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１．ブラジル・マクロ経済情勢
（１）経済情勢等（２月発表の経済指標）
（ア）中銀が週次で発表しているエコノミスト等への調査に関して、２月 28 日時点で、GDP 成長
率予測については、2020 年は 2.17%で先週より 0.03%減少、2021 年は 2.50%で先週と変わらず。
インフレ率については、2020 年は 3.19％で先週 3.20％から 0.01％減少、2021 年は 3.75％で先週
と変わらず。
（イ）12 月の鉱工業生産指数（季節調整済み）は、前月比▲0.7%、前年同月比▲1.2%となった（12
ヶ月累積は▲1.1%）
。第４四半期は▲0.6%、下半期は▲0.9%といずれも前年比で減少した。
（ウ）12 月の小売売上高は、市場予測を下回って前月比▲0.1%、前年同月比+2.6%を記録した。
（エ）1 月の拡大消費者物価指数（IPCA）は単月で+0.21%となり、前月比▲0.14%、前年同月比▲
0.94%と下落した。食品及び飲料品の指数が 0.39%と 12 月の 3.38%から大きく下落したことを主因
に 12 ヶ月累計でも 4.19%と前月比▲0.12%。
（オ）全国の失業率（11 月～１月の移動平均）は 11.2％となり、10～12 月の移動平均値から 0.2％
上昇した。
（カ）１月の貿易収支は、17 億 4,500 万レアルの赤字を記録し、2015 年以降ではじめて、１月の
貿易収支が赤字を記録。大豆が 33.2%、トウモロコシが 41%、コーヒーが 12.3%それぞれ輸出減と
なった。
（２）経済政策等
（ア）
伯政府は行政改革、
財政改革及び税制改革の３つを今年の重要施策として取り組むとした。
（イ）2019 年の実質 GDP は 1.1%。名目 GDP は７兆 3,000 億円。2019 年第４四半期の GDP 成長率
は、前期比+0.5%、前年同期比+1.7%。
（ウ）ゲデス大臣は 2020 年のＧＤＰ成長率は 2％以上を期待すると発言。
（３）中銀の金融政策等
（ア）
２月４日及び５日に開催された金融政策委員会にて、
政策金利を 0.25%引き下げ、
年率 4.25%
とすることを決定。政策金利の引き下げは５会合連続。
（イ）次回会合は３月 17 日及び 18 日に開催予定。
（４）為替市場
２月の為替レートは、4.2412～4.491 レアル台で推移。新型コロナウイルス感染拡大に伴う世界
経済成長の減速懸念、企業収益への影響が不安材料となり、中銀のスワップオークションも行わ
れたが、１ドル＝4.5140 レアルと史上最安値を更新。
（５）株式市場
２月のブラジルの株式相場（IBOVESPA）は、102,984～116,674 ポイントで推移。新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴い、全世界的にリスクオフ相場となり、一時 100,000 ポイントを割り込み
99,951 ポイントまで下落。
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２．ブラジル政治情勢
【内政】
（１）連邦議会（第 56 会期２年目）の開会
３日，伯議会第 56 会期２年目の開会に際する式典が開催された。別の用務のため欠席したボル
ソナーロ大統領の演説文が代読されたところ，伯の OECD 加盟へ向けたプロセスの加速が強調され，
税制改革や財政改革法案を含む８件の法案が 2020 年の優先審議法案として挙げられた。
（２）ボルソナーロ政権発足 400 日記念式典
５日，大統領府において，ボルソナーロ政権発足 400 日記念式典が開催された。同大統領は，
国務大臣の出席の下，伯米技術保障協定の公布，アマゾン電力計画に関する法令や先住民保護区
における鉱物資源開発に関する法案等，計６件の文書に署名した。
（３）閣僚の交代
（ア）６日，ホジェリオ・マリーニョ経済省年金労働担当次官が地域開発大臣に任命された。
（イ）13 日，ブラガ・ネット陸軍参謀本部長が大統領府文官庁長官に，ロレンゾーニ文官長は市
民大臣に任命された。
（４）セアラー州における治安維持活動
セアラー州ソブラル市において，シド・ゴメス上院議員がスト中の軍警により銃撃されたこと
を受け，20 日，ボルソナーロ大統領は，同日から 28 日までの間に同州において陸軍の治安維持
活動を可能にする大統領令「法と秩序の保障（GLO）
」に署名した。
【外交】
（１）中国における伯国民の救出
新型コロナウイルス感染が拡大する中，伯政府は，中国在留伯国民を救出する「愛する祖国ブ
ラジルへの帰還」作戦の実施を決定。５日，空軍機２機がブラジリアを出発し，７日に武漢に到
着して伯人等 37 名が搭乗。９日，同２機はゴイアス州のアナポリス空軍基地に到着した。
（２）チャプトヴィチ・ポーランド外務大臣の訪伯
４日，ボルソナーロ大統領及びアラウージョ外相は，ブラジリアを訪問したチャプトヴィチ・
ポーランド外相と会談を行った。同日に公表された「ブラジル・ポーランド宣言」は，自由・民
主主義・市場経済の価値の共有，宗教的自由の擁護及び二国間経済関係等を強調し，「ワルシャ
ワ・プロセス」作業部会のブラジリア開催（下記（３））を歓迎。また，ベネズエラのマドゥー
ロ体制の終焉及び民主制への移行へ向け，国際社会が結束することの重要性が確認された。
（３）ワルシャワ・プロセス作業部会の開催
４～６日，ブラジリアにおいて，中東における平和及び協力のための「ワルシャワ・プロセス」
の人道問題及び難民問題に関する作業部会が開催された。
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（４）ブラジル・パラグアイ経済補完協定及び二国間自動車協定の署名
11 日，ブラジル及びパラグアイ両国は，アスンシオンにおいて経済補完協定（ACE）に署名し
た。同協定は，貿易円滑化，税関協力等について両国の経済貿易分野での統合を深化させる枠組
みであり，ラテンアメリカ統合連合（ALADI）の下でのブラジルとメルコスール各国との既存の二
国間協定網を補完する。また，同じ機会に，ブラジル・パラグアイ自動車協定が署名された。
（５）アルゼンチン及びウルグアイ新外務大臣の訪伯
（ア）12 日，ボルソナーロ大統領及びアラウージョ外相は，ブラジリアを訪問したソラー亜外相
と会談を行った。
（イ）13 日，アラウージョ外相は，ブラジリアにおいてタルビ・ウルグアイ次期外相（注：2020
年３月１日外相に就任）と会談を行った。
（６）アラウージョ外務大臣の外遊
（ア）３日，アラウージョ外相はパラグアイを訪問し，同国のリバス外相と会談を行った。
（イ）19 日，アラウージョ外相はグアテマラを訪問し，同国のブロロ外相と会談を行った。
（ウ）20 日，アラウージョ外相は，オタワで開催された第 18 回リマ・グループ外相会合に出席
した。
（エ）21 日，アラウージョ外相はホンジュラスを訪問し，同国のロサレス外相と会談を行った。

３．トピックス
（１）スポーツ交流イベント「2020 年東京－日伯スポーツ交流－」の開催
2 月 10 日、当館はスポーツ交流イベント「2020 年東京－日伯スポーツ交流－」
（ブラジル市民
省及び同省スポーツ庁による共催）を開催し，スポーツ協力に関する覚書及び柔道協力に関する
覚書の署名式を実施するとともに，東京オリンピック・パラリンピックの PR を行った。
イベントには，オズマール・テーハ市民大臣、デッシオ・ドス・サントス・ブラジルスポーツ
庁長官、レイラ・バッホス上院議員，ジュリオ・セザール・リベイロ下院議員，エスペジード・
ネット下院議員のほか、マルコ・ラ・ポルタ伯オリンピック委員会副会長及びミザエル・コンラ
ード・オリヴェイラ伯パラリンピック委員会会長が出席した。その他，会場には，ブラジル政府
関係者、メディア関係者など約 200 名が参加し，超満員の盛況だった。
山田大使は開会の挨拶の中で，
「日本・ブラジル両国は、選手やスポーツチームの人的交流とと
もに、アンチ・ドーピングとスポーツ医学，障害者・高齢者・女性のスポーツへの参加など、幅
広い分野で協力を進めていきたいと思います」
「柔道については、日本は、伯柔道連盟の協力のも
と、ブラジルの学校カリキュラムの中に柔道が組み込まれるよう、ブラジルの指導者を日本に招
聘したり、日本の指導者をブラジルに派遣したりするなど、必要な協力を行ってきた。これを是
非引き続き推進していきたいと思っております」と述べるとともに，今年東京で開催されるオリ
ンピック・パラリンピックの紹介を行った（山田大使の挨拶についてはこちら）
。
オズマール・テーハ大臣からは，
「今回の署名式を実施できたのは、これまでの日本との歴史的
な協力関係に加え、2016 年のリオ大会から得られた良き結果の延長線にあるものである。今回の
ような協力は、我々の絆を深め、日本人から学ぶうえで有意義であると確信している。
」と挨拶が
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あり，スポーツ協力に関する覚書及び柔道協力に関する覚書に署名をした。
そして，日本からこのイベントのために寄せられた鈴木大地スポーツ庁長官からのビデオメッ
セージが紹介された（鈴木大地スポーツ庁長官のメッセージについてはこちら）
。
署名式の後、藤井裕子・ブラジル柔道男子監督によるブラジルにおける柔道指導活動の紹介の
ほか、東京オリンピック・パラリンピックの PR ビデオの上映，ブラジルのオリンピック・パラ
リンピック選手を迎え入れる日本のホストタウンからのメッセージの紹介や空手のデモンストレ
ーションが行われた。
在ブラジル日本国大使館は、スポーツ分野を通じた日ブラジル間の人的交流の促進と、東京オ
リンピック・パラリンピックの開催の機会を捉えた日ブラジル友好関係の深化に引き続き取り組
む。
（２）在外公館文化事業「和食ワークショップ」の実施
2 月 15 日、在ブラジル日本国大使館は、ミナスジェライス州サンゴタルド市で野原一峰公邸
料理人による在外公館文化事業「和食ワークショップ」を実施し、サンゴタルド慈善文化体育協
会及びアウト・パライーバ農協の日系人 50 名が参加した。
ワークショップでは、野原料理人からニンジンをはじめとする現地の名産品の素材を活かした
レシピを含む全 5 品の紹介があったほか、寿司の握り方や天ぷらの揚げ方などについて実演を交
えた指導が行われました。参加者からは「非常に有益なワークショップだった。今後、各種イベ
ントで今回学んだレシピを活かした食を提供していきたい」との声がありました。
在ブラジル日本国大使館は引き続き、日系社会とも連携しつつ、ブラジルにおける和食をはじ
めとする日本文化の普及を促進して参ります。
（３）日本月間における日本紹介（在リオデジャネイロ総領事館）
２月５日（木）から３月 22 日（日）
，リオデジャネイロ市コヘイオス文化センターにおいて「日
本月間」を開催している。国際交流基金の「グラフィックデザイン７人の巨匠」
，ジャパンハウス
の「DŌ （道） ― 徳の極みへ」
，カレンダーの展示に加え，日本折紙協会のご協力を得て，日
伯折紙アーティストの作品を紹介する。また，生け花，太鼓，折り紙，漫画のワークショップ，
日本映画上映，日伯音楽交流コンサート，日本のテクノロジーについての講演会を実施する。
２月５日（木）に開催された開会式には，大鶴総領事，バストス日伯文化協会会長等出席の下，
太鼓と空手のデモンストレーションが披露され，出席者から好評を博した。
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大鶴総領事挨拶

空手のデモンストレーション

漫画ワークショップ

折り紙展

（４）大鶴総領事ミナスジェライス州訪問（在リオデジャネイロ総領事館）
2 月 11 日（火）から 13 日（木）
，ミナスジェライス州ベロオリゾンテ市及びイパチンガ市を大
鶴総領事が訪問した。
同地では，JICA 及びベロオリゾンテ名誉総領事館共催による日系中小企業 13 社を対象とした
マッチングイベントへの出席のほか，両市に拠点を置く日系企業の担当者らとの意見交換，工場
等視察並びにイパチンガ市日系協会への訪問を行った。

イベントにおける大鶴総領事挨拶

鉄鉱山視察

紙パルプ用ユーカリ苗木の植栽現場視察

イパチンガ市日系協会訪問
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４．大使館からのお知らせ
（１）文化イベント
（ア）「書くことのミメーシス─宮沢賢治と井上有一における風、鷹、熊」講演会（サンパウロ）
日時：３月４日（水）
場所：PUC-SP Campus Perdizes (Sala 333 – Prédio novo) - R. Monte Alegre, 984
内容：文化人類学者である今福龍太教授による、宮沢賢治と書道家の井上有一の「書く」という
身体的行為の原初的な在り方をテーマとした、講演会を実施。
URL：https://fjsp.org.br/agenda/ryuta-imafuku-agenda-saopaulo/
（イ）「私たちは難破者である─震える反響-世界、系譜的思考から群島的想像力へ」講演会（サ
ンパウロ）
日時：３月５日（木）
場所：サンパウロ大学日本文化研究所 - Avenida Prof. Lineu Prestes, 159 Cidade Universitária
内容：文化人類学者である今福龍太教授による、群島的な存在論から日系移民の新しい在り方を
テーマとした、講演会を実施。
URL：https://fjsp.org.br/agenda/ryuta-imafuku-agenda-saopaulo/
（ウ）
「時の瓦礫、時の群島：東松照明の戦後写真における長崎、沖縄、アジア、そしてアメリ
カ」講演会（サンパウロ）
日時：３月５日（木）
場所：モレイラサーレス財団サンパウロ - Avenida Paulista, 2424 Consolação (sala de aula)
内容：文化人類学者である今福龍太教授による、写真家東松照明の作品を起点に、視覚的言語の
可能性に依拠しながら、日本の戦後の状況の新たな視座をテーマとした、講演会を実施。
URL：https://fjsp.org.br/agenda/ryuta-imafuku-agenda-saopaulo/
（エ）日本庭園×プロジェクションマッピング事業（サンパウロ）
日時：3 月 6 日（金）～3 月 8 日（日）と 3 月 13 日（金）〜3 月 15 日（日）
場所：日本館 - Parque Ibirapuera, Portão 3 e 10, s/n Parque Ibirapuera São Paulo
内容：日本文化とスポーツをテーマに、伝統と現代を融合したプロジェクションマッピングを日
本館にて実施。
URL：https://fjsp.org.br/japao-digital/
（オ）写真展「東京ビフォーアフター」講演会（サンパウロ）
日時：2020 年 3 月 14 日（土）
場所：CAIXA CULTURAL São Paulo - Praça da Sé, 111 - Centro, São Paulo
内容：写真評論家である飯沢耕太郎氏が監修した写真展「東京ビフォーアフター」をテーマとし
た、講演会を実施。
URL：http://www.caixacultural.com.br/SitePages/unidade-home.aspx?uid=9
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（カ）写真評論家の飯沢耕太郎講演会（サンパウロ）
日時：2020 年 3 月 15 日（日）
場所：Instituto Moreira Salles IMS Paulista - Avenida Paulista, 2424 - Consolação, São Paulo
内容：森山大道と写真同人誌『PROVOKE』をテーマとした、講演会を実施。
URL：https://ims.com.br/eventos/palestra-de-kotaro-iizawa-ims-paulista/
（キ）ABRAEX 主催セミナー「宇宙技術のブラジル経済・社会の発展への貢献」
（ブラジリア）
日時：2020 年 3 月 19 日（木）
場所：ブラジリア大学工学部講堂
内容：小型衛星等の宇宙技術をはじめとする日伯科学技術協力に関する講演を実施。
日時：２月４日（火）～３月 28 日（土）
火曜日～金曜日 10：30～19：30
土曜日９：00～17：00
場所：国際交流基金サンパウロ日本文化センター図書館 - Avenida Paulista, 52 - 3ºandar, São
Paulo - SP
内容：ブラジルの初等・中等教育機関で日本語を学んでいる生徒を対象に，「東京オリンピック」
をテーマとした「イラストコンクール」を実施し，コンクールに寄せられた 957 作品のうち優秀
賞と努力賞を受賞したものを展示し，柔道，パラ空手，マラソン，漫画に関連するイベントを実
施。
URL：https://fjsp.org.br/agenda/exposicao-desenhos2020-biblioteca/
（２）外務省 海外安全ホームページ
各国の危険情報や安全対策など，
海外赴任，出張及び旅行をする際の留意点が掲載されている。
http://www.anzen.mofa.go.jp/
（３）ブラジル渡航情報
（ア）危険情報
８月２日付で内容を改訂するとともに，一部地域（ロライマ州北部・セアラ州大フォルタレー
ザ圏）を新規に追加したので御確認いただきたい。以下の地域が「レベル１：十分注意してくだ
さい。」となっているので，詳細をホームページで確認いただきたい。
・ブラジリア連邦区（継続）
・サンパウロ州大サンパウロ圏及びカンピーナス市（継続）
・リオデジャネイロ州大リオ圏（継続）
・アマゾナス州大マナウス圏（継続）
・ロライマ州北部（新規）
・パラー州大ベレン圏（継続）
・ペルナンブコ州大レシフェ圏（継続）
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・バイア州大サルバドール圏（継続）
・セアラ州大フォルタレーザ圏（新規）
・エスピリトサント州大ビトリア圏（継続）
・パラナ州大クリチバ圏（継続）
・リオ・グランデ・ド・スル州ポルトアレグレ市（継続）
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html
（イ）安全対策基礎データ
主要各州，都市毎の犯罪発生状況，防犯対策及び滞在時の留意事項等に加え，査証，出入
国審査や大使館，総領事館の緊急連絡先が掲載されている。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_259.html
（ウ）テロ・誘拐情勢
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_259.html
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