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弊速報3月号では、新たなプレソルト鉱区の提供、港湾プロジェクト
に関する新しい公開協議、優先的な立法課題などに関するニュース
を掲載しておりますので、ご覧ください。

石油・天然ガス
プレソルト層内の11鉱区の恒久的提示に関す
るパブリックコメントを実施
IMAGE: CHRIS LEBOUTILLIER

2022年2月22日、ブラジル国家石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP)
は、パブリックコメントNo.5/2022を実施しました。この目的は、生産区割りの恒久的提示（OPP)に於
けるプレソルト層内にある11鉱区に関する 公告ドラフトや契約ドラフト の追加情報を得ようとするも
のです。提示されている鉱区は、
・Esmeralda
・Agua Marinha
・Agata
・Bumerangue
・Cruzeiro do Sul
・Norte de Brava
・Sudoeste de Sagitario
・Itaimbezinho
・Turmalina
・Jade及び
・Tupinambaです。
意見は、こちらのリンク からご提出出来ます。

コンセッション恒久的提示の第3サイクルの対象セクターの発表
ブラジル国家石油・天然ガス・バイオ燃料庁の入札特別委員会（CEL）は、2022年2月15日に開かれた
会合で、コンセッション恒久的提示の第3サイクル区域にある7盤層に分布する石油とガスの探査及び
産出するエリアとして14セクターを決定しました。公開会議は4月13日に開催予定となっています。決
定されたセクターは、
・Potiguar盤層で4セクター
・Reconcavo盤層で3セクター
・Espirito Santo盤層で2セクター
・Sergipe-Alagoas盤層で2セクター
・Pelotas盤層で1セクター
・Santos 盤層で1セクター
・Tucano盤層で１セクターです。
現時点までで、この入札モデルでのエリアのコンセッションは、既に2回行われました。新しいサイク
ルでは、入札対象となる全てのエリアに就いての関心表明書をオファー保証金共に2月2日までに登録
した入札者は、第3サイクルで既に決定されているセクターのエリアに対する新たな関心表明書とオフ
ァー保証金を3月14日までに提出しなければなりませんでした。

設備廃棄保証金の組成のための外貨口座開設に関する国家通貨審議会
（CMN)を発表
2022年1月31日付で、 国家通貨審議会（CMN)決議第4980号 が発表され、石油・天然ガス田産出設備廃
棄に伴う保証金積み立ての為のブラジルでの外貨口座の開設および運用について規定されました。
この新しい決議は ブラジル中央銀行の2022年2月9日付決議第183号 で規制したもので、外為市場で運
用することを許可された銀行に、廃鉱の保証金を組成する目的である、石油及び天然ガスの探査権及
び産出権を保有する企業の外貨預金口座につき、その開設と運用を許可しました。

ANPの新たな決議で、石油・天然ガス産出の単一化につき、規制の統合
ANP理事会は2022年2月14日付けで決議第867号を発表しました。その内容は、石油及び天然ガス産出に
於ける単一化（ユニット化）の手続きを規制する規則の単一化です。この統合は、政令第10.139/2019
への対応するもので、政令に劣る規範的行為の見直しと統合を定めます。その結果、このテーマ（ANP
決議第25/2013号及び第698/2017号）に関し、対応する以前の規範的行為は、廃止され、そのテキスト
は新しい決議に組み込まれることになります。

海洋探査チャーターに関するローカル・コンテンツ免除を認める
ANP決議を公示
ANPは、2022年2月17日付けで、理事会決議第12/2022号通達を発表し、これで、行政手続き第
48610.207518/2021-53号の関連で、2008年から2014年の間の期間に実施した探査ブロック海洋探査チ
ャーターのローカル・コンテンツ遵守の免除を許可しました。この免除適用は、海洋掘削探査のチャ
ーター契約のみに限定され、労働力の役務契約には適用されません。更に、その規制では、国内費用
として計上される国外の費用は、議論の余地の無い方法で、契約との関連性示す文書で、証明出来な
ければならないと定められています。

ANP、事故報告を扱った決議に関するパブリックコメントを開始
2022年2月23日付けで、ANPは決議第44/2009号の見直し提案に関し、追加情報や提案を収集する為に、
パブリックコメントの開催を承認しました。この決議は、事故報告の手続きを定め、石油、天然ガ
ス、バイオ燃料の流通及び再販として産業活動行う為に、コンセッショネアとANPの認可を受けた企業
が採用するものです。今回の見直しは、実務経験をベースに規制の枠組みを現代化することを目指し
ており、例えば、燃料の国内供給に何らかのリスクを生じさせる可能性のある最も深刻なケースを優
先して、最初の連絡に固定期限を設けることなどしています。公開協議の後に、政府は、このテーマ
で、公聴会を開催する予定です。

上下水道及び固形廃棄物
São Simão市（Goiás州）のコンセッションモ
デルにおける革新性
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2022年2月11日に、São Simão市の上下水道サービスの統合コンセッションの入札がおこなわれ、Orbis
社とVital Engenharia Ambiental社で構成するConsorcio São Simão Saneamentoが落札しました。今
回の入札の目玉は、上水の供給と下水道と都市固形廃棄物処理の3つのサービスを1つのコンセッショ
ンにまとめ、期間を35年とした画期的なものであることです。

Crato市（Ceará州下水道事業の入札
行われる

2022年2月11日、Crato市の下水道事業コンセッシ
ョンの入札が行われ、唯一の入札者であるAegea
Saneamento社により落札されました。契約は35年で、
下水道サービスのユニバーサル化を目指しています。

固形廃棄物に関する国家政策へ
の補足規制の発表

連邦政府は、2022年1月12日付で連邦政令第
10.936/2022号 を発令し、これで法令第12.305/2010
号で定められた固形廃棄国家政策（PNRS)を規制しま
す。新たな規則は、バラバラな状態でPNRSの問題を規
制していた以前の政令を廃止し、本テーマの最近の規
制を統合しました。この規制でもたらされた主な目新
しいことは次の通りです。
i) リバースロジスティクスシステムの実施と運営化
のためのより明確な規則で、既に存在するシステムを
統合するリバースロジスティックス国家プログラムの
創設
ii) 再利用可能でリサイクル可能なマテリアルの収
集業者協同組合やほかの形の連合団体の効果的参加の
ための規則のより良い定義づけ
iii)

固形廃棄物（PGRS）管理計画の作成

iv)

危険廃棄物に関わる特別体制の見通し

v)

固形廃棄物管理における経済手法の規制化

Rondônia州コンセッション、BNDESにより構築

2022年2月10日に行われた契約調印のオンライン式典で発表されたように、ブラジル国立経済社会開発銀行
（BNDES)は、Rondônia州の下水道コンセッション構築のためスタディすることになりました。同スタディは、
（同州に存在する52市のうちの）48市が含まれ、その大半は、ロンドニア上下水道公社（CAERD)がサービスを
提供しています。同銀行は、プロジェクトのモデル化に必要な技術的サービスを専門とするコンサルタントと
契約をすることになります。

Amapá州、固形廃棄物パートナーシップ及び投資プログラム実施のための意向
いこう議定書を正式にする

Amapá州政府とBNDESは、2022年2月3日、意向議定書第001/2022号に調印しました。この書類は、アマパ州域内
での固形廃棄物のパートナーシップ及び投資プログラム（PPI)を実施するためのプロジェクトを構成していま
す。次のステップとして、同銀行は、アマパ州政府と18の市と共に、構造化とモデル化のためのプロジェクト
の特定化とスタディするワークプランに着手します。

高速道路
Rio de Janeiro-Governadores Valadares道路
システムのコンセッション入札公告発表
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国家陸運庁（ANTT)は、2022年2月18日、Rio de Janeiro/RJ-Governador Valadares/MG
(BR-116/465/493/RJ/MG)道路システムコンセッション入札公告を発表しました。契約期間は30年で、
入札は2022年5月20日14時から、サンパウロB3で行われ、料金割引率及び落札額が最も高い者が落札
することになります。

BR-381/262/ES/MG入札一時停止
2022年2月17日、国家陸運庁（ANTT)合同理事会は、2月25日い予定されていた(死の街道として知ら
れた）BR-381/262ES/MGの入札の一時中止を決定しました。一時中止の意図は、民間セクターにより
魅力的になるよう公告を改編改善することでした。

空港
第7回空港コンセッションのブロック新編成
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国家民間航空局は、2022年2月23日、Santos Dumont空港を除外し、ブロックの配置を再編成するた
め、第7回空港コンセッションの契約の公告と契約案に対する調整を承認しました。新しい草案は連邦
会計検査院での分析をするために送られます。Santos Dumont空港は、現コンセッション保有者によ
る返還手続き完了後に、Galeão空港と共に、入札される見込みです。新ブロックは、次の通りです。
一般航空ブロック
る。
北部IIブロック

-

-

Campo de Marte/サンパウロ州及びJacarepagua/リオデジャネイロ州で構成され

Belém/パラー州及びMacapá/アマパー州で構成される。

SP-MS-PA-MGブロック ‐ Congonhas/SP, Campo Grande/MS, Corumba/MS及び Ponta Pora/MS
Santarem/PA, Maraba/PA, Parauapebas/PA
及びAltamira/PA、Uberlandia/MG, Uberaba/MG及びMontes Claros/MG

鉄道
鉄道輸送のコンセッション及びサブコンセ
ッション契約に於ける三者間委員会の構成
に関する規律を変更する法令が発表されま
した。
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国家陸運庁（ANTT)の鉄道運輸監督局（SUFER)は、2022年2月2日付けで法令7号を発表し、ANTT管轄下
にある鉄道インフラ開発に関連した貨物と乗客の鉄道輸送サービス提供のコンセッション及びサブコ
ンセッション契約履行に随伴するために、協議帰属や定期的監督権を持つ三者間委員会の構成のため
に、法令SUFER第206/2021号で定められた規範を修正しようとしました。こちらでご確認ください。

ブラジル最高裁判所(STF)、洞窟エリアでの建設を許可する政令を
一時停止

1月24日、STF Ricardo Lewandowski判事は、1月12日に公布された 政令第10.935・2022号 の2か条の発
効を一時停止としました。この政令は、その事業が公益性があるものと考えられる場合、技術的且つ
立地的代替案が無く、空洞の消滅をもたさらず、自然の地下空洞の保全を確保するための対策と行動
がとれていれば、最大重要な洞窟のような自然の地下空洞での建設を認めていました。STFの決定は、
公共事業の建設や活動、または最重要と分類された洞窟を破壊する許可を抑制することになります。
この決定は予備的なものですが、STFの全体会議で再判断されることになります。

港湾
ANTAQ（国家水路運輸庁）、Itajai/SC港のコン
セッションのためのパブリックコメントを開く

ANTAQは、2022年2月24日、Itajai/SC港のコンセッションの技術的及び法的文書改善するために、提
案、付加情報やサゼスチョンを受け取る目的で公開協議を開きました。提案は、オンライン形式のみ
で、2022年4月10日まで送信可能です。入札公告案、契約書ドラフト及びその他の書類は、ANTAQのサ
イトで閲覧可能です。

ANTAQ、Santos港コンテナターミナル賃貸に関するパブリックコ
メントを開催

ANTAQは、2022年3月8日に、コンテナ貨物の取り扱いと保管を目的とするSantos港の多区画内の港湾施
設賃貸に関するパブリックコメントを開きました。契約の見積金額は、25年の期間で、278億レアルで
す。そのターミナルSTS10は、総面積601,101m2になります。提案等の提出は、2022年4月21日までで
す。プロジェクトの文書及びその他の情報は、 ANTAQのホームページ で閲覧できます。

社会インフラ
5国立公園が投資パートナーシッププログラ
ムに認定
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2022年2月7日付け政令10,958号で、PPIに基づき、5つの保存ユニットのコンセッションが認定されました。
それらは、
i) Rio de Janeiro州にあるRestinga de Jarubatiba国立公園
ii) Minas Gerais州にあるSerra da Canastra
国立公園
iii) Minas Gerais州にあるSerra de Cipo国立公園
iv) Minas Gerais州と Espirito Santo州の境界にあるCaparao国立公園
v) Sao Paulo州にあるIpanema国立森林公園
です。

Erechim刑務所複合施設のPPP(官民パート
ナーシップ）関連のパブリックコメント開
かれる

Rio Grande do Sul政府は、2022年28日に、Erechim刑
務所複合施設の建設、現代化と運営ためのPPP関連の公
開協議を開始しました。このプロジェクトと刑務所複
合施設の綿密なスタディは、Rio
Grande do Sul政府がBNDESと共に行ったもので、米州
開発銀行（BancoInteramericano de Desenvolvimento BID）司法公安省（Ministerio da Justica e Seguranca
Publica)に加え、SEPPIの支援を受けています。協議
は、1月28日に始まり、2022年2月26日まで提案を受
け付けていました。入札は2022年下期に予定されてお
り、コンセッションは35年間ですが、その推定投資額
は、当初の2年間だけで1億５千万レアルになります。
このPPPは、最新技術を利用して刑務所複合施設の建
設、設備取り付けやメインテナンスを提供するもので
す。弊所は、このプロジェクトのモデル化の法律顧問
です。

Santa Catarina州幼稚園（creches)のPPP

コンソーシアムCIM-AMFRIは、幼児教育のPPPプロジェ
クトの構築で、FEM-Caixaと契約調印しました。この契
約で、PPP実施のための技術的なスタディと評価を行
ないます。2022年に亘ってスタディが展開され、2023
年にはコンセッションが立ち上げられます。このPPPで
は、現存の60の幼稚園の改修と拡張及び管理やメンテ
ナンスサービスの改善の他に、新たな幼稚園建設が含
まれます。

Belo Horizonteでの新たな社会教育プロジェクト
Ministerio da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos(女性・家族・人権省）は、2022年2月
3日、Minas Gerais州で社会教育プロジェクトを始めました。このプロジェクトは、官民パートナー
シップにより、国の社会教育センター新しいモデル作りを目指しています。これらのセンターでは、
社会で法と衝突している青少年たちの社会復帰を可能にするためのインフラや対応において、革新を
もたらすに違いありません。このプロジェクトの初期段階では、Minas Gerais州にて、90人収容で
きる施設を新たに2件建設されます。

エネルギー
Eletrobrasの民営化が進む
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連邦会計検査院（TCU)は、2022年2月15日、経済財務モデリングの結果、Eletrobrasの資本化の第
1フェーズを承認しました。承認されたモデルでは、670億レアルで資本化出来ると評価されてい
ます。この最初の承認で、連邦政府は、オペレーション実現に向けて次の必要なステップへ進めま
す。プロセスの第2フェーズでは、TCUは市場に売りに出す株式価格を査定しつつ決定し、資本化の
形態を結論づけることになります。連邦政府は、株式の売却は2022年に終えると考えています。更
に、2月22日開催された臨時株主総会では、民営化に伴う定款に対し様々なの変更が承認されまし
た。

ANEEL、電力自由市場開放に関するテクニカルノートを発表
今日、鉱山エネルギー省（MME)より発布された省令第465/2019号によれば、変更されたように、ブラ
ジル電気エネルギー自由市場に参加するには、消費者は1MWの需要がなければなりません。2024年か
らは、ANEELがまだ定めているガイドラインに従って、その要件はもう一度(500kW以下に）引き下げ
られることになっています。ANEELは、上記期限を守るため、2022年1月31日に、テクニカルノート
No.10/2022を発行し、500kW以下の消費者ため、エネルギーの自由市場拡大を可能にするのに必要な
規制措置に関するスタディを発表しました。
ANEELは、自由市場の開放は、ディストリビュータの過剰契約の潜在的リスクを最小限にしつつ、ほ
かの市場関係者の反応を得て、且つ、次のステップに必要な調整が行える方法で、レガシー契約(長
期）の削減との調和を計りながら、徐々にすべきだと理解しています。

2022年の政府の優先課題には、法案414号が含まれる
連邦政府は、2022年2月9日付け連邦官報臨時版に掲載された、ブラジルにおける自由電力市場の拡大
及び開放を扱う電力セクター現代化に関する法案第414/2021号の承認を優先事項と考えています。こ
の法案は、電気エネルギー供給会社間でより競争力のあるオペレーションを生み出せるよう、電力セ
クターの規制枠組みの変更するものです。この法案ぼ目的は、実際、下院で審議中ですが、消費者に
選択権を与え、電気アカウントポータビリティを可能にし、ブラジルのエネルギーマトリックスを多
様化することでおあります。自由市場開放のスケジュール評価のための公開協議開催は2022年の第1
四半期に予定されています。

融資
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2022年の政府の優先課題には、法案第
2646/2022号が含まれます

2022年2月9日に大統領官房公示で発表された2022年の連邦政府の優先立法課題は、法案第2646/2022
号が優先として含まれています。この法案は、インフラの債券発行を扱い、インフラ参加投資ファ
ンド（FIP-IE)、調査・開発・イノべーションにおける集約された経済生産への参画の投資ファン
ド（FIP-PD&i）及びインフラ投資のインセンティブファンド（FI-Infra)に関する規則の変更をしま
す。この法案は、ペーパー発行者に税制上のインセンティブを与え、負債証券の新しいモデル化及び
インフラ債券の創出を見据えています。この件は、上院で審議中です。

保険
高リスク保険に関するCNSP（民間保険国家審
議会）決議に対し異議を申し立て、ADI（違
憲性直接行動〉が提訴される

IMAGE: SCOTT GRAHAM

2022年2月8日、規制当局が契約の解釈方法を変更することで違法に管轄を超えるということで、CNSP
決議第407号に異議を申し立て、労働党（PT)は、ADI第7,074/DF号を違憲提訴しました。2021年4月1
日より発効されているこの規範は、インフラセクターで広く利用されている高リスク保険に適用さ
れ、規制当局の例外的な介入を受けながらも、当事者（保険会社及び保険購入者）の交渉自由度を高
めることをみとめています。

郵便事業
郵政事業（郵便局）のコンセッションに関す
るパブリックコメント
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ブラジル通信省は、2月25日、万国郵便サービスのコンセッション契約公開協議開始を発表しまし
た。提案は2022年4月10日まで送付可能で、2022年3月24日に公聴会が実施された。
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