おかげさまで創立 30 周年を迎えました
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◎少しずつ気候も春めいて参りましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。 三信インターナショナルからの
ブラジルニュース第 2 号をお届け致します。 ご意見、ご希望、ご質問などございましたら随時受け付けてお
りますのでどしどしお寄せください。
1. 政治・経済トピック：
◆国軍は自由と民主主義の最後の砦と大統領が演説：
ボルソナーロ大統領は 3 月７日、ブラジル国軍は民主主義の最後の砦だと述べました。
自らも軍人出身の大統領は、当地で行われた海軍の行事で演説し、軍を賞賛したうえで、「自由と民
主主義は、軍が望まなければ存在し得ない」と述べた。
ブラジルは、1964-85 年に軍政の独裁時代を経験、大統領は長年これを擁護する立場を取ってい
ます。反ボルソナ-ロ派は、政権内で軍幹部出身者の役割が増していることに懸念を示しています。ア
ミウトン・モウロン副大統領はブラジリアで記者団に、大統領の発言に脅迫の意図はないとして擁護
し、「大統領は、もし軍が自由と民主主義にコミットしなければ、その価値観は死滅すると言ったもの。
それはベネズエラで起きていることで、同国軍はこの価値観を破壊した。」と語りました。
大統領にとって緊急の優先課題の１つは財政建て直しのための年金改革で、軍幹部出身者らは、
現制度下で大きな恩恵を受けている軍について、例外または保護措置を求めています。しかし大統領
はこの日の演説で、軍も改革を免れないとあらためて説明。「あなたがたに求めるのは犠牲だ」と述べま
したが、それ以上の詳細は明らかにしていません。
(REUTER 記事 2019 年 3 月 7 日付より)
◆ヴァ―レ減産で鉄鉱石の価格高：
2019 年度は世界の鉄鋼メーカーに 2 つの懸念が浮上しています。ブラジルの資源大手、ヴァーレの
減産で原材料となる鉄鉱石の価格が高騰していることと、もう一つは中国の経済成長率が低下し中
国国内で鋼材が余剰になれば、中国産鋼材が輸出に回って国際価格を押し下げる可能性があると
いうことです。
1 月、ブラジルで鉱山のダムが決壊する大規模な事故が発生した影響でヴァーレは 7000 万トン近
い減産になるとみられています。事故のニュースは鉄鉱石の市況を直撃し、今年 4～6 月の船積み
価格は 1 トンあたり 70 ドルを突破しました。事故発生前の 18 年 10～12 月に比べて 2 割超の
上昇となります。
中国は米国との貿易戦争の影響もあり景気が減速しています。中国メーカーは世界の粗鋼生産量
の半分を占める一大勢力で、余剰製品がアジアなどの輸出に向かえば「鉄余り」となり、国際価格が
値崩れを起こしかねません。国際価格は日本国内の価格交渉にも影響を与えるため、日本を含めた
鉄鋼各社の業績に与える影響は大きくなります。
(日本経済新聞 2019 年 3 月 6 日付より)
2. 社会的できごと
◆ブラジル大統領、カーニバルの「放尿動画」投稿が炎上：
ブラジルのボルソナーロ大統領がツイッターに第三者の「放尿動画」を投稿し、波紋を広げています。カ
ーニバルに乗じ羽目を外す国民に苦言を呈する目的でしたが、性的な内容を含んでおり、批判が相
次ぎました。奔放な発言や交流サイト（SNS）の活用で泡沫候補から一躍大統領に上り詰めたボ
ルソナーロ氏ですが、就任後も自粛する気配は見られないようです。

「炎上」したのは大統領が 5 日にツイッターに投稿した動画で、2 人組の男性がタクシースタンドの上
に上り、公衆の面前で尻を見せたり、相方の頭に放尿したりする内容でした。ボルソナーロ氏はそれを
「カーニバル中に街頭で見られる光景」と紹介し、「気持ちの良いものではない」とツイートしました。
(日本経済新聞 2019 年 3 月 7 日付より)
◆FOODEX 2019、3 月 5 日開幕。今年はカシャッサ・ステーションが登場：
3 月 5 日（火）～8 日(金)の期間、幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬 2-1）で、アジア最大級の
食品・飲料専門展示会、FODEX JAPAN2019（第 35 回国際食品・飲料展）が開催されまし
た。以下は MEGA★BRASIL サイトからの引用です。
*************************************************************
今年はブラジルパビリオンに「カシャッサ・ステーション」が設置され、ブラジルの国民的人気ブランドのカシ
ャッサや、ブラジル各地で造られているクラフト・カシャッサが大体的に紹介される。
サトウキビを蒸留して造るカシャッサは、テキーラ、ラム、ウォッカ、ブランデーなどと並び世界でも広く知ら
れている蒸留酒（スピリッツ）だ。
カシャッサの普及団体カシャッサ・カウンシル・ジャパンの麻生雅人主任研究員によると、2018 年の時
点で 77 カ国に輸出されているという。
「ブラジルカシャッサ研究所（IBRAC／イビラッキ）の発表によると、カシャッサの輸出先上位 3 か国は
アメリカ合衆国、ドイツ、パラグアイ。これに続くのがポルトガル、イタリア、フランスとなっています」（カシャ
ッサ・カウンシル・ジャパン 麻生雅人・主任研究員 ）
ブラジルでは国民的人気カクテルのカイピリーニャのベースとしても広く親しまれているが、近年、存在感
を増しているのがクラフト・カシャッサだという。
「個人の酒造家または小規模な蒸留所が丁寧に造るクラフト・カシャッサ は、日本酒でいう純米吟醸
酒のような存在。いわば、純サトウキビ吟蒸酒。蒸留後、添加物も加えず、飲用として高品質な部分
のみを瓶詰めするのが特徴です。カシャッサのアルコール度数はブラジルの法律で 38%～48%と定め
られており強いお酒ではありますが、いいカシャッサは、口あたりが優しくなめらかです」（ 同）
蒸留した酒を木の樽で熟成させることで、琥珀や黄金の色を楽しんだり、気品あるアロマを楽しむの
も、クラフト・カシャッサならではの文化だ。
「ウイスキーやワインの熟成に使う樽でおなじみのオークのみならず、ブラジルの豊かな自然がは育んだ
多種多様な木が樽の材料に使われ、無数の味や香りを楽しむことができるのもクラフト・カシャッサの醍
醐味です」（同）
(MEGA★BRASIL 2019 年 3 月 4 日 <https://megabrasil.jp/20190304_45445/>)
**************************************************************
皆さんも一度このカシャッサ、ご賞味されてみては如何でしょうか。

[FOODEX JAPAN でのカシャッサ展示の模様]

3. ブラジル鶏肉関連：
◆BRF(ブラジルフーズ社)の 2018 年の業績-3 年連続の赤字：
Sadia(サジア)と Perdigão(ペルディガン)の２つの鶏肉ブランドを保有する BRF 社は、第 2 四半
期 6，7，8 月の輸出禁止、食肉不正問題の調査、および経済回復鈍化が事業再編推進に悪
影響を及ぼし、2018 年は赤字決算となりました。 同社は 10 月から 12 月にかけて、アナリストの
平均推定値より 12.5 倍も高い 21 億レアルの純損失を記録しています。 2018 年通年の BRF
の純損失は 44.6 億レアルで、3 年連続でマイナスの結果となりました。 この結果には、アルゼンチ
ン、ヨーロッパおよびタイの資産売却額が同社の簿価よりも低かったことが大きく影響しました。BRF の
経営陣は、為替変動による 8 億レアルの追加会計損失を認め、この損失は同社資産売却が当局
に承認されると見込む次の 2 期の四半期の中で計上されます。 BRF は、債務コスト削減のために
償還期限を延長する戦略を取り、2018 年に資産の売却で 41 億レアルを計上しました。同社
CEO のペドロ・パレンテ氏は、この十年で最も困難な年度の１つを終えた後で資産売却により BRF
のポジティブなサイクルが始動したと述べ、「ネガティブ要因に対処するための調整サイクルが終了し、こ
れから我々には戦略的計画を確実に実行していくことが必要だ。」と語りました。BRF の株価はブラジ
ル時間(2 月 28 日)14 時 6 分に Ibovespa（株価動向）で主要株が 1.65％の下落に対して
4.9％下落しました。ItaúBBA のアナリストであるアントニオ・バヘート氏は報告書の中で、BRF の結
果は「一見したところ良くない。」としています。彼によれば、営業利益の指数である Ebitda は概ね想
定通りであるものの、数多くの課題を抱える中で如何に営業利益を改善していけるかという点が問わ
れるとのことです。課題の中には、BRF が連邦警察による衛生検査の不正疑惑捜査に巻き込まれ、
その後ブラジルの 12 工場に対して執られたヨーロッパへの禁輸措置も含まれます。 BRF は、禁輸措
置により、穀物価格が高騰した時期にブラジル国内で鶏肉と豚肉の供給過剰が発生し、利益幅が
圧迫されたとしています。同社としては、2018 年に 30％上昇した穀物価格は 2019 年には落ち着
くであろうと見ています。ブラジル経済の現状と供給過剰状況を勘案すると、BRF はコスト上昇分を
消費者に転嫁はできない状況です。
(Avicultura Industrial サイト 2019 年 2 月 28 日付記事より)
4. 為替レート：
TTS
ブラジルレアル/円：
US ドル/円：
US ドル/ブラジルレアル：

TTB

30.69 (先週比：▲3.2%)
111.94 ( “ ：▲1.0%)
3.65

26.69 (先週比：▲3.6%)
109.94 ( “ ：▲1.0%)
4.12

(三井住友銀行 EXCHANGE QUOTATIONS 2019 年 3 月 11 日付より)
5.

長短期金利動向：
短期金利(6 ヶ月):
長期金利(1 年):

6.412% (３月 7 日付)
6.558% (
“
)

(先週比： ▲0.001%)
( “
: +0.040%)

(Banco MUFG Brasil S.A. 2019 年 3 月 7 日付)
6. 株価動向：
Bovespa 指数:

95,364.85

先週比 ↑ +761.10 (+0.8%)

(Yahoo! JAPAN ファイナンス 3 月 9 日付)
7. ブラジル面白情報：
(ブラジルの巨大企業紹介 … その 2.)
エンブラエル(航空機)：
1969 年にブラジル国営航空機製造会社として設立された従業員 1 万 7 千名以上を要するブラジ
ル最大の輸出企業です。設立以来 30～75 人乗りクラスの小型旅客機のラインナップで世界中から
多くの受注を獲得し、特に 1972 年に開発された双発プロペラ機 EMB110 バンデランテスは日本を

始め世界中の航空会社に導入され、同社は「ブラジルの誇り」と言われるまでになりました。しかしなが
ら、国営企業としての公務員的気質から赤字状態が続くなど経営上の問題も多く、1994 年に民営
化されました。その後 2000 年代に入って参入した小型ビジネスジェット機分野の E シリーズの成功も
あり、2013 年にはカナダのボンバルディア・エアロスペース社を抜いて、エアバス(欧州)、ボーイング(米
国)に次ぐ世界第 3 位のシェアを持つ航空機メーカーとなりました。
今後も同社の手掛ける小型旅客機は世界中での需要の伸びが予想され、また軍用機の分野でもブ
ラジル空軍使用機の 50%以上を占め、オーストラリア空軍他 20 か国以上の軍隊にも採用されてい
るなど、更に業績の拡大が期待されています。
(出展：Wikipedia, ブラジルのことがマンガで 3 時間でわかる本[明日香出版社]より)
以上

