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ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響
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ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響

１．感染状況
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感染者数と死亡者数の推移 4

（出所）ミナスジェライス連邦大学
ジョンホプキンス大学

5/22

2万人以上/日
感染者数

5/6

1万人以上/日
感染者数

2/26

第1感染者

連邦政府
緊急事態宣言
（2月6日）

サンパウロ州
外出自粛・営業規制開始

（3月24日）

サンパウロ州
外出自粛・営業規制
（1回目延長）
（4月22日）

サンパウロ州
外出自粛・営業規制
（2回目延長）
（5月11日）

3/17

初の死亡者

3/27

クロロキン
各州配布開始

5/5

500人以上/日
死亡者数

5/19

1,000人以上/日
死亡者数
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923,189

45,241

世界第２位

世界第２位

6月16日現在

https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


ブラジルにおける1日当たり感染推移 5

（出所）保健省
ジョンホプキンス大学（回復者数のみ）
ミナスジェライス連邦大学
全国保健局審議会（CONASS）

感染死亡者数（6 月8日現在）

累積（C） 新規

45,241 1,282 

感染致死率（C/A％）

4.9％

1日当たり感染死亡者通報数

1日当たり感染確認者通報数
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感染確認者数（6月16日現在）

累積数（A） 新規

923,189 34,918

回復者数（B） 感染者数（A-B）

487,044 436,145

州別新型コロナウイルス感染分布

感染死亡者数
感染確認
者数

53%は回復

サンパウロ、
リオ、北部・
東北部諸州で
感染が多い

増加ペース
鈍化か？

増加ペース
が鈍化

https://covid.saude.gov.br/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19/
http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/


6
1日当たりCOVID-19感染確認者数
（7日間平均値）の推移

（感染確認者数が30人に達した日からの日数）

（人）

人口1,000当たりCOVID-19検査総数

（2020年6月8日現在）

人口10万人当たりCOVID-19検査総数

（2020年5月28日現在）

（出所）欧州疾病予防管理センター（ECDC）
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中南米各国は感染確認数増加ペー
スが遅い⇒感染ピークに時間

欧米
中南米

ブラジルの感染検査は確かに
少ないが、日本や途上国並み

（6月12日付G1サイト記事）

ブラジルは未だ新型コロナ感染検査
数が圧倒的に少ないことを指標が示
す：専門家は暗闇の中にいると語る

増加ペース鈍化
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1日当たりCOVID-19感染死亡者数
（7日間平均値）の推移

（人）

ブラジルの1日当たり感染
死亡者数の増加ペース鈍化

中南米各国は感染死亡者増加ペー
スが遅い⇒感染死亡ピークに時間

ボルソナーロ大統領は感染死亡者統計
の改善を求める

〇感染死亡日ではなく通報日ベース
〇ブラジルの死亡登録手続き期限：死亡後15日まで
⇒1日当たり感染死亡者数に過去の死亡者数も
⇒（TVバンジニュース）5月11～17日の平均915人

をピークに低下基調と報道。

（出所）欧州疾病予防管理センター（ECDC）
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（感染死亡者数が５人に達した日からの日数）
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ブラジルの感染死亡率は低下傾向

ブラジルの感染死亡率は
日独並みに

COVID-19感染死亡率のの推移

欧州で高い感染死亡率

（出所）欧州疾病予防管理センター（ECDC）
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感染状況
 ①保健省 （ブラジルの感染状況）https://covid.saude.gov.br/ ＊6月6～8日に累計数の公表中断。

 ②全国保健局審議会（CONASS、ブラジルの感染状況）http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/

 ②ジョンホプキンス大学 （世界の感染状況） https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 ③ミナスジェライス連邦大学（感染ピーク・収束予測）https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19/

9

感染確認者ピーク： 6月13日ごろ
感染確認者収束 ：9月15日ごろ （6月16日時点予測）

感染死亡者ピーク予測： 6月3日ごろ
感染死亡者収束：10月25日ごろ （6月16日時点予測）
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https://covid.saude.gov.br/
http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://dest-ufmg.shinyapps.io/app_COVID19/


サンパウロ州の感染確認・死亡者数・ICU占有率
10

（出所）サンパウロ州政府

感染確認者数
（累計数）

感染確認者数

（1人当たり）

感染死亡者数

（1人当たり）

病院の占有状況

サンパウロ州全体 サンパウロ都市圏
占有

サンパウロ州全体
空き 空き占有

ICU ICU病棟 病棟

感染確認都市数

都市別感染状況

都市 感染
者数

死亡
者数

感染死
亡率6月16日現在
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過去最高を記録

https://www.seade.gov.br/coronavirus/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=boletim-completo
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ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響

２．感染防止政策
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ブラジルにおける感染防止対策に伴う規制の現状

連邦政府：必需産業を拡大 一部州政府・市：営業規制

連邦政府政令（4月28日第10,329号）タイヤ販売、製品・サービス開発、
高速道路や道路で必要な商品・サービス供給、車両レンタル、インフ
ラ機械・設備、一般機械器具、化学品等、製鋼・アルミニウム・、ガ
ラス生産、鉱業・天然ガス、電力など。

連邦政府政令（5月7日第10,342号）製造業、建設業

連邦政府政令（5月11日第10,344号）美容院、理容店、ジム

★最高裁（STF）決定：州・市が当該業種活動を規制している場合は
州・市の措置を優先

 医療崩壊リスクの低い州・市では経済活動を再開（リオグランデ
ドスル州、サンタカタリナ州、パラナ州など）

 SP州：必需業種除く営業禁止措置継続（5月末期限）

⇒6月からの段階的な経済活動再開

陸・空・水路の外国人入国禁止措置継続
大統領府官房庁令（5月22日付第255号）
3月22日～4月2日にかけて開始した陸路・水路・空路による
非居住者の入国禁止措置を5月22日～6月20日まで30日間延長。

事業活動規制

医療崩壊リスク高い都市部で外出自粛等規制が継続

感染増加が続き医療崩壊リスクが高いサンパウロ州、リオデジャ
ネイロ州、北部・東北部諸州などで外出自粛等が継続。

州・市で外出時等でのマスク着用義務化進む。

 SP州行政令（5月4日64.959号）公共スペースでのマスク着用義務化
（罰則あり）。感染急増が続いていることを理由に10日期限の外出
自粛措置を6月15日まで延長。

 SP市（5月11日）市内全域を対象に車両運転規制を導入。運転可能
車両はナンバープレート末尾番号が偶数車両は偶数日のみ、奇数車
両は奇数日のみ。

⇒17日撤廃（通常の通勤時車両運転規制を復活）

行動・生活規制

モノの輸出入は原則自由
法律（4月23日第13,993号）パンデミック期間中は医療衛生用品の輸出禁
止。人工呼吸器、医療用ベッド、医療用モニター類、防護用具（EPI）等。
ANVISA （4月24日）COVID19治療に使用する医薬品・同原材料・半製
品・バルク製品の輸出禁止。輸出事前承認対象医薬原材料（計22品目）
ANVISA（5月14日）衛生対策が集中して停泊数増加。沖合で30隻の船舶
が停泊。

ヒトの出入国規制 モノの輸出入規制
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医療崩壊を懸念

ブラジル社会を２分する感染隔離政策をめぐる対立

州内地域別感染警戒レベルに応じた経済活動再開へ（ただし、再開条件は州・市によって異なる）
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連邦政府
ボルソナーロ大統領
ゲデス経済相

一部州政府・市
ドリアSP州知事

ビッツェル・リオ州知事

経済・生活崩壊を懸念

リスク者のみ外出規制主張
必需産業を積極的に拡大
早期経済活動再開

広範囲な外出規制
営業規制解除に慎重
段階的経済活動再開

2021年末まで公務員給与引
上げ凍結（約△1,300億レアル）

財政支援法（PLP39/2020）
（最大1,200億レアル）

2020年公共財政赤字7,087億レアル
（GDP比9.9％*）

2020年対内総債務93.5％*

低所得、若中年、自営業、社会弱者
2~４月失業率12.6%。3~4月110万人求人減

（4月86万人過去29年で最悪）

高所得者・高齢者
安定雇用従業員

マンデッタ保健相解任

タイシ保健相辞任

意見対立

最高裁、州・市措置の維持を決定

自治体への財政支援予算で対話

事実上、感染防止措置は自治体権限

低 高
①社会的距離、②重症リスク者限定感染隔離（垂直隔離）、③広範囲感染隔離、④ロックダウン（都市封鎖）

自
治
体
に
よ
る
地
域
別
感
染
レ
ベ
ル

に
応
じ
た
経
済
活
動
再
開
の
普
及

本当にボルソナーロ大統領のせいで感染が拡大したのか？

対外債務
国債発行
35億ドル

財政赤字

拡大

*（出所）2020年5月22日COVID19対応行動報告書

2020年GDP成長率4.7%と仮定

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf


14感染隔離政策に伴う自宅滞在率の推移

（出所）グーグルCOVID-19コミュニティ・モビリティ・トレンド
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2020年6月8日

●ペルー 33％

●チリ 22％

●アルゼンチン 18％

●ブラジル 12％

●英国 10％

●日本 5％

●米国 4％

●ドイツ 3％

（ー）

（＋）
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ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響

３．コロナ渦中の消費・産業・企業動向
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16新型コロナ感染拡大後のブラジル国内居住者

滞在先の推移
（2020年1月3日～2月6日をベースライン：０％とした場合）

（ー）

（＋）

2020年6月8日

住宅(+12％）

食料品店・薬局（△5％）

職場（△6）

トランジット駅(△45％）

小売・レクリエーション（△56％）

公園等(△58％）

（出所）グーグルCOVID-19コミュニティ・モビリティ・トレンド
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外出自粛・営業規制開始



17新型コロナ感染拡大後の小売・レクリエーション

訪問者数の推移

（ー）

（＋）

2020年6月8日

日本 △15％

米国 △19％

ドイツ △31％

ブラジル △56％

メキシコ △56％

アルゼンチン△75％

（出所）グーグルCOVID-19コミュニティ・モビリティ・トレンド
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中南米各国の感染隔離政
策効果は大きく長期間

日独米の感染隔離政策効果
はより限定的で短期間

（2020年1月3日～2月6日をベースライン：０％とした場合）



清掃用品
衛生用品
食品

ストリーミングサービス
医薬品

インスタント食品・中食
非アルコール飲料
キッチン用品
電気電子製品

家電
化粧品

アルコール飲料
衣料
履物
家具

ロコナ渦中の消費性向とは？

ブラジルにおける感染隔離政策（外出・営業規制）中の消費者の購入意向

（単位：サンプル合計数に対する割合、％）

（注）5月2～4日2,005人電話インタビュー調査
（出所）全国工業連盟（CNI）

生活必需品

自宅生活

娯楽品

増加 維持 減小 不明/未回答

18
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「産業への打撃」（経過）

設備稼働率の推移

輸出・需要期待の推移

原材料・投入財と雇用者数期待の推移

投資意向の推移

輸出需要 輸出輸出
投資意向投資意向

原材料・部品調達 雇用者数

↑（+）

↓（-）

↑（+）

↑（+）

↓（-）

↑（+）

↓（-）

2月

3月

4月

5月 5 月

5 月
5月

5月
4 月

3 月

（単位）％

稼働率記録的低下、需要見込めず⇒投資抑制
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「産業への打撃」（業界別）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

産業部門別活動指数（2020年4月）

生産 雇用 稼働（実質） 在庫（実質計画） 需要期待 投資意向

打撃産業

（＋）

（ー）

必需産業

20

生産、雇用、稼働率記録的低下、需要見込めず⇒投資抑制
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月

１１

月

１２

月2019 2020

（単位）1,000台
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231.9 245.4
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262.6

193.5
201.0 163.6
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（単位）1,000台

21ブラジル自動車産業（生産・輸出・国内販売・輸入）

生産

輸出

月別国内販売台数の推移（2019～2020年）

月別輸入者販売台数の推移（2019～2020年）

月別生産台数の推移（2019～2020年）

月別輸出台数の推移（2019～2020年）
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（単位）1,000台

（出所）ブラジル自動車工業会（ANFAVEA）6月月報

国内販売

輸入

ほぼ全工場操業停止
1954年産業始まて以
来、最低月間台数

過去20年で最も少
ない月間販売台数

97年以来、最低の月間
販売台数。在庫20万台
（97日分）

（単位）1,000台

http://www.anfavea.com.br/carta_digital/2020/junho/index#p=5
http://www.anfavea.com.br/carta_digital/2020/junho/index#p=5
http://www.anfavea.com.br/carta_digital/2020/junho/index#p=5
http://www.anfavea.com.br/carta_digital/2020/junho/index#p=5
http://www.anfavea.com.br/carta_digital/2020/junho/index#p=5


22ブラジル自動車市場・生産・輸出の2020年予測

2019年実績 2020年予測

１月発表 6月発表

国内市場

トラック・
バスを含む
合計

２７９ ３０５ １６６

前年比9%増 前年比9%増 前年比40%減

トラック・
バスを除く
合計

２６７ ２９１ １６０

前年比8%増 前年比9%増 前年比40%減

輸出 ４２ ３８ na

前年比32%減 前年比11%減 na

生産 ２９４ ３１６ na

前年比2%増 前年比7%増 na

（単位）万台

（出所）ブラジル自動車工業会（ANFAVEA）

指標 2020年予測

１月発表 6月発表

GDP成長率
（％）

2.50％ △7.0％～
△7.5％

政策金利
（SELIC）
（年末）

4.50％ 2.25％

対ドルレート
（年末）

4.10レア
ル

5.00～
6.00レア

ル

消費者物価上
昇率（IPCA）
（年末）

3.60％ 1.75％

信頼感 上昇 低下

予測前提となる経済シナリオ2019年実績と2020年予測

輸出見通し不透明で生産台数
予測困難

中銀フォーカスより厳しい予測コロナ感染拡大前 コロナ感染拡大後
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産業界トピック

・全国自動車販売業者連盟（FENABRAVE） 5月8日発表

全国7,200店舗の自動車ディーラーの30％相当が15日以内に廃業の恐れ

2020年間売上げは前年比3～4割減少

・全国商業連盟（CNC）3月15日～4月18日調査

売上高は同措置実施前と比較して39％減少。売上機会損失額は計864億レアル

業界雇用数の28％相当の最大220万人の雇用停止を最長3カ月間を予想 。

・レストラン・バー協会（ABRASEL）業界調査（5月15～18日調査）

全体の80％がBNDES低利融資を求めても81％が金融機関窓口で拒否。

全体の55％がデリバリーで活動維持。同64％は売上額が75％減少。

平均で全従業員半数の雇用契約を一時中断。

各社平均で50％の支払先に対して支払猶予・分割払い合意。

全体の80％が店舗賃貸契約の再交渉予定。

全体の20％は営業停止措置が今後30日続く場合は全従業員解雇。

全体の62％が資金不足で在庫補充が困難。

・ショッピングセンター協会（ABRASCE）6月2日発表

14州90都市218施設（全体577施設の38%相当）ショッピングセンターが再開。5日ま
でに69都市158施設（全体の27%）が再開。計65%の施設が再開。

・自動車工業会（ANFAVEA）5月8日
ANFAVEAは4月末までに8工場再開、3万人の従業員が復職済

・自動車メーカー各社、雇用を維持して4月末以降から6月までの操業
再開進む。感染防止プロトコル対応と需要減により少量生産スタート。

・マナウスフリーゾーン（ZFM）２輪工場は4月27日から順次操業再開
（ホンダ 5月25日操業再開）

・米ボーイング ４月25日発表
エンブラエル小型商用機事業の統合断念

・ラタン航空グループとチリ、米国など５現法 5月26日
米国で司法再生手続き申請。ブラジル現法はBNDES融資交渉中。

・ブラジル電気電子産業協会（ABINEE）新型コロナ影響調査（4月）
一時解雇を実施した企業は全体の3割。
TVの売り上げが7割増、ワイヤレスサウンドが同6割増。

・ブラジル電気電子産業協会（ABINEE）
4月輸入額⇒前年同期比23.7％減の20.9億ドル（過去12年間で最低）
4月輸出額⇒同39.2％減の3億ドル（過去20年間で最低）
・ブラジル電気電子産業協会（ABINEE）5月26～29日会員企業調査
4月生産量（前月比）全体の62％低下、32％維持、6％増加
5月生産量（前月比）38％低下、41％維持、21％増加
2020年生産見通し（前年比）68％減少、25％維持、7％増加
2020年生産量前年比15％減

製造業等 流通業

23
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https://www.bloomberg.co.jp/quote/BA:US
https://www.bloomberg.co.jp/quote/EMBR3:BZ


スタートアップ企業のコロナ渦中新ビジネス 24

ビダ・クラス
新型コロナウイルス遠隔診断

「コンプリ・ドス・ピケノ」
中小企業収入前倒しを可能にする
製品・サービスのバウチャー販売

テンポテン

新型コロナウイルス消毒駆除
サービス

イーツ・フォー・ユー
オンライン料理人自家製料理宅配

イン・ロコ
スマホ位置情報活用感染監視

サイバー・ラブズ
AI顔認証活用型感染監視

テスチフィ

家庭検体採取による感染検査
サービス（PCR、血清）
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ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響

４．緊急経済対策
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緊急対策の骨子

弱者救済
事業総額：2,188億レアル①
財政支出：1,289億レアル⑥

事業総額
1.27兆レアル

（①+②+③+④+⑤）
GDP比17.6％*

コロナ感染対策
経済インパクト：232億レアル②
財政支出：209億レアル⑧

自治体支援
事業総額：1,817億レアル③
財政支出：1,439億レアル⑨

雇用維持対策
事業総額：5,378億レアル④
財政支出：516億レアル⑦

企業対策融資

事業総額：3,070億レアル⑤
財政支出：624億レアル⑩

金融市場対策
大胆な政策金利引き下げ

(3/18)4.35％⇒3.75％
(3/6)3.75％⇒3.00％

強制預託緩和（市場への資金供給）
資金供給量：2.7兆レアル

財政支出額
4,077億レアル

(⑥+⑦+⑧+⑨+⑩）
GDP比5.7%*

2020年基礎的財政収支
への影響額3,568億レアル

GDP比5.0%*

*GDP比は2020年GDP成長率が4.6％と仮定した場合
（2020年5月22日COVID19対応行動報告書）

（出所）2020年5月15日経済省バランス
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MP936
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6月10日、2.25％へ再利下げか？

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/balanco-500-dias.pdf/view
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新型コロナ対策措置財政支出額（GDP比、％）

緊急対策財政支出額の世界主要国との比較

ブラジル財政支出額4,177億レアル（約9.3兆円）
先進国平均よりも財政支出が多い

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載
（出所）2020年5月22日COVID19対応行動報告書

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf


28緊急対策財政支出額の途上国との比較
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ブラジルはペルーに次いで第2位の財政支出
国。途上国平均の2倍弱を支出

（出所）2020年5月22日COVID19対応行動報告書
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https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020-05-22-transparencia-covid19.pdf
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大統領暫定措置令（MP937）弱者救済給付金
1人当たり3カ間、月額600レアル支給。専用携帯アプリ等に登録支給
大統領暫定措置令（MP950）
少量電力消費者（最大220kWh/月）に対する電力料金支払いを3カ月間免除

雇用維持対策

大統領暫定措置令（MP944） BNDES中小零細企業向けローン、
緊急融資として従業員に対して最低2か月分までの給与を保証

（2か月分の給与）（認定商業銀行を通じて契約）
大統領暫定措置令（MP932）CAIXAと零細・小企業支援サービス
（SEBRAE）連携長期ローン
大統領暫定措置令（MP963）一般観光基金（FUNGETUR、50億レアル）を通じた観
光関連企業への融資

大統領暫定措置令（MP972） 159億レアルを運用保証基金（FGO）に供給により、
小零細企業支援国家プログラム（PRONAMPE）を通じて年商480万レアル以下の小
零細企業融資枠に必要な保証付き融資を行う。

大統領暫定措置令（MP975）中小企業へ緊急融資へのアクセスを促進するために
BNDESが管理する投資保証ファンド（FGI）に200億レアル供給して融資枠に必要
な保証付き融資を行う。対象は年商36万レアル～3億レアルの企業。

大統領暫定措置令（MP948）
観光業等サービスキャンセル時に義務付けられてる返金を消費者の同意を条件に
緩和する措置を施行

弱者救済

緊急対策事例
大統領暫定措置令（MP936）
企業が従業員の解雇を阻止するための緊急措置。企業は一定期間従業員への給与を
削減または雇用を停止することができる。削減あるいは一時雇用停止期間中の給与
は、政府が雇用・所得保全緊急給付金により補填する。
大統領暫定措置令（MP927） MP928で部分的に改正。
リモートワーク、休暇付与、給与および勤務時間の削減など労働法の緩和措置
①リモートワーク、②年次休暇前倒し取得、③集団休暇の付与、④残業時間の休日
への振替期限の延長、⑤労働の安全・衛生における管理義務の一時停止、⑥FGTS

（勤続年数保証基金）の積立義務の延期

輸入等免税措置

 貿易審議会（CAMEX）決議44号/20

計509品目の医薬品、医療機器の輸入税減免

 法律（5月22日第14,006号）

医薬品や医療資機材の輸入・流通について、新型コロナ対策期間中に限って例外的
かつ一時的に、製品登録なしで輸入および流通許可を与える。新型コロナ感染症に
よる緊急事態に対処するために、当局が採用可能な諸措置（法律2月6日第13,979号
第3条）のひとつとして追加。対象製品は医療分野のあらゆる原材料、医薬品、機
器、消耗品としているが、事前に以下の外国機関による認証を得ている必要あり。
•米国：米国食品医薬局（FDA）
•欧州：欧州医薬品庁（EMA）
•日本：医薬品医療機器総合機構（PMDA）
•中国：中華人民共和国国家食品薬品監督管理局（NMPA）

 国家衛生監督庁（ANVISA）（4月28日）

集中治療室（ICU）に不可欠な中古医療器機器の 中治療室（ICU）に不可欠な中古
医療器機器輸入を承認。

 連邦政府政令（5月20日第10,285号）医療関連品の工業製品税（IPI）免税

企業対策融資

その他企業対策
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新型コロナ経済対策労務・会計オンライン相談会

随時受付。infosao@jetro.go.jpまで連絡下さ
い。
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv937.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv950.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv963.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-972-de-26-de-maio-de-2020-258706544
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-maio-de-2020-257200067
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-maio-de-2020-257200067
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-maio-de-2020-257200067
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-maio-de-2020-257200067
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.006-de-28-de-maio-de-2020-259144045
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
mailto:infosao@jetro.go.jp
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５．経済活動再開

ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響
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経済活動再開への経緯

SP州（5月25日）政府規定 SPモデル
〇55％超の自宅待機率
〇14日間の新規症例数の持続的減少 緩和の足枷に

〇ICUベッド占有率60％⇒80％未満
〇6月1日から地域別感染隔離「インテリジェント感
染隔離」導入示唆

SP市（5月25日）当局案
〇緩和時期設定せず（6月下期開始期待）
〇緩和判断基準（赤、オレンジ、黄色の
フラッグ）を設定。
〇市内各区ごと以下の指標を設定
・Covid-19感染（新規感染確認者数など）
・医療システム能力（ICUベッド占有率）
〇許可順案：卸売・小売⇒シッピングセンター

連邦政府
必需産業を段階的に拡大

連邦最高裁（STF）4月15日決定

連邦政府の措置が州政府・市の措置と異なる場合、
州政府・市の措置を優先

経済活動の再開条件は州政府や市が設定。基準・運用が異なる

RJ州（5月20日）政府策定案
（レッドフラッグ）現行制限措置継続
ICUベッド占有率が90％以上の場合
（イエローフラッグ）制限付き許可
ICUベッド占有率が70％以上90％未満
新規感染確認者数が7日間減少
（グリーンフラッグ）許可
ICUベッド占有率が70％未満
新規感染確認者数が7日間減少

RG州政府（4月30日）発表 RGモデル
〇黒、赤、オレンジ、黄色のフラッグで緩和判断基準。
〇11指標に基づき、20地域ごとに上記判断・緩和実施。
〇11指標は感染（速度、新症例発生率など）や治療能力。
〇産業セクター（教育、商業、サービス、工業、輸送、農業）
ごとに規制・緩和設定
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調整
参照

RG、PR、MG、MT、MSは

早く経済活動制限緩和

衛生プロトコルづくり

SP、RJ、BA、CE、PA等

は6月以降の経済活動再開

タイシ保健相⇒統一指標・基準導入に失敗、辞任

参照
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32サンパウロにおける経済活動再開プロセス

段階的経済活動の再開計画
5月28日州行政令（Decreto）第64,994号

 州内地域ごとに判断
 感染警戒レベルに基づく営業規制緩和
（4段階色別）（毎週水曜日更新）

 感染警戒レベルは医療システム能力と感染進行レ
ベルで判断

 各セクターごとの営業再開時の安全衛生プロトコ
ル公開⇒順守要請

安全衛生プロトコルによる事前承認後

に営業再開を認める条例 市政令第59,473号

衛生プロトコル等からなる施設運営計画を

市経済開発労働局（SMDET）に申請

*業界団体代表が申請

SMDETと保健監視調整局の承認

承認結果の市官報開催

営業再開

各業界団体
営業再開時の安全衛生プロトコル
に基づく施設運営計画策定

①施設内環境の衛生・消毒・社会的距離（人との距離確保）
に関するプロトコル
②顧客と従業員への指導に関するプロトコル
③従業員と顧客への検温を必ず実施するための当局との協約
④従業員の勤務時間を短縮した代替勤務スケジュール
⑤オンラインによる顧客対応計画
⑥当該セクターにおける自己検査・監視に関するプロトコル
⑦保育所や学校閉鎖で働く母親など扶養家族の世話ができない従業員に対す
る支援制度
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https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html
http://legislacao.prefhttp/legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59473-de-29-de-maio-de-2020eitura.sp.gov.br/leis/decreto-59473-de-29-de-maio-de-2020
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200529&p=1
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200529&p=1


33サンパウロ州の経済活動再開計画

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

サンパウロ州の現状ー医療地域区分（DRS）
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体面サービス 第１段階 第２段階 第３階 第４段階

ショッピングセンター、
ギャラリー及びそれに類す
る施設

x

収容20％限定 収容40％限定 収容60％限定

短時間営業（連続4時間） 短時間営業（連続6時間） 業界団体のプロトコル採用

フードコート禁止 フードコート禁止（野外以外）

業界団体のプロトコル採用 業界団体のプロトコル採用

商店 x

収容20％限定 収容40％限定 収容60％限定

短時間営業（連続4時間） 短時間営業（連続6時間） 業界団体のプロトコル採用

業界団体のプロトコル採用 業界団体のプロトコル採用

サービス業 x

収容20％限定 収容40％限定 収容60％限定

短時間営業（連続4時間） 短時間営業（連続6時間） 業界団体のプロトコル採用

業界団体のプロトコル採用 業界団体のプロトコル採用

バー、レストラン等 x x

野外に限る 収容60％限定

収容40％限定 業界団体のプロトコル採用

短時間営業（連続6時間）

業界団体のプロトコル採用

美容院、理髪店 x x

収容40％限定 収容60％限定

短時間営業（連続6時間） 業界団体のプロトコル採用

業界団体のプロトコル採用

スポーツアカデミーにおけ
るすべての分野・形態

x x x
収容60％限定

業界団体のプロトコル採用

その他人が集まる活動 × × × ×

サンパウロ州の段階的経済活動再開計画

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載



35

基準 指標 変数 比重
第１段階

警報【最高値】
第２段階
規制

第３段階
緩和

第４段階
一部開放

医療体制
の能力

ICUベッド稼働率
COVID(%)

O 4 80%以上 70% ～ 80%  60% ～ 70% 60%以下

COVID用ICUベッド
/ 10万人

L 1 3.0 以下 3.0 ～ 5.0 5.0 以上 5.0 以上

感染拡大
の進行

直近7日間の新規感
染者数 / 直近前7日
間の新規感染者数

Nc 1 2.0 以上 2.0 以上 1.0 ～ 2.0 1.0 以下

直近7日間の入院者
数 /直近前7日間の
入院者数

Ni 3 1.5 以上 1.0 ～ 1.5 0.5 ～ 1.0 0.5 以下

直近７日間の感染死
亡者数 /直近前7日
間の感染死亡者数

No 1 2.0 以上 1.0 ～ 2.0 0.5 ～ 1.0 0.5 以下

計算値 1 2 3 4

（1）医療体制の能力
(O＊4 + L＊1) / 4+1) 

（2）感染の進行
(Nc＊1 + Ni＊3 + 

No ＊1)/ (1 +3+1) 

地域の最終的な感染警戒
レベル確定は
（1）医療体制能力
（2） 感染拡大の進行

のいずれかの基準で最も
低い数値に従う。
小数点以下切り捨て。

サンパウロ州の段階的経済活動再開計画

感染警戒レベルの設定方法と使用指標

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載



分野 サンパウロ州 業界団体等

自動車・同部品 自動車生産、自動車販売、自動車修理 自動車工業会(Anfavea)

全国自動車販売業者連盟(Fenabrave)

自動車部品工業会(Sindipeças)

レストラン・バー バー・レストラン レストラン・バー協会（ABRASEL）

食品 小売り 食品工業会(ABIA)

電気・電子部品 電気電子産業協会（Abinee）

ジム ジム ブラジルジム協会(ACAD)

農業・アグロインダストリー 農業・アグロインダストリー、消費材と材料生産、配給、
展示会、倉庫・市場、農畜産物生産、輸送・ロジスティス

冷蔵に関する指針（経済省、保健省、農務省）

不動産、建設 不動産 ブラジル不動産・建設業者組合（Abrainc）

美容・理容 美容院、美容 ブラジル零細・小企業支援サービス（SEBRAE）

クリエイティブ ドライブイン、オーディオビジュアル制作、演劇、サーカス、
、公開イベント、博物館、カルチャーセンター、図書館、映画館など

インフラ 建築、電気エネルギー、ガス（天然・LPG）、衛星、都市清掃・固形廃棄物 ブラジル建設工業会議所（Cbic）
ブラジル清掃業者協会（Abrelpe）

物流 ロジスティクスと供給 ブラジル卸・仲卸業者協会（ABAD)

宿泊 宿泊施設 ブラジルホテル工業協会(ABIH)

※AGÊNCIA BRASÍLIAでの言及

保健 保健サービス提供、保健保険のオペレーター 国民健康保険庁(ANS)

通信・技術 テクカルアシスタント、テレコム(テクニカルチーム
)、コールセンター

ブラジルテレサービス協会

繊維・衣料・履物 繊維・衣料・履物 ブラジル繊維工業会（Abit）

旅行 レンタカー、旅行代理店など、テーマパーク、水族館、家庭向けの娯楽施設など ブラジル観光会社協会（Abracorp）

サンパウロ州政府・業界団体による安全衛生プロトコル・リンク集 36
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https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-automotivo-v-06.pdf
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/ANFAVEA.PDF
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/ANFAVEA.PDF
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/FENABRAVE.PDF
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/FENABRAVE.PDF
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/FENABRAVE.PDF
http://www.anfavea.com.br/docs/acoes/FENABRAVE.PDF
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/2020/Manual_DiretrizesSaudeSegurancaRetomadaAtividadesProdutivas_14042020.pdf
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/2020/Manual_DiretrizesSaudeSegurancaRetomadaAtividadesProdutivas_14042020.pdf
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/2020/Manual_DiretrizesSaudeSegurancaRetomadaAtividadesProdutivas_14042020.pdf
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/2020/Manual_DiretrizesSaudeSegurancaRetomadaAtividadesProdutivas_14042020.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-bares-restaurantes-e-similares-v-02.pdf
https://drive.google.com/file/d/13NQkre_u2EFYJxD3gNbdnxwGxMuQ3h-P/view
https://drive.google.com/file/d/13NQkre_u2EFYJxD3gNbdnxwGxMuQ3h-P/view
https://drive.google.com/file/d/13NQkre_u2EFYJxD3gNbdnxwGxMuQ3h-P/view
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-comercio-v-03.pdf
https://www.abia.org.br/vsn/temp/z202054RecomendacoesABIABoasPraticasCovid191.pdf
https://www.abia.org.br/vsn/temp/z202054RecomendacoesABIABoasPraticasCovid191.pdf
https://www.abia.org.br/vsn/temp/z202054RecomendacoesABIABoasPraticasCovid191.pdf
https://www.abia.org.br/vsn/temp/z202054RecomendacoesABIABoasPraticasCovid191.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eK0Y9QlblzhIP3r7x206umn0LJAMaoCY/view
https://drive.google.com/file/d/1eK0Y9QlblzhIP3r7x206umn0LJAMaoCY/view
https://drive.google.com/file/d/1eK0Y9QlblzhIP3r7x206umn0LJAMaoCY/view
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-setorial-academia-v-04.pdf
https://www.acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/comunicados-e-arquivos-acad-brasil-coronavirus.pdf
https://www.acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/comunicados-e-arquivos-acad-brasil-coronavirus.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-agricultura-e-agroindustria-v-06.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-agricultura-e-agroindustria-v-06.pdf
file:///C:/Users/jetrosp/Downloads/Manual - ORIENTA%C3%87%C3%95ES GERAIS PARA FRIGOR%C3%8DFICOS EM RAZ%C3%83O DA PANDEMIA DA COVID-19 - revisado.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-atividades-imobiliarias-v-01.pdf
https://www.abrainc.org.br/estudos/2020/05/28/entidades-do-setor-imobiliario-lancam-cartilha-com-diretrizes-para-o-combate-e-resposta-a-covid-19/
https://www.abrainc.org.br/estudos/2020/05/28/entidades-do-setor-imobiliario-lancam-cartilha-com-diretrizes-para-o-combate-e-resposta-a-covid-19/
https://www.abrainc.org.br/estudos/2020/05/28/entidades-do-setor-imobiliario-lancam-cartilha-com-diretrizes-para-o-combate-e-resposta-a-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-beleza-v-02.pdf
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/inteligencia/alerta/orientacoes-para-atendimento-de-saloes-de-beleza
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/inteligencia/alerta/orientacoes-para-atendimento-de-saloes-de-beleza
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/inteligencia/alerta/orientacoes-para-atendimento-de-saloes-de-beleza
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-infraestrutura-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-infraestrutura-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-infraestrutura-v-05.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/03/A_pandemia_do_coronavirus_v2.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/03/A_pandemia_do_coronavirus_v2.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/03/A_pandemia_do_coronavirus_v2.pdf
http://abrelpe.org.br/abrelpe-no-combate-a-covid-19/
http://abrelpe.org.br/abrelpe-no-combate-a-covid-19/
http://abrelpe.org.br/abrelpe-no-combate-a-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-logistica-e-abastecimento-v-05.pdf
https://abad.com.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-corona-2.pdf
https://abad.com.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-corona-2.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-meios-de-hospedagem-v-04.pdf
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/18/coronavirus-veja-as-recomendacoes-para-o-setor-hoteleiro/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/18/coronavirus-veja-as-recomendacoes-para-o-setor-hoteleiro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-saude-v-06.pdf
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-telecom-e-tech-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-telecom-e-tech-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-telecom-e-tech-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-telecom-e-tech-v-05.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-telecom-e-tech-v-05.pdf
https://cdn.oconsumerista.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-de-Medidas-de-Sa%C3%BAde-COVID-19-ABT-04-04-2020-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-textil-confecao-e-calcados-v-01.pdf
https://www.abit.org.br/noticias/covid-19-veja-sugestoes-de-protocolos-para-as-empresas-na-retomada-das-atividades
https://www.abit.org.br/noticias/covid-19-veja-sugestoes-de-protocolos-para-as-empresas-na-retomada-das-atividades
https://www.abit.org.br/noticias/covid-19-veja-sugestoes-de-protocolos-para-as-empresas-na-retomada-das-atividades
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-turismo-v-06.pdf
https://www.abracorp.org.br/protocolos
https://www.abracorp.org.br/protocolos
https://www.abracorp.org.br/protocolos


37

州 根拠法 経済再開計画 安全衛生
プロトコル

州 根拠法 経済再開計画 安全衛生
プロトコル

アマゾナス 5月28日 州行政令
第42,330号

5月13日 州行政令
第42,278号(ジム、ショッ
ショッピング、イベント)

〇 パラナ 4月27日 州行政令
第4,545号

3月21日 州行政令
第4,317号

〇

セアラ 4月25日 州行政令
第33.554号

〇 〇 リオデジャネイロ
6月5日 州行政令
第47,112号

〇 ○
6、7，8，10条
など参照

ゴイアス 4月19日 州行政令
第9,653号ほか

○ リオグランデ・
ド・スル

5月31日 州行政令
55,285号（55,240号の更
更新）
命令第303号
(ショッピング)

〇

マットグロッソ 4月30日 州行政令
467号

〇
各市が制定

サンタカタリーナ ○ ○

マットグロッソ
ドスル

○ サンパウロ 5月28日 州行政令
第64,994号

〇 〇

ミナスジェライ
ス

3月15日 州行政令
第47,886号

〇 〇 連邦直轄区 5月22日 直轄区行政令
第40,817号

5月24日直轄区行政令
第40,823号

○
※在ブラジル日
本国大使館の
ページも参照

○
※在ブラジル日
本国大使館の
ページも参照
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http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/05_Maio/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20081%2024-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00118.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00118.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00118.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00118.html
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６．アフターコロナ展望

ブラジルにおける
新型コロナウイルス感染拡大の影響
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アフターコロナの消費性向とは？

（注）5月2～4日全国2,005人電話インタビュー調査
（出所）全国工業連盟（CNI）

ブラジルにおける外出自粛・営業規制終了後の消費者行動
（単位：サンプル合計数に対する割合、％）

スーパーマーケット

レストラン・バー

ショッピングセンター

路上商店

かなり増やす 少し増やす 維持 少し減らす かなり減らす 不明/未回答

消費者はレストラン・
バー、ショッピングセン
ターでの感染に不安

⇒衛生プロトコルを確立
して不安払拭できるか？
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アフターコロナの消費性向とは？

ブラジルにおける外出自粛・営業規制終了時の消費者の購入意向

（単位：サンプル合計数に対する割合、％）

（注）5月2~4日全国2,005人電話インタビュー調査
（出所）全国工業連盟（CNI）

増加 維持 減小 不明/未回答

清掃用品
衛生用品
食品
衣料
履物
化粧品

キッチン用品
医薬品

非アルコール飲料
家具

インスタント食品・中食
電気電子製品

家電
アルコール飲料

ストリーミングサービス

4人に3人は感染隔離政策終了後も消費抑制を継続

生活・外出

必需品

自宅生活

娯楽品

耐久消費財の
購入は抑制
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衣料

履物

家具

携帯電話

TV、音響、電気電子製品

白物家電

自転車

時計

コンピューター

自動車

オートバイ

（注）5月2～4日全国2,005人電話インタビュー調査
（出所）全国工業連盟（CNI）

３カ月内 ６カ月内 １年内 １年内は購入しない 購入するつもりなし 未回答/不明

ブラジルにおける外出自粛・営業規制終了時の消費者の購入意向

（単位：サンプル合計数に対する割合、％）

外出必需品

生活必需品

耐久消費財

41アフターコロナの消費性向とは？
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2020年 2021年

４週間前 １週間前 現在 増減 週数 回答数 ４週間前 1週間前 現在 増減 週数 回答数

消費者物価指数（IPCA）(%) 1.59 1.53 1.60 ▲ 1 116 3.20 3.10 3.00 ▼ 1 108

GDP成長率（％） △5.12 △6.48 △6.51 ▼ 18 78 3.20 3.50 3.50 ＝ 3 75

対ドルレート（期末） 5.28 5.40 5.20 ▼ 1 103 5.00 5.08 5.00 ▼ 1 91

政策金利目標（Selic）（期末、年率％） 2.25 2.25 2.25 ＝ 4 106 3.50 3.50 3.00 ▼ 1 98

総合市場物価指数（IGP-M）（％） 4.79 5.21 5.45 ▲ 4 68 3.93 4.00 4.00 ＝ 3 59

工業生産成長率（％） △3.68 △5.35 △5.44 ▼ 2 14 2.50 3.00 3.50 ▲ 2 12

経常収支（10億ドル） △34.10 △20.50 △13.95 ▲ 2 26 △40.00 △32.75 △20.88 ▲ 2 23

貿易収支（10億ドル） 43.35 47.75 52.50 ▲ 2 28 42.80 47.35 55.00 ▲ 2 23

直接投資受入額（10億ドル） 65.00 60.00 60.00 ＝ 1 27 76.00 75.00 75.00 ＝ 2 24

公的部門純債務（GDP比％） 64.20 64.63 65.61 ▲ 3 22 65.20 65.90 66.12 ▲ 2 21

基礎的財政収支（GDP比） △7.80 △8.00 △9.96 ▼ 1 24 △2.01 △2.15 △2.23 ▼ 2 23

名目財政収支（GDP比） △12.00 △12.30 △14.30 ▼ 2 19 △6.00 △6.20 △6.20 ＝ 1 18

2020～2021年経済予測

ブラジル中央銀行「フォーカス」（2020年6月15日、毎週更新）

4月21日発表 2020年

GDP成長率（％） △5.2

国連ラテンアメリカ経済委員会

4月14日発表 2020年 2021年

GDP成長率（％） △5.3 2.9

IMF（ワールド・エコノミック・アウトルック）
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経済低迷でGDP成長率、物
価上昇率低下は一巡

国内市場冷え込みによる収支が改善
緊急経済対策による
財政収支悪化が続く

6月8日発表 2020年 2021年

GDP成長率（％） △8.0 2.2

世銀（グローバル・エコノミック・プロスペクツ）

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


アフターコロナ新時代を見据えて



「デジタル政府戦略2020-2022」（4月29日公布） ⇒ 行政サービスの徹底的なデジタル化

「プロ・ブラジル計画」（4月22日発表） ⇒ 産業・住宅・通信インフラ高度化

（ブラジル版マーシャルプラン）

 GM

メルカドリブリ内仮想店舗で新車予約販売開始 ⇒ 販売全行程のデジタル化、デジタル販売チャンネル・マルチ化

 Whatsup

カード事前登録による送金サービス開始 ⇒ 1,000万以上の中小零細企業向けEコマース強化

 （ユニコーン企業）

ライブ配信フィットネスサービス開始 ⇒ ジム再開後もライブ配信ニーズあり

オンライントレーニング機能付加

 100 OPEN Startup（イノベーション業界団体）

オープンイノベーションマッチングアプリ開放 ⇒ 同マッチングツールの標準化

 （レストラン・バー協会）

会員企業は感染収束後も店舗レイアウト改善 ⇒ 新たな感染防止プロトコル普及に注力

ビジネスフローのデジタル化 衛生プロトコルリアルビジネス運用改善
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短信

ジェトロの新型コロナウイルス関連情報

地域分析レポートアクセスはこちらへ アクセスはこちらへ
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ジェトロサンパウロ事務所
Alameda Santos, 771 Primeiro Andar, Jardim Paulista, CEP 01419-001, 

São Paulo -SP, BRASIL

TEL ：55－11－3141－0788 Eメール：infosao@jetro.go.jp

ビジネス情報サイト https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/

ポルトガル語 https://www.jetro.go.jp/brazil/

FACEBOOK https://www.facebook.com/JETROSaoPaulojp

インスタグラム https://www.instagram.com/jetro_saopaulojp/

オンラインTV法務税務相談

https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/br_saopaulo/platform.html
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