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１．ブラジル・マクロ経済情勢
（１）経済情勢等
（ア）中銀が週次で発表しているエコノミスト等への調査（フォーカス調査）によれば，５月 29
日時点で，GDP 成長率予測は，2020 年は▲6.25%で先週より 0.36%減少，2021 年は 3.50%で先週と
変わらず。インフレ率予測は，2020 年は 1.55％で先週 1.57％から 0.02％減少。
（イ）４月の鉱工業生産指数（季節調整済み）は，前月比▲18.8％，前年同月比▲27.2％，12 ヶ
月累積では▲2.9％を記録した。
（ウ）４月の小売売上高は，前月比▲16.8%で先月より 14.3%減，前年同月比▲16.8%と下落した。
（エ）５月の拡大消費者物価指数（IPCA）は▲0.38％。
（オ）全国の失業率（２月～４月の移動平均）は 12.6％となり，前期（11～１月）から 1.4％上
昇した。平均賃金は 2,425 レアル。失業者数は 1,280 万人で，前期比 7.5％増加した。
（カ）５月の貿易収支は 45 億 4,800 万ドルの黒字（前年同月比▲11.1%）にとどまり，５月の貿
易収支としては 1995 年以降最低の黒字を記録した。
（キ）４月の財政収支は▲929 億 200 万レアルで，過去最大の赤字を計上した 2015 年 12 月の 729
億 200 万レアルを上回る赤字を計上した。
（ク）５月の自動車販売台数は６万２千台（前月比+11.3%，前年同月比▲74.7%）であり，５月と
しては過去 28 年間で最少の販売台数となった。
（２）経済政策等
（ア）５月上旬，伯中銀は，個人・中小企業に対する緊急給付支援策による現金不足を防ぐため，
造幣局（Casa de Moeda）に対して臨時の紙幣増刷を指示した。
（イ）20 日，FGV ブラジル経済研究所（IBRE）は，マクロ経済報告書を公表し，2020 年の伯 GDP
成長率予測を前回（▲3.4%）から 2.0%引き下げ，▲5.4%に下方修正した。
（ウ）23 日，連邦歳入庁は，４月のインフレ率を差し引いた歳入総額が前年同月比▲28.9%減少
して 1,011 億 5,400 万レアルとなり，2006 年以降最少となったと発表した。
（エ）27 日，経済省は，マルコス・トロイジョ特別次官が新開発銀行（NDB）総裁に選出された
と発表。
（オ）29 日，経済省は，2020 年第 1 四半期の GDP 成長率を▲1.5％（前年同期比）と発表した。
前回予測の▲1.3％を下回り，農業部門を除く全ての産業部門でマイナス成長となった。
（３）中銀の金融政策等
５月５日及び６日に開催された金融政策委員会にて，政策金利を 0.75%引き下げ，年率 3.00%
とすることを決定。政策金利の引き下げは 7 会合連続。
（４）為替市場
５月の為替レートは，5.34～5.89 レアル台で推移。月の前半は，伯中銀の利下げ決定，米消費
者物価指数の下落及び世界経済の先行き懸念によりリスク回避のドル買いが優勢となり，5.89 レ
アル/ドルへとレアル安が加速。月の後半は，米バイオ医薬の新型コロナウイルスワクチン開発に
関する報道や各国の経済活動の再開による需給改善期待から，レアルが買われて 5.34 レアル/ド
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ルまで上昇した。
（５）株式市場
５月のブラジルの株式相場（IBOVESPA）は，77,557～88,620 ポイントで推移。月の前半は，米
中対立への警戒感や米国失業保険申請件数の低調な結果を受けて，80,000 ポイントを挟んで小幅
な値動きであった。月の後半，欧州での新型コロナウイルスの感染者拡大が減速し，各国で経済
活動再開の動きが現れたことを受けて。株価は３月以降約３カ月ぶりの水準である 88,000 ポイン
ト台後半まで上昇した。

２．ブラジル政治情勢（５月の出来事）
【内政】
（１）新型コロナウイルス対策
（ア）５日，タイシ保健大臣は，保健省定例記者会見に出席し，社会的距離確保措置の有効性に
ついて説明した。
（イ）15 日，連邦最高裁判所（STF）は，マラニョン州，マトグロッソ州及びトカンチンス州の 3
州に関し，ラヴァ・ジャット汚職捜査作戦で回収した資産を Covid-19 対策に使用することについ
て承認した。
（ウ）地方自治体救済法案の成立
27 日，ボルソナーロ大統領が新型コロナウイルス対策に関する地方自治体救済法を裁可し，同
法律が成立した（翌 28 日付官報公布をもって発効）。同法律の施行により，新型コロナウイルス
感染症で財政上の影響を受けた地方自治体（州，連邦直轄区（DF）及び市町村）に対し，連邦政
府は，計 600 億レアルの支援を行うことが可能となる。このうち，100 億レアルは，保健活動や
社会支援のために充てられる。300 億レアルが州及び DF 向け，200 億レアルが市町村向け。
（２）法定アマゾンの違法伐採対策
11 日，伯政府は，法定アマゾンにおける違法伐採及び火災の予防及び抑止のための第二次「緑
のブラジル（Verde Brasil）」作戦を開始する旨発表した。同作戦では，５月 11 日から６月 10
日までの間，副大統領の指揮の下，国境地帯，先住民居住地及び環境保護区等において，環境管
理及び治安機関の支援を目的とした軍隊の動員が可能となる。（注：６月 10 日，伯政府は，作戦
期間を７月 10 日まで延長する旨発表した。）
（３）保健大臣の辞任
15 日，タイシ保健大臣は，記者会見を開き，辞任を表明した（注：６月 22 日時点で，後任は
未定。パズエーロ保健省次官が保健大臣代理を務めている）。
（４）大統領動静
（ア）ボルソナーロ大統領支持デモの発生
３日，
大統領府前の三権広場でボルソナーロ大統領支持デモが開催され，同大統領が姿を見せ，
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デモ隊に声がけした。17 日にも同じく大統領府前でボルソナーロ大統領支持デモが行われ，同大
統領及び 10 名の閣僚が大統領府のスロープ上に集まった。更に，31 日に行われた同大統領支持
デモでは，同大統領は，アゼヴェード国防大臣の同伴により，伯軍ヘリでブラジリア上空を飛行
し，官庁街に展開するデモ隊に手を振って挨拶。その後，DF 警察の騎馬に乗って大統領府前のデ
モ参加者に声をかけた。
（イ）ボルソナーロ大統領による連邦最高裁長官訪問
７日，ボルソナーロ大統領は，ゲデス経済大臣及び企業家を伴い，大統領府から連邦最高裁判
所（STF）まで行進し，トフォリ STF 長官を訪問した。同大統領は，トフォリ STF 長官に対し，社
会的距離確保措置の緩和及び経済活動の再開を求めた。
（ウ）ボルソナーロ大統領の新型コロナウイルス検査結果
エスタード・デ・サンパウロ紙がボルソナーロ大統領の新型コロナウイルス検査結果の開示を
求めた訴訟の第三審に関し（注），同社が STF に上訴したことを受け，13 日，連邦総弁護庁（AGU）
は，陰性結果を示す検査結果を STF に提出した。
（注：8 日，司法高等裁（STJ）は，同大統領に同検査結果の開示を義務づけた第一審及び第二審
判決を覆し，同大統領には開示義務がない旨の判決を下した。）
（エ）閣僚会談ビデオの公開
22 日，セルソ・デ・メロ STF 判事は，モーロ前法務・治安大臣の請求に応じ，ボルソナーロ大
統領が連邦警察に政治的干渉を行ったか否かを明らかにするため，４月 22 日に正副大統領，閣僚
及び公的銀行頭取との間で行われた会談のビデオの公開を決定。同日中，伯国内メディアで同ビ
デオの内容が放送された。
（５）民主主義擁護デモの発生
31 日，サンパウロ市において，民主主義の擁護を掲げるデモが発生した。同デモ隊は，ボルソ
ナーロ大統領支持派のデモ隊と衝突した後，警戒にあたっていた州警察とも衝突した。
【外交】
（１）新型コロナウイルス感染拡大に伴う諸外国からの入国制限
22 日，伯政府は，国籍を問わず，外国人の陸路，空路及び水運による入国を制限する措置を同
日より 30 日間延長する旨の政令第 255 号を公布した。
（２）駐伯ベネズエラ外交団に対する退去命令の差止め
16 日，バホーゾ最高裁（STF）判事は，新型コロナウイルスのパンデミックが収束するまでの
間，伯連邦政府による駐伯ベネズエラ外交団の強制退去命令を差し止める旨の予備判決を承認し
た。
（３）伯の WTO 政府調達協定への加入申請
19 日，パローラ伯寿府代大使は，アゼヴェード WTO 事務局長に対し，政府調達協定（GPA）へ
の加入申請を提出した。なお，中南米諸国で GPA 加入申請を行った国はこれまでで伯のみ。
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（４）NDB 次期総裁選挙結果
27 日，BRICS 構成国の財務大臣から成る新開発銀行（NDB，通称 BRICS 銀行）理事会の臨時オン
ライン会合が開催され，全会一致により，マルコス・トロイジョ経済省貿易・国際問題担当次官
が次期 NDB 総裁に選出された。任期は本年７月より５年間。
（５）新型コロナウイルス感染症に対する伯米間協力
31 日，伯外務省は，保健分野における伯米協力に関する共同声明を発表。同声明によれば，米
国政府は，200 万服のヒドロキシクロロキン（HCQ）を伯国民に提供した。更に，米国政府は，人
工呼吸器 1000 台を間もなくブラジルに送付する由。同日，アラウージョ外相は，200 万服の HCQ
が伯に到着した旨ツイートした。
（６）閣僚の国際テレビ会合出席
（ア）８日，第二次世界大戦終戦 75 周年を記念する国連安保理非公式テレビ会合にアラウージョ
外相が出席し，伯は民主主義及び自由を擁護する旨述べた。
（イ）11 日，アラウージョ外務大臣は，新型コロナウイルスに関する米国主催関心国外相会合に
出席した（伯，米，豪，イスラエル，印，韓の外相及び茂木外務大臣が出席）。
（ウ）18 日，パズエーロ保健大臣代行が第 73 回 WHO 世界保健総会テレビ会議に参加した。同大
臣代行は，新型コロナウイルス感染症犠牲者の遺族に対するブラジルの連帯並びに，診察，医薬
品，ワクチン及び治療のための国際的なイニシアティブ及び協力への伯の支持参加を強調した。
（エ）22 日，ポンテス科学技術革新通信大臣は，伯 EU 間の科学，技術及びイノベーション分野
における連携活動の促進対話に関するテレビ会議に出席し，双方が新型コロナウイルス対策につ
いて協力していく旨発表した。同協力枠組において，伯及び EU の研究者が新型コロナウイルス対
策に関するプロジェクトに共同で取り組む予定。
（オ）26 日，アラウージョ外務大臣は，EU 及びスペイン政府主催の「ベネズエラ避難民に関する
テレビ会合」に出席した。同会合に参加した 40 か国及び国際機関は，総額 25 億 4400 万ユーロの
支援パッケージを立ち上げた。

３．トピックス
（１）新型コロナウイルス関連
（ア）７日，連邦直轄区政府は，条例で営業が停止されていた商業施設の営業停止期間を，同日
付条例により，更に５月 18 日まで延長した。（注：16 日付条例により，更に期限を定めずに延
長された。）
（イ）22 日，ブラジル政府は，ブラジルへの陸路，空路及び水運による外国人の入国を，国籍に
関わらず制限する措置を 30 日間延長する旨発表した（同日付政令で施行）。
（ウ）26 日，連邦直轄区政府は，経済活動再開に関する条例（26 日付施行）を公布した。
［主な改正点］
・ショッピングセンターは，定められた安全措置を講じた上で，５月 27 日以降，13:00 から 21:00
までの営業を新たに許可。
・活動が停止されない産業・サービスは，業種によって３つのカテゴリーに分けられ，それぞれ
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に営業時間を設定。
・教育機関における「対面の」教育活動は，期限を定めずに引き続き停止。
・イベント，スポーツイベント，映画館・劇場，スポーツジム，博物館・公園，ナイトクラブ，
飲食店（デリバリーを除く），美容院，理髪店などの活動は，期限を定めずに引き続き停止。
（２）ブラジルからの渡航者の米国入国禁止措置
25 日，米国政府は，ブラジルからの渡航者（過去 14 日以内にブラジル滞在歴のある者で，米
国籍者・市民権保有者等を除く）の米国入国を禁止する措置（24 日発表）の発効５月 26 日 23 時
59 分（米東海岸時間）に前倒しする旨の修正を発表した。
上記修正措置の発効後は，米国内の空港で入国手続きを必要とする航空機の乗り継ぎはできな
くなり，第三国からブラジルの空港内で国際トランジットを行なって帰国する場合にも同様の制
限が適用される。
（３）山田大使とエドゥアルド・ボルソナーロ下院議員との意見交換
５月 26 日，山田大使は，来館したエドゥアルド・ボルソナーロ下院議員と日ブラジル関係及び
新型コロナウイルス対策等につき意見交換を行った。
（風通しの良い屋外で，十分な距離をとり，
近接接触を避ける形で実施。）
山田大使からは，基本的価値を共有する両国の関係を更に強化していきたいと述べた。エドゥ
アルド・ボルソナーロ下院議員からは，昨年６月の G20 大阪サミットの際，父ボルソナーロ大統
領に同行して訪日し，その際の日ブラジル首脳会談の内容が非常に良かった等と述べるところが
あった。その他，両国が協力可能な分野等について意見交換を行った。

（４）「日本人移住の日」関連
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（ア）６月 18 日，山田大使は，「日本人移住の日」を記念して，「日本ブラジル移住の日に，両
国の絆を祝うことが必要」とのタイトルの下，フォーリャ・デ・サンパウロ紙に寄稿を行った。
同寄稿文は以下のリンクから閲覧可能。
（原文）
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/no-dia-da-imigracao-japonesa-no-brasil-e-p
reciso-celebrar-lacos-entre-paises.shtml
（日本語）https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100065889.pdf
（イ）６月 18 日，伯日議連（会長：ニシモリ連邦下院議員）の主催で，日本人ブラジル移住 112
周年を記念する動画がオンラインで配信された。同動画には，日本政府からは，麻生太郎副総理
（日伯議連会長）（河村建夫議員（日伯議連事務局長）も同席），及び山田大使が参加した。同
動画は以下のリンクから閲覧可能。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00138.html
（ウ）６月 18 日，ジュリア・ルーシー連邦区議員の主催で，日本人ブラジル移住 112 周年を記念
するイベントがオンラインで開催された。同イベントには日本政府を代表して山田大使がライブ
で参加した。その模様は以下のページで閲覧可能。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00140.html
（エ）６月 18 日，在クリチバ総領事館は，日本人ブラジル移住の日に合わせて，本年の日本人ブ
ラジル移住 112 周年及び兵庫パラナ姉妹都市 50 周年を祝賀する特別動画を作成し，フェイスブッ
ク上で配信した。動画では，高木総領事による挨拶の他，「移民の父」水野龍のご子息である水
野龍三郎氏，ニシモリ下院議員，アベ・パラナ州議会議員等による祝意メッセージ，クリチバ若
葉太鼓による和太鼓演奏等を放送し，配信直後に１万件を超える再生数を記録した。オンライン
上ではあったが，本件動画の配信には，パラナ州日系社会からも多くの好評が寄せられ，本年の
移住の日を幅広く祝賀することに資した。

水野龍三郎氏のメッセージ

クリチバ若葉太鼓の演奏

（５）「国際日系デー」関連
６月 20 日，ブラジル日本文化福祉協会の主催で，「国際日系デー」を記念するイベントがオン
ラインで開催された。同イベントには，日本政府からは，鈴木馨祐外務副大臣が冒頭，ビデオ・
メッセージで参加したほか，山田大使がライブで参加し挨拶を行った。その模様は以下のページ
で閲覧可能。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00143.html
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４．大使館からのお知らせ
（１）文化イベント
（ア）「Eu Na Fundação Japão」ウェブ写真コンテスト
日時：作品募集締切は 2020 年６月 20 日まで
場所：以下国際交流基金サイト
https://fjsp.org.br/agenda/todos-juntos/
内容：インスタグラム上で，#EuNaFJSP というハッシュタグにてブラジルでの国際交流基金事業
の写真を募集する写真コンテスト。６月 25 日に優秀な５作品を発表する。
（イ）「TODS JUNTOS」ビデオ・メッセージ発信事業
日時：毎週２回発表―2020 年 7 月頃までの予定
場所：以下国際交流基金サイト及びＳＮＳ上。
https://www.youtube.com/channel/UCBVCV7jgQZacAP78Ng_DTVA
https://fjsp.org.br/agenda/todos-juntos/
内容：上記 YOUTUBE チャンネルにて，国際交流基金事業に関わりのある専門家からのメッセージ
を発表する事業。
（ウ）紙芝居紹介事業
日時：既に発表済
場所：以下国際交流基金サイト及びＳＮＳ上。
https://fjsp.org.br/agenda/kamishibai-fundacaojapao/
内容：ブラジルでも盛り上がりつつある紙芝居文化を紹介する事業。
（エ）本の紹介事業
日時：毎月１回月初に発表
場所：以下国際交流基金サイト及びＳＮＳ上。
https://fjsp.org.br/destaques-da-biblioteca/
内容：基金の図書館に所蔵されている図書，視聴覚資料を紹介する事業。
（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）

-8-

・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）
・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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