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ブラジルは

砂糖・エタノール主要産国

ブラジルでは16世紀の植民地時代

からサトウキビを原料とする砂糖産業が

導入され、19世 紀にかけて砂糖産業は

ブラジルの主要産業を担ってきた。この

ため、ブラジルは現在でも世界の砂糖

生産に占める位置付けは高い。

世界シェアにおけるブラジルの砂糖

生産量は世界 第一位で約2割 を占め

る。輸出量でも世界第一位で4割弱を

占める。またブラジルは砂糖消費量でも

世界第三位という状況だ。

現在、国際的に砂糖の消費量が増

えており、ブラジルの砂糖輸出量は増

加傾向にある。それに伴って砂糖 単価

は上昇傾向にあり、特に2004年 以降は

急速に増加している(表 1)。

その主な要因は新興国を中心とした

砂糖消費の伸びである。ブラジルの主

な輸出先はロシア、およびエジプト、イラ

ンなど途上国向けが中心である。さら

にEUの砂糖政策の変更も今後重要な

要因となろう。EUは ブラジルに次ぐ砂

糖輸出国であるが、アフリカなど旧植

民地から砂糖を輸入している。EUの

表1 砂糖輸出も増加傾向

砂糖政策が見直されることで、これまで

農業補助政策の恩恵を受けてきたEU
産砂糖の輸出量が減るという予想があ

る。その結果、ブラジル産砂糖への引き

合いが増える可能性がある。

エタノールも砂糖同様にサトウキビか

ら作られる。エタノールにおいてもブラ

ジルは世界で重要な地位を占めてい

る。生産量は米国に次いで世界第二

位。輸出量は世界第一位で、総輸出

量の約半分を占めている。米国は自国

内での消費が多いものの、ブラジルで

は国内消費以上に生産余力があり、価

格競争力も高いため輸出で高いプレゼ

ンスを言今る。

現在バイオエタノールの飼料価格ヘ

の影響が指摘されているが、これらの

議論の対象は主にトウモロコシにある。

サトウキビは飼料としても消費されるトウ

モロコシほど食糧市場へのインパクトは

大きくない。また生産地の拡大で他の

作物の生産減少に結びつくという意見

もあるが、ブラジルの業界関係者の話

によれば、ブラジルの広大な未利用の

農地面積を考えれば、それも決定的な

根拠にはなりづらいとしている。

米 国の生産コストは025ド ル/リ ット

フレ。ブラジルでは020ドフレ/リットリレで、コ

スト的に安く生産効率が高い.エ ネル

ギー抽出効率をみるとトウモロコシは約

13、 サトウキビは約8の 効率がある。エ

ネルギー効率の観点からもブラジルのサ

トウキビの方が優れているc

ブラジルのサトウキビの主な産地は南

東音るに広がり、およそ6～ 7割がサンパウ

ロ州に集中しているcサ トウキビの精製

工場はUsinaと 呼ばれ、サトウキビから

砂糖もエタノールもつくる。その割合は

原料に 対し砂糖とエタノールが50対 50

という配分だ。

精製所の数は2003年には336カ 所。

2009年 までには73カ 所 が新 設され、

2010年 には約 400カ 所となる見込みで

ある。ひとつの精製所でつくられるエタ

ノールの年間生産量は平均5万 キロリッ

トルで原料として150万 トンのサトウキビ

を要する。

サトウキビの収穫時期は、ブラジルの

南東部サンパウロ州の周辺で4月 また

は5月 頃から収穫を開始し、9～ 10月 ま

で。その期間工場は稼動する。11月 か

ら3月の期間は端境期で、工場のメンテ

ナンスと畑の手入れを行う。最近エタノ

ール需要が伸びているため、若干植え

新興国など国際的な砂糖
,肖費増加に伴いブラジル
産砂糖の輸出増力□

E∪の砂糖政策変更の見
通しにより、ますます需
要拡大の見込み。

輸出先はロシア、エジプ
ト、イランなど途上国向
けが中′い

ブラジルの砂糖輸出推移
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出所 :httpl″www ovosugar com
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た。なお、この当時は石油ショックにより

原油価格高騰が見られた時期でもあ

る。国家アルコール計画のもとで政府は

全てエタノールを買い上げて市場に供

給した。1979年 には100%含 水エタノ

ールで走行するエタノール車が登場し、

「E100」 の利用よって国内市場が急

速に拡大した。

しかし1980年 代後半になると、石油

価格の低下によリエタノール燃料の優

位性が崩れてくる。また、砂糖の国際

価格が上昇したことで、砂糖の利益が

大きかったためエタノール燃料用のサ

トウキビ原料確保が困難な状況となっ

た。その結果、1990年 代前半にエタノ

ールは下火となるが2003年 頃からふた

たび脚光を浴びるようになった。そのき

っかけは、「E100」 でも「E25」 どちらで

も燃料として走行できるフレックス燃料

車の登場である。

ブラジルでは現在、市場の8割 をフレ

ックス燃料車が占めている。現在では

ガソリン車とフレックス車との価格差が

ほとんどなく、車種も多い。燃費性能は

ガソリン車のおよそ7割 程度と言われて

いるが、燃料価格が安い。日本でエタノ

ール燃料の普及をはかるためにはやは

り低価格であることが重要であろう。

ブラジルのエタノール輸出単価をみる

と2005年以降は顕著な上昇傾向を示

している。関連産業にはブラジル企業

だけではなく外国企業も活発に参入し

ている状況である。一方、ブラジル政府

はエタノールに関して積極的な外交を

進め、主要国との連携を深めている。ブ

ッシュ大統領のブラジル訪問時にはエ

タノール燃料に関する協力覚書を締結

し、バイオ燃料推進を両国で協力する

姿勢を示した。また他のサトウキビ生産

国であるオーストラリアやインドでのエタ

ノール生産奨励にむけての協力に取り

f

組んでいる。ブラジルの基本的な考え

は、自国のみでエタノール供給を目指す

のではなく、他国もエタノール生産に取

り組むことによって普及が進むというも

のである。

ブラジルのエタノ…ル産業の

課題

エタノールを世界的に供給できる国

は限られている。ブラジルはその筆頭

である。しかし世界に供給する上では、

価格やインフラ整備などの課題を解決

しなくてはいけない。

【インフラ整備】

輸出促進が進むなかインフラについ

てはまだ未整備な部分がある。もともと

ブラジルのエタノールは輸出用ではなか

ったため、大量輸送向けのロジステイッ

クが未整備な状況である。最近は内陸

部に生産地が移行し、そこから海岸部

への輸送がネックとなっている。既存の

パイプラインはエタノール専用ではない

ため専用パイプライン建設の必要性も

指摘されている。

【価格と供給】
エタノール価格は単にエタノールの

需要だけでなく、砂糖価格に影響を受

けてきた。そうした観点からどういったリ

スクヘッジをしていくかが大変重要であ

る。また今までエタノールについては短

期契約がほとんどであったが、安定供

給のためには長期契約が必要である。

さらに日本向けに輸出するとガソリンよ

り割高となる問題もある。

【食糧関係】

他の作物との関係も重要である。サ

トウキビはトウモロコシのような穀物では

ないことから直接的な影響はないと見

られているが、栽培面積が拡大するこ

とで他の作物の栽培が減少するなどの

影響が指摘されている。

【その他】

欧米ではサトウキビ農園における労

働者の扱いが奴隷的との批判がある。

機械化が進んだ農園以外は人手に頼

る部分が多く、労働者の条件が悪い。

従来サトウキビ栽培には奴隷制度があ

って成立していた歴史的背景がある。

ブラジルとしてはこうしたマイナスイメー

ジの払拭が必要になってくるであろう。

今後、ブラジルのエタノール燃料のビ

ジネスに参入していくには、燃料購入と

いう視点のみではなく、生産や流通など

いろいろな課程で起こるビジネスチャン

スをどうつかむかが必要であろう。ブラ

ジルにおけるエタノールビジネスは、輸

入だけではなく、パイプライン等のインフ

ラ整備、生産部門への参入、精製所向

けの機械販売、セルロース系エタノール

の生産技術開発など幅がある。

ブラジルと日本との経済関係は、日本

経済の低迷もあってこれまで希薄だっ

た感がある。今ではブラジル経済と日本

経済の両方の回復もあって再び緊密

化している.2008年にはブラジル移民

100周 年の節目の年を迎える。今後エタ

ノール燃料の導入も含めて、より良好な

ビジネス上の関係構築が必要となって

いる。

※以上は筆者の個人的見解であり、ジ

ェトロの見解ではありません。
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