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A -想定福祉国家ブラジル
(WELFARE STATE)

• A.1.自由主義：20世紀及び21世紀の福祉国家主義
• A.1.a. 自由主義のフェーズ
• A.1.b.福祉国家（welfare state）のフェーズ
• A.1.c.ニューリベラリズム主義

• A.2.ブラジルにおける福祉国家主義
• A.2.a. 88年憲法
• A.2.b.ワシントン・コンセンサス。自由主義。1990年台。カルドーゾ政権。
• A.2.c. ルーラとジルマ大統領。民営化の収束。
• A.2.d. テメル政権



B-政府の支出予算制度

B.1. 経常費

B.1.a. 一般経費

B.1.b. 地方交付金

B.2. 資本支出

B.2.a. 投資

B.2.b. 金融投資

B.2.c. 資本移転



ブラジル政府の公共投資

• 2014年1月～10月 – 658億レアル

• 2015年1月～10月 – 433億レアル

• 2016年1月～10月 – 407億レアル



C. 入札

C.1. 定義

C.2. 入札方式
C.2.a. Convite方式（指名競争入札）
C.2.b. Tomada de Preços方式 （一般競争入札）
C.2.c. Concorrência方式（一般競争入札）
C.2.d. Concurso方式（専門技術者契約）
C.2.e. Leilão方式（動産・不動産競売）
C.2.f. Pregão方式
• i) Pregão Presencial（出席方式）
• ii) Pregão Eletrônico（電子方式）

C.3. タイプ
C.3.a.最低価格タイプ
C.3.b.最良技術タイプ
C.3.c.最良技術・価格タイプ
C.3.d.最高価格タイプ



D-環境ライセンス

D.1. 定義

D.2. 環境ライセンス取得を必要とする活動・事業

D.3ライセンス発行の権限
D.3.a.連邦政府（ IBAMA）
D.3.b.州政府
D.3.c.市町村役場

D.4. 環境ライセンスの種類
D.4.a (LP) 事前ライセンス
D.4.b. (LI) 設置ライセンス
D.4.c. (LO) 営業ライセンス



E - PPI(投資パートナーシッププログラム)。
法律13,334/16

E.1.体制
E.1.a.PPI審議会
E.1.b.事務局

E.2. PPIプロジェクト
E.2.a. 連邦政府の公共インフラ事業
E.2.b. 州政府・市行政の公共インフラ事業
E.2.c. 民営化プログラム



PPIプロジェクト：空港

空
港

契約の種類：コンセッション方式

場所 現段階 予想投資額 認可額
Florianópolis市 入札日:2017年3月 9,6億レアル 2,1億レアル
Fortaleza市 入札日:2017年3月 13,7億レアル 13,9億レアル
Porto Alegre市 入札日:2017年3月 19億レアル 1,22億レアル
Salvador市 入札日:2017年3月 23億レアル 11,8億レアル



PPIプロジェクト：電力

電
力

契約の種類：民営化及びコンセッション方式
企業名 現段階 予想投資額 認可額

Amazonas電力公社 入札準備中 未定 未定
Boa Vista電力公社 入札準備中 未定 未定
Acre電力公社 入札準備中 未定 未定
Piaui電力公社 入札準備中 未定 未定
Alagoas電力公社 入札準備中 未定 未定
Rondonia電力公社 入札準備中 未定 未定



PPIプロジェクト：鉄道

鉄
道

契約の種類: コンセッション方式、サブコンセッション方式
鉄道名 現段階 予想投資額 認可額

南北鉄道
(SP州、MG州、GO州、TO州)

入札準備中 7,27億レアル 未定

Ferrogrão鉄道
(MT州、 PA州)

入札準備中 126億レアル 未定

東西統合鉄道
(BA州)

入札準備中 10億レアル 未定



PPIプロジェクト：国道

国
道

契約の種類: コンセッション方式
場所 現段階 予想投資額 認可額

国道BR 101号 入札準備中 未定 未定
国道BR364号、
365号

入札準備中 28億レアル 未定



PPIプロジェクト：港

港
契約の種類: コンセッション方式

場所 現段階 予想投資額 認可額
Rio de Janeiro
(バラ積み貨物、
植物)

入札準備中 6千270万レアル 未定

Santarém
(燃料) 入札準備中 1千890万レアル 未定

Santarém
(燃料) 入札日：

2017年3月
1千100万レアル 未定



PPIプロジェクト：鉱物資源

鉱
物
資
源

契約の種類: CPRM(鉱物資源研究所)の探鉱権移譲方式

鉱物・場所 現段階 予想投資額 認可額

リン酸
(PB州、PE州Miriri流域)

入札準備中 未定 未定

銅、鉛及び亜鉛
(TO州Palmeirópolis市)

入札準備中 未定 未定

石炭
(RS州Candiota市)

入札準備中 未定 未定

銅 (GO州Bom Jardim 
de Goiás市)

入札準備中 未定 未定



PPIプロジェクト:石油、天然ガス

石
油 、
天
然
ガ
ス

契約の種類: コンセッション方式及び生産物分与契約

場所 現段階
予想投
資額

認可額

13油田
位置：Potiguar川流域 (RN州)、
Recôncavo川流域 (BA州)及び
Espírito Santo川流域 (ES州)

入札準備
中

未定 100万～200万レアル

８つの堆積盆地28箇所。
位置：
東北（AL州、BA州、MA州、 PI
州、RN州及び SE州)、
東南（SP州)、
中西部 ( MS州)及び南部 （PR
州、SC州及びRS州)

入札準備
中

未定
1億4,800万レアル～

5億7千万レアル

契約済み地域周辺Pré-
Salポリゴン内の利用可
能な4地域

入札準備
中

未定
R$ 12億レアル～

R$ 47億3千万レアル



PPIプロジェクト：水力発電所

水
力
発
電
所

契約の種類：一般コンセッション方式

場所 現段階 予想投資額 認可額
Volta Grande、Miranda
とSão Simãoの水力発
電所

入札準備中 未定
91億6千万
レアル

PeryとAgro TrafoのPCH
水力発電所

入札準備中 未定 未定



G - PPIパートナーシップ契約の種類

G .1. 公共サービス委託契約
G.1.a. 有期委託。
i) 一般コンセッション方式
ii) 補助付きコンセッション方式
iii) 行政コンセッション方式
iv) コンセッション方式の概要
iv.a) 価格
iv.b) 投資
iv.c) 消費者からの報酬
iv.d) 相続責任（税制、労働、商業的責任）

G.2.a.無期委託
i) 公共事業のPermissão(コンセッションの一種。無期のため、不確定性がある）

G.3. 公共資産の譲渡
G.3.a公共資産のリース方式譲渡
G.3.b. 公共資産の使用権コンセッション方式譲渡
G.4.他の官民事業
i) 行政が経営権を持つ企業の株式の売却



H-国家的関心事の高い経済活動への
公的融資制度（外国企業を含む）

H.1 外資の規制（法律4,131/62）

H.2 公的融資機関による外国企業への貸付制
度（39条）



I -関心表明手続き

I.a. 概要

I.b. 関連法：政令8,428/2015号



J -契約実施の監視：規制当局

J.1.主な役割:

J.1.a.当該分野のルール交付

J.1.b.事業実施の監視

J.1.c.処罰



K -規制当局リスト

• 国家電力機構 (Aneel)
• 国家石油天然ガスバイオ燃料機構 (ANP) 
• 国家通信機構 (Anatel) 
• 国家衛生監視機構 (Anvisa) 
• 国家健康保険機構 (ANS) 
• 国家水資源機構 (ANA) 
• 国家水上輸送機構 (Antaq) 
• 国家陸上輸送機構 (ANTT) 
• 国家シネマ機構(Ancine) 
• 国家民間航空機構 (Anac) 



コンタクト

• FATOR弁護士事務所

–住所：Av. Paulista 2073, 17º andar 

Horsa II, Conjunto 1.702

–電話： (11) 3373-7487

– E-mail：dirceusato@uol.com.br, 
fatortributaria@uol.com.br

mailto:dirceusato@uol.com.br
mailto:fatortributaria@uol.com.br

