
２０１９年２月 

駐ブラジル特命全権大使 山田 彰 

ブラジルの治安情勢と安全対策 
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■自動車 →生産台数は２０１８年に２８９万台 (ピーク時の２０１３年は，生産台数３７４万台で世界４位) 

■航空機 →エンブラエル社は小型ジェット機（１００席未満）のシェア世界第１位（２０１７年） 

食糧・資源・エネルギー，工業力 
大きく広がるビジネス・チャンス 

世界の熱帯雨林の３分の１ 
潜在的耕地面積：２億ha 

農業大国（世界有数の輸出国） 

輸出額が世界第１位の品目（２０１７年） 

 大豆，砂糖，コーヒー，オレンジジュース，鶏肉，タバコ 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生産量が世界上位の主要品目（２０１７年） 

 １位： 砂糖，コーヒー，オレンジジュース 

 ２位： 大豆，牛肉，鶏肉 

 ３位： トウモロコシ，タバコ   （出典）ＦＡＯ統計，国連商品貿易統計 

 

 

鉱物・エネルギー資源大国 
 

鉄鉱石（生産量第３位）（２０１７年） 

ボーキサイト（生産量第４位），マンガン（同第７位）（２０１７年） 

レアメタル（ニオブ）（埋蔵・生産量第１位）（２０１７年） 

ウラン（確認可採埋蔵量第８位） （２０１７年） 

エタノール（生産量第２位）（２０１６年） 

石油（確認可採埋蔵量第１５位，生産量第１０位）（２０１７年） 

ＢＲＩＣＳの中でも最有望国 
幅広くバランスよく持つ国 

平和的な民主主義国 
３０年近い民主主義を経て，市民社会も成熟化 

日本のＤＮＡを持つ親日国 
日系人約２００万人，大型協力案件の歴史 

ＧＤＰ：２．１兆ドル（２０１７年，世銀） 
世界第８位 

人口：２億９百万人（２０１８年） 
世界第５位（活力に富む多民族国家） 

面積： ８５１．２万k㎡  
世界第５位（米国・中国の９割） 

工業でも 
成長分野あり 

ブラジル概況  
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           ２０１８年大統領選挙の結果 

１．選挙概要 
●史上二番目に多い計１３人の候補が出馬（以下，第一回投票の得票順）。 
●服役中（第二審で12年1か月の有罪判決）のルーラ元大統領は国内法規定のため出馬できず。 
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２．選挙結果 
●第一回投票（１０月７日）では，いずれの候補も過半数に満たず（ボルソナーロ：46.66%，アダッジ：28.43%）。 
●決選投票（１０月２８日）では，ボルソナーロ：55.13%，アダッジ：44.87%（選挙高等裁判所発表）。 
●伝統的な選挙予想・分析は，ことごとく外れる結果に。 
 
【ボルソナーロ候補当選の要因】 
★国民の政治不信（汚職スキャンダル，治安の悪化，不景気）の受け皿に。 
★ＰＴ政権（2003年～2016年8月）の経済失政に対する批判（ＰＴ嫌い）。 
★汚職対策と治安対策を前面に掲げたボルソナーロへの期待感。ボルソナーロ旋風へ。 
★SNSを主体とする選挙戦術の成功（ブラジル国民のSNS利用率は世界屈指。政見放送の影響力低下）。 
★選挙戦中の9月に刃物で刺され入院。同情論が強まり，メディア露出は増加。対立候補の批判も停滞。 

 ②アダッジ候補 
 SP州、PT（左派） 

①ボルソナーロ下院議員 
 SP州、PSL（右派） 

   ③ゴメス元財相 
 SP州、PDT（中道左派） 

④アルキミン元ＳＰ知事 
 SP州、PSDB（中道左派） 
  

 ⑧シルヴァ元環境相 
アクレ州、REDE（左派） 

⑤アモエド候補  

RJ州, NOVO 

⑬グラール候補 

RJ州、 PPL 

⑪ヴェラ候補 

ペルナンブコ州 、PSTU 

⑦メイレレス元財相 

GO州、MDB（中道右派） 

⑩ボウロスMTST代表 

SP州 , PSOL（左派） 
⑫エイマエル候補 

RGS州 、DC 

⑥ダシオロ下院議員 

SC州、Patriota 

⑨ディアス上院議員 

SP州、PODE 



ボルソナーロ大統領について 
■氏   名：ジャイル・メシアス・ボルソナーロ (Sr. Jair Messias Bolsonaro) 

■生年月日：１９５５年３月２１日（６３歳） 

■出 身  地：サンパウロ州カンピナス市 

■学    歴：陸軍士官学校卒（１９７７年） 

■経    歴： 1979年～1988年  陸軍軍人（最高位は大尉：capitão） 

           1989年～1991年  リオデジャネイロ市議会議員 

                 1991年～2018年   連邦下院議員（ＰＳＬ：自由社会党） 

                2019年1月～    ブラジル連邦共和国大統領 

■横    顔： 

 ●選挙中，「極右」のレッテルを貼られたが，実像は「急進的な右派」か。 

 ●「ブラジルのトランプ」と言われ，親米を自認。ただし，スローガンの 

  “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”は「ブラジル・ファースト」ではなく， 

  「何よりもブラジルのために，神のために」と国家への貢献と忠誠を誓う意味。 

 ●前妻２人との間に４男（うち３人が議員），ミシェリ現夫人（36歳）との間に１女（７歳）。 

 ●長い議員生活にもかかわらず，不正疑惑は特に浮上せず。クリーンな一面も。 

 ●昨年９月の刺傷は重傷で､その後､本年１月までに３度の手術を受けた。 

■対日関係： 

 ●サンパウロ州で育ち，日系社会とも近く，大の親日家。 

 ●選挙中の2018年2月に訪日。浜松市と大泉町のブラジル人社会は大歓迎。    

   （日本での在外投票は，第１回投票で8割，決選投票で9割の得票） 

 ●山田大使との懇談時に，「日本が大好き。日本の友人だと思って欲しい」と発言。 
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2019年1月，日伯首脳会談（ダボス） 

大統領に日本酒を贈呈 



ボルソナーロ政権について 
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１．政策方針 
○利益調整型政治を否定。閣僚人事も政党間ネゴではなく人物本位で任命（閣僚２３名中８名が軍人出身）。 
○治安改善と汚職撲滅（総合的な犯罪対策法案を提出），年金制度改革，税制改革等が最重要課題。 
○ラヴァ・ジャット捜査担当のモロ判事を法務・治安大臣に抜擢。治安対策，汚職撲滅を強力に推進。  
○財政規律重視，小さな政府（官僚主義撤廃），市場開放，民営化促進（経済大臣に自由主義経済学者を登用）。 
○環境規制や先住民保護規制を緩和し，農業生産力の強化を目指す。 
○外交は国益重視。左派国家を警戒。人権，移民等の国際アジェンダに慎重か。メルコスール関係も再検討中。 
 
★今後，諸改革実現のため，議会での多数支持獲得が課題。 

２．主要閣僚 

モウラォン副大統領(65) 
・元陸軍大将 
・政権内で存在感薄い 

ロレンゾーニ文官長(64) 
       ・大統領の盟友   
       ・2018年2月訪日 

 ゲデス経済大臣(69) 
 ・ 自由主義（シカゴ学派） 
・財務，企画，産業貿易を 
 所掌するスーパー大臣 

モーロ法務・治安大臣(46) 
・ラヴァジャット捜査判事 
・汚職対策強化に期待 

アラウージョ外務大臣(51) 
・前外務省北・加・米州担当局長 
・左派敵視。グローバリズム警戒 

クリスチーナ 
農務大臣(64) 
・農業議連会長 
・新政権の積極的な 
 農業開発を推進 

エレノ 
安全保障局長官(71) 
・大統領の側近中の側近 
・元陸軍大将 
・国連ハイチ安定化 
 ミッション初代指揮官 

サントス・クルース 
政府調整庁長官(66) 
・元陸軍中将 
・国際ＰＫＯ指揮官歴 
（ハイチ，コンゴ民） 

ポンテス  
科学技術革新通信大臣(55) 
・元空軍中佐 
・宇宙飛行士(ブラジル初) 
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最近のブラジル経済情勢 

【現状】 

●ＧＤＰは，世界第８位の経済規模（日本の約42％）。一人当たりGDPは9,895ドル（日本の約25％） 

●ブラジル経済は，２年連続のマイナス成長（▲3.5％（15年），▲3.5％（16年））を記録する深刻な景気後退を経て， 

  2017年に底を打ち（1.0％），2018年以降は更なる回復の見込み（IMF：1.3％（18年推測値），2.5％（19年予測値））。 

●失業率は改善傾向も依然として高止まり（11.6％）。平均所得は約2,250レアル（約67,500円）。 

●インフレ率は3.75％（2018年12月までの12か月累計）でインフレ目標（4.5％±1.5％）の範囲内。政策金利は史上最低 

  の年率6.5％を６会合連続で据え置き。 

●テメル政権下で，本格的な景気回復と持続可能な成長を目指す政策が実行された。 

（１）財政・・・歳出の伸び率の上限を前年のインフレ率とする（＝実質伸び率ゼロ）憲法改正が成立。 

（２）労働法・・・70年ぶりの労働法改正により，労使間で柔軟な労働条件交渉が可能に。 

●ボルソナーロ政権では，年金制度改革，税制改革，国営企業の民営化といった構造改革が引き続き課題。 

  元投資銀行家のパウロ・ゲデス経済大臣が構造改革を推進。 

（１）財政・・・就任１年目に財政赤字を解消し，２年目に黒字化することが目標。 

（２）年金制度・・・年金の受給開始年齢，積立方式の導入など。 

（３）税制・・・複雑な税制の簡素化・統合，減税の推進。 

（４）国営企業の民営化・・・ブラジル電力公社（エレトロブラス）等のインフラ企業の民営化促進。 

（５）対外経済開放・・・FTA締結や規制緩和により，貿易や海外からの直接投資を拡大。 



ブラジル経済指標（GDP、インフレ率、失業率） 

(出典)ブラジル地理統計院、IMF 

 

●２年連続のマイナス成長を記録
した後，2017年より緩やかな回
復基調にある。 

  2015年：▲3.5％ 
  2016年：▲3.5％ 
    2017年：1.0％ 
    2018年：1.3％（IMF推定値） 
    2019年：2.5％（IMF予測値） 
   2020年：2.2％（IMF予測値） 
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１９６４年～１９８５年の軍事政権時代にテロの可能性を有した不穏分子が徹底的に破壊
されたことにより、イスラム過激派等によるテロ事件は発生していない。 

２０１６年 ＨＡＳＨＴＡＧ作戦 

リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピックが開催された際に、ＩＳＩＬに忠誠を誓うブラジル人らが携帯電話端末
用チャットアプリ「テレグラム」を利用してグループをつくり、オリンピック・パラリンピック開催中にテロを計画してい
た事が判明。テロ行為準備活動を行ったとして逮捕された。 

最近のテロ情勢 

海外渡航する場合には、渡航先の国内治安情勢、テロ情勢等を事前に情報収集
し、必要な準備を実施（情勢によれば、中止又は延期の判断も必要） 

ブラジルにおけるテロ情勢 

8 

２０１７年 Ａｔｉｌａ作戦 

ＳＮＳアプリ「ワッツアップ」や「フェースブック」上でＩＳＩＬの活動を支持・拡散するなどしていた他、リオのカーニバル
にガスボンベを搭載した車両で突入する等のテロ敢行方法について意見交換する等していたグループが連邦警察
にテロ対策法に基づき逮捕された。（その後、２０１８年にブラジル人１１が起訴。） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjogdv5-cXXAhXEv7wKHRdDCM8QjRwIBw&url=http://olympicnewsd.com/%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A6%B3%E6%88%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BD%9C%E6%97%A5&psig=AOvVaw21lu4VDGjlIuevfaMWSDEN&ust=1511019876736356
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil4aSplMbXAhUCabwKHa4JBhMQjRwIBw&url=http://yume-council.com/isuramu-is/&psig=AOvVaw0WifvOZVSXqYoNRLUW-8hE&ust=1511026937389079


○  各種犯罪に銃器が使用。（犯罪組織による銃器（重火器も含む）の組織的密輸） 

    →2,016年中に発生した殺人事件の71.1％で銃器使用 

○  治安維持の責任は各州にあるとの考えから、国としての治安政策の徹底が困難。 

   ブラジル憲法第144条に各治安機関の責務が規定。→治安対策が各州の財政状況等にも大きく左右。 

     ～例：リオ州における連邦政府の治安介入（2018年2月～12月）。 

○  各州間及び連邦政府との情報共有が不足。 

     →政府による全国規模の犯罪統計がない、他州の逮捕状の発付状況が分からない等。 

○  複雑な警察組織構成による非効率性。 

     →各州に軍警察・文民警察（・市警察）、連邦政府に連邦警察、連邦道路警察。 

○  広大な国境を有するため、近隣国から薬物・銃器等の流入阻止が困難。 

     →10か国と接し、約16,000キロにも及ぶ国境地帯。 

○   犯罪組織の活動（ＰＣＣ、ＣＶ、ＦＮ、ミリーシア等）が特に貧困地域で浸透。 

    ※ＰＣＣ:プリメイロ・コマンド・カピタル（首都第一コマンド）、ＣＶ:コマンド・ヴェルメーリョ、ＦＶ：ファミリア・ド・ノルチ 

○   定員の大幅な超過や刑務所内の犯罪組織の浸透により刑務所システムが極めて脆弱。 

      →収容者は2016年6月時点で国内で726,712人。収容率は197.4%。全収容施設の74%が定員超過状態。 

 

ブラジルの治安概要（1） 
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ブラジルの治安概要（2） 
ボルソナーロ大統領による銃器所持規制の緩和 
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【経緯】 
１．「銃器規制法（2003年制定）」により、ブラジルでは銃器の登録・管理を国が一元的に担うことになり、銃器所持の申請要件も厳格化。 
２．同法施行後は、銃を使用した犯罪や殺人事件が減少。他方、2008年から殺人事件数が再び増加し、2016年には6万2,500件と過去最 
  多を記録。 この頃から、銃器規制の反対派は同法の見直しを主張。 
３．ボルソナーロ大統領は、現行の銃器規制では、国民が銃器を所持することが困難となっている一方、犯罪組織には銃器が集まり、 
  結果的に国民の自己防衛の権利が奪われていると主張。選挙戦では銃器所持の全面解禁を公約に掲げて当選。 
  （「銃器・弾薬の販売を一律禁止すべきかどうか」を問うた国民投票（２００５年）で，６割以上が「禁止すべきでない」と投票したことも、 
   同大統領の主張の一つの根拠になっている。） 

【大統領令への署名】 
●2019年1月15日、ボルソナーロ大統領は銃器所持の規制を緩和する大統領令に署名。 
●同令の内容は，2003年銃器規定法の定める範囲内で，所持申請の要件の緩和と許可の迅速化を目指すもの。 

【大統領令の主なポイント】 
●これまで連邦警察の裁量に委ねられていた銃所持の許可・登録に係る審査について、一部公務員（警察官、軍人等）、農村部の住民、 
  商工業施設の責任者については、身分証明だけで必要性が推定されるとした（個別的必要性の証明と審査が不要になった）。 
●人口10万人当たりの殺人件数が10件以上に上る犯罪率の高い都市部住民についても、その地域性に鑑み、銃所持の必要性は認めら 
 れ得ると解釈を変更（実質的にブラジル全土が該当）。 
●１回の手続で最大４丁まで購入することが許容されることになった（従前は１丁まで）。 

【今後の展望】 
●今次大統領令は、銃器規制の法的枠組みを変えるものではなく、あくまで運用を改善する    
     ことで、銃器所持規制を緩和するもの。 
●国民が自衛目的で自宅で銃を保持することを容易にしたという意味で、基本的には国民か 
   らも歓迎されている模様。 
●他方、ボルソナーロ大統領は、現行法で禁止されている銃器の「携行」も許可するため、 
  法改正を今後検討していくとの意向も示している。将来的に「携行」まで緩和されれば、 
  ブラジルの銃社会化は不可避と指摘されている。 

銃器のポーズを取るボルソナーロ大統領 



連邦道路警察：国道（高速道路）での事件事故の取締等。 

 

法 務 ・治安大 臣 

連邦道路警察局 連邦警察局 

ブラジルの警察組織（連邦政府） 

連邦警察 

連邦道路警察 

複数州に亘る事件・事故、出入国管理、水際対策等。 

独自に捜査を行うが、各州警察に対する直接の指揮・命令権はなく、各州の治安維持
は州政府の責任。各州間の情報共有が不足。全国的な統計資料が不足。 

国家公安局 
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  ブラジルの警察組織（各州） 

州軍警察 

州文民警察 

主に犯罪抑止、現場制圧、現場保存活動を実施。制服で活動。 

司法警察活動（鑑識、犯罪捜査等）を実施。通常は私服で活動。 

それぞれ別の警察署。緊急通報は軍警察。被害届提出は文民警察。 

ビューロクラシー、犯罪捜査の非効率性による治安維持への弊害。 

州軍警察 （日本の技術支援による地域警察活動） 州文民警察署（サンパウロ） 

12 



ブラジルの殺人事件発生状況（過去10年）（１） 

ブラジル全土における殺人事件発生件数・10万人当たりの発生率(2006～2016） 

●発生件数は25.8％増加。 
●発生率は14.0％増加。 

●ブラジル北部・東北部での増
加が顕著。 

資料：ＩＰＥＡ＆ブラジル公共治安フォーラム(ATLAS DA VIOLÊNCIA 2018) 
注）：発生件数は強盗殺人、傷害致死、治安当局による殺害件数等を含む。 

発生件数 発生率(人口10万人当たり） 

発生率の
増減 
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2016年 
発生件数：62,517件 
10万人当たり：30.3人 



ブラジルの殺人事件発生状況（２） 

伯の主要州における人口１０万人当たりの殺人発生率の推移  
                                    （２００６～２０１６）                                  

●ブラジル全土では増加傾向。 
（＋１４．０％ ※１０年間の比較。以下同。） 

●アマゾナス州（伯北部）では大幅な増加。
（＋７１．９％） 

●連邦区（－７．８％）、サンパウロ（－４６．
７％）、リオデジャネイロ（－２３．４％）では
減少傾向（但し、リオデジャネイロでは２０１
５年以降状況が悪化）。 
●日本は１．０～０．７で推移。 

●伯で最も悪化しているのは北部のリオ・
グランジド・ノルテ州。（＋２５６．９％） 

資料：ＩＰＥＡ＆ブラジル公共治安フォーラム(ATLAS DA VIOLÊNCIA 2018)及び警察白書。 
注）：伯の発生率は強盗殺人、傷害致死、治安当局による殺害件数等を含む。 

殺人事件は継続的に増加（特に北部・北東部）。 

伯全土への犯罪組織の浸透や経済発展・人口増等の社会的な変化に対し、州政府レベルで
の治安対策では限界。 14 
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北東部セアラ州における犯罪組織による暴動 

【事案概要】 
2019年1月2日からセアラ州で犯罪組織による暴動が発生。州都フォルタレーザ市を中心に２月初めまで50市においてガソリンス

タンド、警察署、送電線、陸橋をはじめとする公的機関やトラック、バス等の車両等に対して放火や火炎瓶投擲、爆薬を使用した
破壊により450件近くの襲撃が発生（襲撃は主に夜間に発生）。 

【発端】 
州刑務所の無法状態を改善しようとする州政府に対し、それに反対する犯罪組織幹部らが刑務所内から犯罪組織構成員
に指示して暴動を扇動しているとされる。 

【政府の対応】 
州刑務所に収監中のコマンド・ベルメーリョ（ＣＶ）等の犯罪組織幹部20名を連邦刑務所に移送。また、州知事の要請を受けた連
邦政府が国家治安部隊420名を派遣した他、州軍警察退職者約800名を召集し、1月末までに446名を逮捕した。2月1日以降の
発生は１件のみ（2月4日現在）と落ち着きを見せているものの、未だ完全には収束していない。 

放火されたバス 

爆薬によって破壊された橋脚 



罪種  

日本 ブラジル全体 サンパウロ リオ 連邦区 

件数 
人口１０万
人当たり 

件数 
人口１０万人
当たり 

件数 
人口１０万人
当たり 

件数 
人口１０万人
当たり 

件数 
人口１０万人
当たり 

殺人 ９２０ ０．７件 ５５，９００ ２６．９件 ３，５０４ ７．８件 ５，３４６ ３２．０件 ５０４ １６．６件 

強盗※ １，８５２ １．５件 - - ３７１，６６６ ８５１．０件 ２３０，４３７ １，３６９件 ４７，３３３ １，５５２件 

傷害※ ２３，２８６ １８．４件 - - １３６，１３６ ３１２件 ６０，６００ ３６０件 １１，８８１ ３９０件 

強制性交等 １，１０９ ０．９件 ６０，０１８ ２８．９件 １１，０８９ ２４．６件 ４，９５２ ２９。６件 １，０３９ ３４．２件 

自動車盗 １０，２１３ ８．１件 ２６２，３５３ ２７４．３件 １０４，８２９ ３７２．５台 １５，７０８ ２４０．２台 ５，７９８ ３３１．０台 

日本とブラジル 
人口１０万人当たりの発生件数 
 
● 殺人（ブラジル全体）      約３８倍 
● 強盗（サンパウロ）      約５６７倍      
● 傷害（サンパウロ）        約１７倍 
● 強制性交等（ブラジル全体）  約３２倍 
● 自動車盗（ブラジル全体）            約３４倍 

一般犯罪の被害に遭う危
険性が極めて高い。 

２０１８年ブラジル公共治安フォーラム（Anuário)及びＨ３０警察白書。 
※伯の強盗、傷害はAnuárioでは未集計のため、発生率は各州公安局公表件数に
基づき算出。 
殺人件数は強盗殺人、傷害致死、治安当局による殺害件数は含まない。 
伯の自動車盗発生率は１０万台当たり。 

ブラジルの犯罪発生状況（2017年） 
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統計資料： 



2016年との比較（殺人事件） 

ブラジルの犯罪発生状況(2017年）（2） 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016年 

2017年 

発生件数（人） 発生率（人口１０万人当たり） 

●ブラジリア連邦区：発生件数は前年比－９９人、発生率は－１８．１％。 
●サ  ン  パ  ウ  ロ  州 ：発生件数は前年比－１７０人、発生率は－５．４％ 
●リオデジャネイロ州 : 発生件数は前年比＋３０４人、発生率は＋５．５％。 
          リオ・オリンピック・パラリンピック以後、州政府の深刻な財政難や汚職による相次ぐ州政

府・議会要人の逮捕により、リオデジャネイロ州の治安悪化が継続。 

資料：２０１８年ブラジル公共治安フォーラム（Anuário)  
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ブラジルの犯罪発生状況(2018年） 

資料：ニュースサイトＧ１(monitor da violência)による集計結果。
殺人の他、強盗殺人、傷害致死を含む統計。 

ブラジル全体（2018年9月末）：39,183件                                          
                                   前年同期：44,733件(-12.4％) 
 
 

 

殺人発生率 

殺人発生率（前年同期比） 

北部・北東部を中心に治安は未だ極めて深刻であるも
のの、ブラジル全体では前年同期比で約２０年振りに
減少を記録した。 

● 前年同期比↑：トカンチンス州（+10％） 
            ロライマ州（+47％）※ 

※ロライマ州の治安悪化は、財政状態の悪化等による州刑務所システムの崩壊により犯
罪組織が活性化したことによるもので、ベネズエラ難民の大量流入が原因ではない。 

● 上記２州を除く州ではいずれも減少。うち7州は20％
以上の減少を記録。 

主な減少要因（ジュングマン治安大臣（当時）） 

１．各地域にコマンド・コントロールセンターを設置し、連邦政
府と州政府の治安機関の連携が向上。 
２．継続的な刑務所内の捜索による武器の大量押収。 

３．治安省の創設と統一治安システム（ＳＵＳＰ）制定により
情報収集・取締に係る各州の連携が向上。 



●けん銃を使用した強盗事件や強盗殺人事件等の凶悪事件が昼夜問わず多発。 
●パウリスタ大通りを中心に、様々な目的を掲げるデモが頻繁に行われている。 
●邦人被害は強盗や窃盗事件が多く、ほとんどの強盗事件でけん銃が使用される。 

●親切な人間を装って「服が汚れていますよ」などと声を掛けてきたり、アイスクリームやケ
チャップをかけるなどして実際に服を汚した上、気をそらしている隙に所持品を盗む手口の
窃盗が横行している。 

●停車中に車両のタイヤをパンクさせられ、停車したところ強盗に遭うケースや、路肩でス
ペアタイヤに交換中に車内から金品が盗まれる窃盗事件も多発していることから注意が必
要。  
 
 

サンパウロの治安状況 

2017年にオープンしたジャパンハウス・サンパウロ サンパウロ市内のパウリスタ大通り 
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サンパウロの治安状況（殺人） 

発生件数 

人口10万人当たりの発生率 

●サンパウロ州では２０００年以降、殺人事件は劇
的に減少。 
●人口10万人当たりの殺人事件発生率ではブラ
ジル全国で最低レベル（2017年は全州のうち第一
位）。 

●殺人件数の減少は２０００年以降、日本から長
期・短期の専門家（警察官）の派遣を受けて地域
警察（交番システム）を積極的に導入していること
も一因。 

●他方、サンパウロ市街中心部で銃器を使用して
の強盗殺人事件等も発生しており、指数の割に体
感治安は悪く、日常生活でも防犯に対する十分な
注意が必要。 

資料：サンパウロ州公安局 

日本の専門家（警察官）による交番の訪問指導 
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サンパウロの治安状況（財産犯） 

●財産犯（強盗・窃盗等）は発生率では
減少傾向が見られるが、サンパウロ市内
の邦人生活圏内でも日常的に発生して
おり、邦人の被害も多い。 
 

●強盗の場合、ほとんどの場合で凶器
（刃物・銃器）が使用される。万一、被害
に遭われた場合は絶対に抵抗しない。 
 

●歩きスマホをしない、街頭で貴重品を
周囲に見せない等の基本的防犯対策を
徹底する他、常に最新の犯罪情勢や防
犯対策に関する情報を入手する必要が
ある。 

 

人口10万人当たりの発生率 

財産犯の発生件数 

資料：サンパウロ州公安局 

在サンパウロ総領事館ホームページ 



リベルダージ地区における邦人の連続強盗被害 

●２０１７年１月中旬から、駐在員や日系人が多く生活するサンパウロ市内のリベルダージ地区（東洋
街）で、邦人が大手旅行代理店で両替後に強盗の被害に遭う事件が相次いだ。 

●２０１７年１月１６日には邦人が銃撃を受けて死亡する強盗殺人事件も発生。 

●その後の捜査により、上記殺人事件に関与した犯人グループのうち数名は逮捕されたものの、
事件の全容解明には至っていない。 

東洋街（リベルダージ区） 

●共通点 
（１）被害に遭う前にサンパウロ市リベルダージ地区に所在する旅行代理店で両替を行っている。 
（２）犯人が銃器を所持している。 
（３）犯人がバイクで接近，逃走している。 
（４）犯人は被害者の所持金額，移動範囲等の情報を事前に把握している可能性が高い。 

22 



●州全域でけん銃や小銃、手榴弾等を使用した殺人、強盗等の凶悪犯罪が多発。 

●リオ州の財政破綻によりオリンピック・パラリンピック終了後の2016年後半から急
激に治安が悪化。 

●リオ市及び周辺に約1,000か所存在すると言われるファベーラ（スラム街）を中心
に麻薬密売組織間の抗争、治安当局との銃撃戦が激化、流れ弾による一般市民の
死者多数。 

●連邦政府による国家治安計画に基づき国軍や国家治安部隊が展開されるも、効
果は限定的（2018年12月末で終了）。 

※2018年中の強盗事件発生件数は、連邦政府による治安介入にも関わらず増加 
（2003年以降最悪）。 

リオデジャネイロの治安状況 

スラム街が市街・観光地に隣接 

23 
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リオデジャネイロの治安状況（2018年） 
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年 殺人 強盗 傷害 強姦 自動車強盗 自動車窃盗 

2017 32 1,369 360 29 778 225 
2018 29 1,360 372 31 729 221 

年 殺人 強盗 傷害 強姦 自動車強盗 自動車窃盗 

2017 5,346 230,437 60,600 4,952 54,366 15,708 

2018 4,936 231,624 63,332 5,310 52,099 15,793 

・ 強盗件数は前年比で微増。 
・ 殺人件数は前年比で微減。 
 

●リオの治安は２０１８年２月から１２月まで
の連邦政府による国軍を投入しての治安介
入にも関わらず依然として改善されていな
い。 
 

●治安を短期間で改善させることへの限界
が露呈（組織的な情報収集・分析能力の向
上や、州政府全体での治安政策の継続が
必要）。 
 

●治安介入の終了に伴い、今後治安情勢
の悪化の可能性有。 

資料：リオデジャネイロ州公安局 

発生件数 

人口10万人当たりの発生率 

国軍による治安介入の状況 
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コルコバードの丘に通じるパイネイラス通りにおける邦人
観光客の拳銃強盗被害（2018.12.22) 

●コルコバードの丘を観光後、同地観光専用の15人乗りバンで市内に戻るため、パイネイラス通り

を移動中、拳銃を所持した賊１名が車両前方に立ちふさがり、車両のドアを開けさせて、車内にい
た邦人５名を含む乗客を脅し、現金、スマートフォン等を強取したもの。被害者らに身体的被害は
なし。 
 

●同通りは国立公園内に位置し、脇道等もなく逃げ場もないこと、同様の被害が以前から度々発
生していること等から、同地への観光は賊の襲撃が比較的難しい登山電車の利用が望ましい。 
●同様の被害に遭遇する可能性も想定し、持ち物は必要最小限にとどめるなど工夫する。 

パイネイラス通り 



●「ホシーニャ・スラム街」においてリオ州軍警察の検問で停車しなかった車両が警察から
銃撃を受け、乗車中のスペイン人旅行者（女性）が死亡。 

●同車両は観光用で、ガイドの他、イタリア人１人、スペイン人３人の旅行者も同乗。 

●同スラムでは薬物密売組織と治安当局（軍も含む）との激しい銃撃戦が頻発。 

    ガイド付きであってもスラム街へのツアーは避ける、警察の指示には必ず従う。 

      スラム街周辺の通行は極力控える。 

          カーナビの過信にも注意。（カーナビのルート検索ではスラム街を回避しない。） 

スペイン人旅行者の死亡事件 
リオ市南部ホシーニャ・スラム街（2017.10.23） 

※「ホシーニャ・スラム街」：約７万人が居住するブラジル最大規模のスラム街。近年はスラム街を訪れるツアーが存在。 
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●考え方 

  時間、お金、手間等よりも常に安全を優先させる。 

 

●基本事項 

（１） 常に周囲を警戒する。 

（２） 人気のない場所へは行かない。 

（３） 単独行動は避ける。 

（４） 夜間の行動は避ける。 

（５） 宝石や腕時計等、高価なものは身につけない。 

（６） スマホを見せない、路上での使用を控える。 

（７） 犯罪情勢について関心を持ち、情報収集を欠かさない。 

 

防犯対策  (１) 
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●生活一般 

（１） 徒歩での移動は控える。 

（２） 白タク及び流しのタクシーは利用しない。 

（３） 公共交通機関の利用は極力避ける（特にバス）。 

（４） 生活パターン（出勤時間、通勤ルート等）に変化をつける。 

（５） 銀行で現金を引き出した時は尾行に注意。 

 

●運転時 

（１） 車の乗降、信号等での停車時は周囲を警戒。 

（２） 乗降時スキを作らない（鍵の準備、荷物の整理等）。 

（３） 危険な場所に駐車しない（有料駐車場の使用、照明の付近）。 

（４） 走行中も窓を閉鎖、ドアを施錠する。 

（５） 車両前方に固定したスマホにも注意（2018年10月26日にサンパウロで邦人が信号待ち
停車時に被害）。 

（６） 不測事態発生時は周囲を警戒（犯人の工作の可能性）。 

 

防犯対策  (２) 
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●被害を極限するための方策 

（１） 現金、カード等の貴重品は最低限の物を分散所持。 

（２） １００レアル程度の現金は常に所持しておく。 

（３） 緊急時の連絡先は記憶しておく。 

 

●不審な兆候を感じたら 

（１） 安全な場所へ避難、身を潜めるなどの自己防衛手段を講じる。 

（２） 警察や警備員に通報し同行してもらう。 

（３） 発砲音の様な音を聞いた際は、音源を確認する前にすぐに身を伏せる。 

   ※流れ弾による被害を考慮する。ブラジルの警察官は犯人に向けて躊躇せず発砲する。 

 

●強盗や誘拐の被害に遭った場合 

（１） 絶対に抵抗しない。 

（２） 落ち着いて行動することを心掛ける。 

（３） 相手の顔を見ないように目を伏せ、相手の指示以外の行動は取らない。 

（４） 言い争いはしない。 

（５） 犯人に提案を持ちかけない。 

 

防犯対策  (３) 
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治安等の情報確認 

【在ブラジル日本国大使館ＨＰ】 
 
・治安情報（テロ・暴動・大規模デモ情報） 
・医療情報（ジカ熱・デング熱） 
 
http://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

【外務省 海外安全ＨＰ】 
 
・危険情報（各国の渡航目安） 
・広域情報（複数の国に跨がる情報） 
・スポット情報（一時的なデモ等の治安情報） 
・海外安全対策基礎データ 
・医療情報（各国の医療情報） 
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 
 

【たびレジ】 
 

・いざという時、在外公館などから緊急時情報提供を受けら
れる海外旅行登録システム 
 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 
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治安等の情報確認～安全対策基礎データ 

【安全対策基礎データ】 
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasur
e_259.html 
 

【安全対策基礎データ】 

●ブラジル国内の公館所在地周
辺における治安状況、緊急時の
連絡先等について記載。 
●毎年更新。 

①外務省 海外安全ＨＰ 
 →地図からブラジルを選択 
 →安全対策基礎データを選択 

②在ブラジル日本大使館ＨＰ 
→画面上のタブから領事情報（安
全情報）を選択 
→安全対策基礎データを選択 

アクセス方法 
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