている。中国側
も、プレソルト油田のポテンシャルの高さ、ならびに、
大規模な油田開発は、中長期的に優良投資案件である
ことを認識している。しかし、ブラジル側は、投資資
金の必要性は認識しつつも、中国の国営企業による大
規模な開発プロジェクトへの参画に警戒感を示してい
るとされている。

中国企業による、主要投資プロジェクトは以下のと
おりである。
●ShinochemによるPeregrine石油鉱区への投資
中国最大の国営石油化学商社であるSinochemは、

2010年5月、Peregrine石油鉱区の40％を取得した。
Peregrine石油鉱区は、ノルウェーの国営石油会社であ
るStatoil ASAがカンポス盆地に保有する石油鉱区で、
Shinochemの投資額は31億US＄であった。
●SinopecによるRepsol Sinopec Brasil社の設立
中国石油化工集団（Shinopecとスペインの石油企業

Repsolの 子 会 社 Repsol Brasil社 は、2010 年 12月、
Statoil、Petrobrasとともに、Repsol Sinopec Brasil社を
設立し、ブラジルでの石油、天然ガス開発に乗り出す
ことになった。Sinopecの出資額は、権益40％に対し
71億US＄で、Repsol Sinopec Brasil社の資本金は177億
US＄となった。同社は、Albacora Leste鉱区で原油の
生産を行うとともに、プレソルト油田の開発鉱区
（Crioca、Guara等15鉱区）を保有している。現在の

Repsol Sinopec Brasil社の権益シェアは、Sinopec 35％、
Statoil30％、Petrobras30％となっている。
●SinopecによるPetrogal Brasil社の設立
2011年11月、SinopecとGalp Energia（ポルトガル）は、

Galp Energiaが保有する石油開発鉱区での開発を進め
るためにPetrogal Brasil社を設立し、Sinopecが権益
30％に対し48億US＄を出資した。さらにSinopecは、
Petrogal Brasil社に3.6億US＄を融資する予定で、中国
側の提供資金は総額52億US＄にのぼる可能性がある。
プレソルト油田のSantos盆地にある4鉱区が対象とな
っており、Galp　Energia社は、開発のためのパートナ
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ーを探していた。これにより、Sinopecは、技術的に
困難が伴う深海油田開発に対する技術力を蓄積するこ
とができるとともに、プレソルト油田開発における中
国企業の重要性をアピールすることとなった。
●Petro Chinaによる石油探鉱機器会社の設立
中国石油天然気股份有限公司（Petro China）は、子会

社のBaoji Oilfi eld Machinery（BOMCO）社を通じて、ブ
ラジル企業のBrasil－China Petroleo（BRCP）、Asperbras

と合弁で、石油探鉱機器の開発を目的とした合弁企業、
Bomcobras Negocios e Equipamentos para Petrobras e Gas 

S.A.社を設立した。同社はBahia州Salvadorに置かれる。

5. まとめ
◆ブラジルと中国は、近年貿易及び直接投資において
緊密な関係が形成されてきた。貿易面では、2009年
以降、中国は、ブラジルの最大のパートナーとなっ
ている。両国の貿易関係は、ブラジルからの鉄鉱石、
大豆等の原料輸出と、中国からの電気機器、機械、
化学品、繊維製品、鉄鋼等の輸入という関係で成り
立っている。

◆一方、2010年以降、中国からの外国直接投資（FDI）
は急増しており、2014年には400億US＄を超える水
準まで増加するとみられている。投資分野としては、
石油、天然ガス、金属資源の獲得を目的とするもの
が全体の80％以上を占めている。中国の外国直接投
資において、ブラジルは投資額で第3位となる重要
な投資国となっている。またブラジルに投資を行っ
ている中国企業は、ほとんどが中国政府管理下の中
央企業であり、対ブラジル投資は中国政府の戦略の
下に進められているとみられる。また2003年～2010
年における、中国企業による対ブラジル直接投資の
57％が金属資源、28％が石油資源向けの投資であっ
た。

◆中国企業による直接投資の特徴は、M＆Aによるも
のが主体となっており、これまで主に原料確保を目
的とした投資が行われてきたが、最近は、ブラジル
国内の市場参入、インフラ分野の投資も増加してい
る。特に2011年以降、中国の自動車メーカーの製造
拠点の建設のための投資が急増している。

◆こうした、貿易、投資関係の緊密化は、ブラジルの
原料資源開発、産業の発展、インフラ整備を進めて
きたが、同時に、主としてブラジル市場において安
価な中国製品とのコンフリクト、中国企業による農
用地の買い占め等新たな問題も発生しており、ブラ
ジル側ではこうした中国の動きに対する反発も強ま
っている。

◆両国は、国交樹立後35年間が経っているが、1993年
に両国は戦略的パートナーシップを確立、2004年、
両国首脳が相互訪問を実現する等、両国は協力関係
を緊密化してきた。2010年にはブラジル‐中国共同
アクションプラン（2010－2014）を締結し一層協力関
係が強化された。さらに2012年6月には、両国首脳は、

全面的戦略パートナーシップに関する声明も発表
し、今後の相互発展、世界貢献を目指すこととなっ
ている。
◆資源開発分野では、中国の国営石油開発企業をはじ
めとして、鉄鋼、非鉄、電力関係企業もブラジル向
け資源投資を行っている。2009年以降の原料天然資
源向け投資が急増しているが、鉄鉱石、鉄鋼、石油
開発向けの投資が全体の8割を占めている。非鉄金
属では、金、レアメタル（ニオブ）向け投資が行われ
ている。中国側企業としては、国営鉄鋼企業、石油
開発企業の活躍が目立っている。鉄鉱石、鉄鋼関係
の投資では、中国企業は単独で投資しているが、石
油関係の投資では、中国企業は欧州等の外国企業と
JVを組み投資する傾向がみられる。
◆中国企業による対ブラジル投資は、今後、原料資源
を中心とした投資から、ブラジルのインフラ分野へ
の投資、ブラジル市場参入型の投資も増加するとみ
られる。ブラジルにとっても、直接的な原料資源開
発のための投資を受け入れるばかりでなく、ブラジ
ル国内のインフラ、市場部門への投資を増加させれ
ば、開発コストの低減化、国内経済の活性化にもつ
ながり、ブラジルの競争力の強化にも資すると考え
られる。

参考文献
DELOITTE. BRICs: Emerging from the twilight: the next 

chapter of Chinese outbound M ＆ A. October 2010. 
www.deloitte.com

DE SOUZA, A. "Brazil and China: An Uneasy Partnership. 

China-Latin America Task Force. February 14, 2008.
h t tp : / /www6 .miami .edu/hemispher ic-pol icy/

FinalVersionDeSouza21408.pdf

ECLAC : Foreign Direct Investment in Latin America and 

Caribbean, 2010.
http://www.eclac.org/

MDIC : Anúncios de Investimentos Chineses no Brasil 

（2003-2011）. RENAI. http://www.mdic.gov.br

Conselho Empresarial Brasil-China （CEBC）: Chinese　
Investments in Brazil, May 2011
http://www.cebc.org.br

Heritage Foundation : China Global Investment Tracker: 

2012. January 6, 2012.
http://www.heritage.org/research/reports/2012/01/
china-global-investment-tracker-2012

（2012.9.5）

（290）

2012.9　金属資源レポート

レ
ポ
ー
ト

ブ
ラ
ジ
ル
と
中
国
の
貿
易
、
投
資
関
係
の
発
展


