おかげさまで創立 30 周年を迎えました
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********************************************************************
◎いよいよあと１週間ほどで桜開花のニュースも届くようになってまいりました。春はもう目の前ですね。 三
信インターナショナルからのブラジルニュース第 3 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：
◆ボルソナーロ大統領が訪米、米国と軍事協力拡大へ：
3 月 17 日よりブラジルのボルソナーロ大統領が訪米中で、トランプ大統領とも会談予定が組まれてい
ます。元々、トランプ大統領を敬愛していると言われている同大統領だけに会談の中身が注目されま
す。以下、日本経済新聞からの引用です。
ブラジルのボルソナロ大統領は 17 日から訪米し、19 日にトランプ米大統領と会談する。1 月に就任
したボルソナロ氏は親米路線を推進しており、米国との軍事や通商面での協力拡大を進める。ブラジ
ルの北大西洋条約機構（NATO）協力国入りや混乱が続くベネズエラ情勢を協議するほか、2 国
間の貿易拡大に向けた取り組みも進める。
ボルソナロ氏は 17 日夕方（日本時間早朝）にワシントンに到着し、ツイッターに「久々に反米では
ないブラジルの大統領がワシントンに到着した。ブラジルがずっと望んでいた、自由と繁栄のパートナー
シップの始まりだ」と投稿した。公式日程によると、18 日に全米商工会議所のイベントに参加した後、
19 日にホワイトハウスでトランプ氏と会談する。
ブラジルでは 2003 年に誕生し 16 年まで続いた左派政権が米国と一定の距離を置き、ベネズエラ
など南米の左派国との連携を深めていた。ボルソナロ氏は歴代の左派政権の外交戦略を「誤りだっ
た」と断言し、米国と密接な関係を築く方針を表明している。
ブラジルメディアによると、今回の首脳会談ではブラジルの NATO 協力国入りに向けた議論を開始す
るほか、独裁政権が続く南米ベネズエラのマドゥロ政権に対する圧力強化について話し合うという。ま
た、ボルソナロ氏はブラジル軍が管理する、アルカンタラ射場を米国企業に開放することも提案するとし
ている。同射場は赤道に近く、燃料を節約できるため、米国の宇宙産業にとって後押しとなる。
(日本経済新聞 2019 年 3 月 18 日付記事より)
◆サンパウロ州内の工業企業、2019 年は 45%が資金調達しないとの回答：
サンパウロ州工業連盟（Fiesp）の調査によると、州内の工業企業の 45%が 2019 年内に資金
調達を行わない予定との結果が出ているそうです。多くがブラジル経済回復の様子見姿勢であること
が伺えます。 以下、サンパウロ新聞記事の引用です。
ブラジルの消費、経済の中心地であるサンパウロ州で工業に従事する企業各社の資金調達意欲が
しぼんでいる。
15 日付伯メディアによると、サンパウロ州工業連盟（Fiesp）が同日発表した調査結果は、同州
内の工業企業の中で資金調達意欲があるのは全体の 4 分の 1 にも満たない少数であることを示し
ている。そして、資金調達意欲を持つ企業の中では、設備などへ投じるための資金よりも運転資金を
求める企業の方が多い。

同調査は 2018 年の末にサンパウロ州内の工業企業 513 社に対して実施された。この 513 社の
中で 19 年に資金調達を行うとの考えを示したのは 24.1％で、それを大きく上回る 45.1％は資金
調達を行わないと回答、「まだ分からない」と答えた企業は 27.7％だった。残りの 3.1％は回答しな
かった。
(サンパウロ新聞 2019 年 3 月 16 日付記事より)

2. 社会的できごと
◆サンパウロ郊外の学校で銃乱射事件、8 人が死亡：
サンパウロの学校で銃乱射事件が発生、自殺した犯人 2 人を含む 8 人が死亡、10 人以上が負傷
という痛ましい結果となってしまいました。
時事通信の記事によりますと、この主犯の 17 歳の少年は、1999 年に米国で起こった「コロンバイン
高校銃乱射事件」を模倣したとみられることがその後の警察の捜査で判明したとの事です。以下、時
事通信記事からの引用です。
ブラジル・サンパウロ郊外のスザノ市(※)の中高一貫校で１３日に起きた２人組による銃乱射事件
で、主犯の元男子生徒（17）が 1999 年に米国で起きた「コロンバイン高校銃乱射事件」を模倣
したとみられることが 14 日、警察の調べで分かった。スザノ事件では８人が死亡。犯人２人は自殺
した。
サンパウロ州警は「２人は社会からの疎外感を強めていた。コロンバイン事件の（犯人の）ように残
酷になれることを示し、彼らよりも世間から認められたかったようだ」と指摘。地元メディアは警察の話と
して、元生徒はコロンバイン事件の犠牲者 13 人を上回る人数の殺害を計画していたと報じた。
（時事通信ニュース 2019 年 3 月 15 日付記事より）
(※三信インターナショナル註：スザノ市は日系人の非常に多く住んでいるところです。)
◆ブラジル政府、日本含む 4 か国のビザ免除
我々日本人にとって大きなニュースが入ってきました。今年の 6 月 17 日以降はブラジルへの渡航ビザ
申請の必要がなくなるとのことです。ブラジルがより近くなりますね。 以下、日本経済新聞からの記事
引用です。
ブラジル政府は 18 日、日本や米国など 4 カ国の国民に対し、観光や短期商用の査証（ビザ）を
免除すると発表した。これまでブラジルは相互主義の観点からこれらの国のビザ無し滞在を認めてこな
かったが、1 月に就任したボルソナロ大統領が方針を転換した。
ボルソナロ氏の訪米に合わせて発表した。6 月 17 日以降、日本、米国、カナダ、オーストラリアの 4 カ
国を対象に、観光や短期出張の際、ビザなしで入国できるようにする。ブラジルにはリオデジャネイロや
イグアスの滝など世界的な観光地も多く、外国人観光客の増加につなげる狙い。
今回の決定は、ブラジルに進出する日本企業にとっても追い風となりそうだ。ブラジル日本商工会議
所の土屋信司会頭（三井物産）は「両国の人的資源の往来を活性化させ、日伯の更なる連携を
深め両国の貿易投資を飛躍させる大きな第一歩だ」と、今回の決定を歓迎した。
(日本経済新聞 2019 年 3 月 19 日付記事より)

3.

ブラジル鶏肉関連：
◆サウジアラビアの輸入減少で、中国がブラジル鶏肉の主要市場へ
サウジアラビア市場でブラジルの鶏肉が強かった黄金時代が終わりそうな気配です。サウジはブラジル
鶏肉を輸入した最初の国であり、1974 年以来主要購入国となってきましたが、2018 年には購入
量が 20％以上も減少しました。この年初 2 か月間のサウジアラビアへの輸出は 2018 年の 1 億
6,955 万ドルに対して 21.3 パーセント減の 1 億 3,325 万ドルでした。サウジアラビは今年 1 月に
33 のブラジルの食肉処理場をハラールチキン輸出のリストから削除しました。それまで、ブラジルにはサ
ウジアラビアに輸出可能な 58 の処理場がありましが、実際にハラールチキンをサウジアラビアに出荷し
ていたのは 30 処理場だけでした。新しいリストでは、この処理場数は 25 まで減少しました。アラブ市
場関係筋によると、サウジアラビアへの売上の減少は食料安全保障の観点から採用された内部措置
によるものであるとしています。これは、国外生産への依存度を下げ、国内市場の活性化を意図して
いることを意味します。ブラジルのハラールチキンのもう一つの主要な消費者であるアラブ首長国連邦
は、ほぼ同じ量の肉を買い続けています。ブラジルのムスリム協会連盟（Fambras Halal）の会
長、Mohamed Hussein El Zoghbi によれば、サウジアラビアによる処理場の非認定の問題は技
術的な不適合によるものであるが、それらはすでに解決されている。しかし、彼はまた、サウジアラビアの
国内生産を強化することへの関心を指摘しています。 「彼らも生産力はあるが、もちろんそれは需要
を満たしていない。おそらく[非認定]は、国内産業を強化するためのメカニズムであり、ブラジルを含む
すべての国が国内市場の防衛のためにこれをしている "と彼は言います。ブラジルの鶏肉の 4 番目の
消費者であるアラブ首長国連邦は年初 2 ヶ月間で(ブラジル対外輸出の)11％を占めました。数量
は昨年と同等で、2018 年には 9,150 万ドル、今年は 9,168 万ドルでした。アラブ首長国連邦
は、ブラジルで生産された生肉を購入して、その後付加価値を高め、他のハラールチキン消費国に輸
出することを特徴としています。
中国の成長
サウジアラビアのシェア現象の影響を最小限に抑えるために、ブラジルの企業は中国に目を向けてもら
おうと期待しています。中国への輸出は毎年進展しています。 2018 年には、中国への売り上げは
5％増加し、7 億 9,970 万ドルになりました。その量は、サウジアラビアへの鶏肉の輸出の、8 億
8,381 万ドルとほぼ同じになります。その結果、この二か国で各々ブラジルの海外向け鶏肉の 14％
を占めています。2019 年初 2 ヶ月で、中国は初めてサウジアラビアを抜き、ブラジルはすでに 1 億
3,930 万ドルの鶏肉を中国へ出荷しました。ブラジル製品へのアンチダンピング関税にもかかわらず、
2017 年の 1 月と 2 月に比べ 7.2％増加しました。この結果、中国がブラジル産鶏肉の第一の市
場となり、16％のシェアを占めました。養鶏産業が水曜日(13 日)に発表したレポートによると、市場
の見通しは、中国が大きな損失を招いた豚肉生産の代替として、より多くの鶏肉を購入し続けるだろ
うとのことです。中国は、昨年適用されたアンチダンピング関税からすでに 14 のブラジル産業を免除し
ています。ラボバンクによると、中国の鶏肉輸入は 5％の増加が期待されています。ロシアとウクライナ
が 2018 年にブラジルの競合相手として浮上しましたが、シナリオはブラジルに良い方に向かっていると
銀行は指摘しています。
(Avicultura industrial.com.br サイト 2019 年 3 月 14 日付記事より和訳)

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：

31.24 (先週比：+1.8%)
111.94 ( “ ：+0.6%)
3.60 ( “
:▲1.4%)

TTB
26.69 (先週比：＋2.1%)
109.94 ( “ ：+0.6%)
4.12
( “ : ▲1.5%)

(三井住友銀行 EXCHANGE QUOTATIONS 2019 年 3 月 18 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):

6.383% (３月 15 日付) (先週比： ▲0.029%)
6.558% (
“
) ( “
: ▲0.130%)

(Banco MUFG Brasil S.A. 2019 年 3 月 15 日付)
6. 株価動向：
Bovespa 指数:

99,993.92

先週比 ↑ +3,771.89 (+4.0%)

(Yahoo! JAPAN ファイナンス 3 月 19 日付)

7. ブラジル面白情報：
(ブラジル企業列伝 … その 3.)
◆ペトロブラス（石油資源）
正式社名は Petróleo Brasileiro S.A.で 1953 年にブラジル政府が石油の採掘、生産、供給と
いう 3 本柱を目的に公社として設立、その後、1974 年リオデジャネイロの北 130km にカンポス油田
を発見したことが大躍進の原動力となりました。1992 年には、国際組織「海洋技術開発協議会」が
ペトロブラスの持つ深海採掘技術を世界最優秀と認定し、サンタカタリーナからエスピリトサントにかけて
5~7,000m の深海に広がるプレサル(厚さ 2000m の塩の層の下にある岩盤)と呼ばれる地層に良
質、大量の油田の存在を発見したり同様の油田をアフリカでも開発するなどして発展を遂げました。
2014 年の売上高は 1,436 億 5 千 7 百万ドル(約 15 兆 8 千億円)に上り、ペトロブラスの石油
開発によりブラジルは 2006 年に石油輸入国から石輸輸出国への転身を果たしたのでした。
本社ビルはリオデジャネイロにあり、サイコロを支柱に乗せたような独特の建物であることから「ペトロブラ
スの社員が全員出社したら本社ビルが倒れる」というピアーダ(ブラジルジョーク)もあるほどです。
(出典：ブラジルの事がマンガで 3 時間でわかる本[明日香出版社]、Wikipedia)

(ペトロブラス本社 Wikipedia サイトより)

8. ひと口メモ：
◆賞味期限と消費期限の違い：
賞味期限とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この
「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことを示します。スナック菓子、カップめ
ん、缶詰、ボトル飲料など比較的傷みにくい食品に表示されています。(製造後 3 ヶ月以上もつもの

は「年月」のみ表示される場合もあります。) この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではあ
りません。色やにおい、味などをチェックして異常がなければ、まだ食べることができます。
消費期限とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この
「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のことを示します。お弁当、サンドイッチ、生菓子など傷みや
すい食品に表示されています。概ね 5 日以内が多くなっています。この期限を過ぎたら食べない事が
勧められています。
但し、消費期限も賞味期限も袋や容器を開けないで、書かれた通りに保存していた場合の安全やお
いしさを約束したものです。一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。
(出展：農林水産省ホームページ 消費期限と賞味期限
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html より一部引用、要約)

なお、消費者庁ホームページでの解説によりますと、従来「食品衛生法」と「JAS 法」で消費期限、品
質保持期限(賞味期限)の表示に関する規定が示されていましたが、2003 年(平成 15 年)に品質
保持期限は「賞味期限」に統一することが決められ、2005 年から本格施行されています。
以上

