
※1企業より複数の参加者がおられる為、回答者数（11件）ではなく、回答企業数（9社）をベースに集計結果を示す。

参加企業所属部会

大分類

小分類（複数回答可）

運輸サービス コンサルタント 機械金属 貿易 建設不動産

業種分類

2 社(22,2%) 2 社(22,2%) 3 社(33,4%) 1 社   (11,1%) 1 社    (11,1%) 9 社 (100%)

合計

I－貴社概要

PORTO DO AÇU港見学会に関するアンケート調査
＜見学会：2018年11月28日(水）～29日(木）＞

≪回答用紙—まとめ≫
参加企業計9社(11人参加）。

はじめに

当会議所は今年4月に輸出加工区（ZPE）の成功例ともいえるセアラ州ZPEへの見学会を実施したが、今回

はリオデジャネイロ州に位置するアス―港（PORTO DO AÇU）港への見学会を行った。

2014年に操業を開始したアス―港はブラジル国内で唯一100%民間企業により運営されている港である。

全面積130平方キロメートルの敷地内には合計6千5百人の雇用となる11社が現在事業を行っている。

港として各種ターミナルを備えているが、現在建設を行っている火力発電所（第1基は2021年に、第2基

は2023年にトータル3GWの発電で稼働開始予定）、また工業団地としては、TechnipFMC社の石油ガス開

発用フレキシブルホース製造拠点等があるほか、昨年ブラジル連邦政府より認可が下りたZPEが設置され

ている複合コンビナートである。

セアラ州ZPE見学に続き、進出企業にとって大きなビジネスポテンシャルを秘めるアス―港の見学が実現

、参加者の意見や声を集約するべく、本アンケートを実施した。

回収：9社（11人）。

サービス業 製造業 商業 合計

5 社 (55,6%) 3 社  (33,3%) 1 社     (11,1%) 9 社  (100%)

回答数 1 （8％）

回答数 1 （8％）

回答数 1 （8％）

回答数 1 （8％）

回答数 1 （8％）

回答数 2 （15％）

回答数 2 （15％）

回答数 2 （15％）

回答数 2 （15％）

その他：法律業

建設業

鉱業

業務用機械器具

電気機器

生産用機械器具

輸送機械器具

運輸業

コンサルタント業
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現地生産

輸入販売

事業形態

※参加者それぞれの意見を纏める為、回答者全員（11人）の回答内容をベースに集計結果を示す。

①  本見学会にご参加して頂いた動機について

② 参加動機に対する満足度について：参加者全員が満足。

回答者全員満足、参加動機が全て満たされている。

③ PORTO DO AÇU側の全体的な受け入れ体制、対応についてご回答下さい。

④11月28日(水曜日)に開催されたセミナーについて。

• セミナーの内容

「非常に良かった」が6割以上、続いて「良かった」が約4割と全てポジティブな回答が得られた。

している していない 無回答

0 7 社(77,8%) 2 社 (22,2%)

している していない 無回答

1社(11,1%) 6 社(66,7%) 2 社 (22,2%)

II－見学会に関する回答

参加者全員の参加動機は「PORTO DO AÇU港についての情報収集」である。

現地法人 支店 駐在員事務所 その他：本店 無回答

7 社  (77,8%) 0 0 1 社  (11,1%) 1 社 (11,1%)

0％

0％

0％

0％

0％

回答数11 （100％）

f.その他

e.ネットワーキング構築

d.観光

c.治安状況の確認

b.投資案件の調査

a.PORTO DO AÇU港についての情報収集

回答数4（36,4％）

a.非常に良かった

回答数5（45,4％）

b.良かった

回答数1

（9,1％）

d.悪かった

無回答

1（9,1％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった 回答なし

回答数7（63,7％）

a.非常に良かった

回答数4（36,4％）

b.良かった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった
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• セミナーの時間配分

• 質疑応答

⑤ 11月29日(木曜日)の見学会における、訪問先での対応について。

8割以上の回答者は「非常に良かった」、「良かった」と回答。役1割の参加者は「悪かった」と回答し、

説明が英語で行われ、プレゼンが日本語だった為、内容が分かりにくかったとコメントされた。その他の

コメントとして、発表資料が事前に参加者に送られていたらもっとproactiveなセミナーになっていたと記

載。

8割以上の回答者は「非常に良かった」、「良かった」と回答。役1割の参加者は「悪かった」と回答した

ものの、半分以上の回答はポジティブだった。

6割以上の回答者は「非常に活発であった」、「活発であった」と回答。役4割の回答者は「普通」と回答

した。

•地上ターミナルT2－石油ガス用ホース製造企業拠点／マルチキャリアターミナル／GNA-Gás Natural 

Açu社建設現場 

• 海上ターミナルT1－石油輸送ターミナル(Açu Petróleo／鉄鋼輸出ターミナル‐Ferroport

7割以上の回答者は「非常に良かった」、「良かった」と回答。1割の参加者は「悪かった」と回答したも

のの、半分以上の回答はポジティブだった。

9割以上の回答者は「非常に良かった」、「良かった」と回答。

回答数4（36,4％）

a.非常に良かった

回答数4（36,3％）

b.良かった

回答数1

（9.1％）

c.普通

回答数1

（9.1％）

d.悪かった

無回答

1（9.1％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった 回答なし

回答数3（27,2％）

a.非常に活発であった

回答数4（36,4％）

b.活発であった

回答数4（36,4％）

c.普通

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に活発であった b活発であった c.普通 d.あまり活発ではなかった e.全く活発ではなかった

回答数5（45,5％）

a.非常に良かった

回答数5（45,4％）

b.良かった

回答数1

（9,1％）

c.普通

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった

回答数4（36,4％）

a.非常に良かった

回答数4（36,4％）

b.良かった

回答数2（18,1％）

c.普通

回答数1

（9.1％）

d.悪かった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった
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• CEVISPA (Centro de Visitantes do Porto do Açu) 

⑥PORTO DO AÇU港の魅力について(複数回答可)

⑦ PORTO DO AÇU港でのビジネスを検討しているか

⑧どのような業種がPorto do Açu港でのビジネスにむいていると思われますか、回答選択肢に〇印を

お付け下さい。（複数回答可）

回答結果としては、石油精製（3割）がAçu港でのビジネスに一番むいている業種と思われる。

回答数2（18,2％） 回答数6（54,5％） 回答数3（27,3％）

「している」が約2割、「今のところ分からない」が5割以上、「していない」が約3割と回答。本視察会

は「今のところ分からない」と回答した企業にとって、AÇU港に今後何らかの形でビジネス検討をしてい

く為の貴重な機会だったと思われる。

今のところ分からない していない

6割以上の回答者は「非常に良かった」と回答。続けて「良かった」が約3割、「普通」が約1割と回答。

Açu港の魅力として「税恩典」、「ロケーション」と「域内の企業へのサプライヤーとしてのビジネス機

会がある」が約8割を示している。

している

回答数 1 （7,6%）

回答数 2 （15,3%）

回答数 3 （23,2%）

回答数 3 （23,2%）

回答数 4 （30,7%）

e.その他

d.当社ビジネスに直接関わらないのでわからない

c.域内の企業へのサプライヤーとしてのビジネス機会がある

b.ロケーション

a.税恩典

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 1 （5％）

回答数 2 （10％）

回答数 2 （10％）

回答数 6 （30％）

記載なし

その他：FSRU （Floating Storage and Regasification Unit）

人材紹介業

農業

建設業

運輸業

生産用機械器具

電気ガス

化学工業

鉄鋼業

鉱業

石油石炭製品

石油精製

回答数7（63,6％）

a.非常に良かった

回答数3（27,3％）

b.良かった

回答数1

（9,1％）

c.普通

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった
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アンケートの集計者：前田カリーナ

この度の視察会に対して、7割以上の回答者は「今回の様に1泊2日がよい」と回答。

⑩本見学会においての主催者(運輸サービス部会)及び会議所事務局の対応はいかがでしたか？

9割以上の回答者は主催者及び会議所事務局の対応を「非常に良かった」、「良かった」と回答。

⑪本見学会をサポートして頂いた旅行会社対応はいかがでしたか？

本視察会をサポートして頂いた旅行会社の対応について、8割以上の回答者は「非常に良かった」と回答

、続けて残りの約2割は「良かった」と回答し、100%ポジティブな回答を得られた。

おわりに

ZPEアスー港コンビナートでのビジネスを検討している企業2社、今の時点では今のところわからない企

業が半数、というアンケート集計結果となっている。

同コンビナート内のZPE地区の開発、建設中の火力発電所の進捗など、今後ビジネス進出を検討をしてい

く上で重要となるアスー港の開発発展を引き続きウォッチして参りたい。

回答数9（75％）

b.2泊3日(観光含む)がよい c.3泊4日(南米諸国)がよい

回答数2（16,7％） 回答数1（8,3％）

⑨今後の見学会企画にあたり参考のために視察スケジュールの過密度や全体の日程についてご意見を伺

います。（複数回答可）

a.今回の様に1泊2日がよい

回答数8（72,7％）

a.非常に良かった

回答数2（18,2％）

b.良かった

回答なし

1（9,1％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった 回答なし

回答数9（81,8％）

a.非常に良かった

回答数2（18,2％）

b.良かった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.非常に良かった b.良かった c.普通 d.悪かった e.非常に悪かった
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