
■ ブラジルの基本情報 ■

日本とブラジルは1895（明治28）年11月5日、「日伯修好通商航海条約」調印により外交関係を樹立しました。2020
年は125周年に当たり、ブラジルでは、記念切手も発行されています。日本とブラジルの長きにわたる伝統的な友好関
係は、両国の日系人を始めとした多くの人たちの交流と絆によって力強く支えられています。
愛知県国際交流協会では、“ Boa tarde! ~ こんにちは！”と題してブラジルを特集しています。

愛知県には、現在約６万人のブラジルの方々が住んで
います。
これは、全国の都道府県の中では一番多く、愛知県在
住の外国人のうちでも最多です。

日本からブラジルへの移住者も多く、サンパウロには
愛知県にゆかりのある人たちでつくる、ブラジル愛知
県人会があり、活発に活動しています。

ブラジルのことをもっとよく知っていただくため、
ブラジルの基本情報を集めてみました。

■ 2020ワールドコラボフェスタ “ Boa tarde! ~ こんにちは！” ■

■ 2020ワールドコラボフェスタ 公益財団法人愛知県国際交流協会 ■



■ ブラジルの基礎情報 ■

■ 正式国名 ブラジル連邦共和国
■ 首都 ブラジリア
■ 人口 ２億９４７万人（2018年，世銀）

■ 国土面積 851万㎢（日本の22.5倍）
■ 公用語 ポルトガル語
■ 宗教 主にカトリック教
■ 通貨 レアル（R$）
■ 日本との時差
−12時間=ブラジリア、サンパウロ、リオデジャネイロなど
−13時間=マナウス、ボアヴィスタ、クイアバなど
−14時間=リオブランコ
※サマータイム制度を採用している一部の州は－11時間

（実施期間は10月～3月。年によって変動あり）
■ 気候 主に亜熱帯
■ 電圧
リオデジャネイロ、サンパウロ 110-220V／60Hz
マナウス 127V／60Hz
レシフェ、ブラジリア 220V／60Hz

■ 祝祭日 ■

1月1日 元旦
2月、3月 カーニバル
3月、4月 聖金曜日(イースター

直前の金曜日),イースター
4月21日 チラデンテス記念日

（ブラジル独立運動の志士）
5月1日 メーデー
6月 聖体祭

（イースターから60日）
9月7日 独立記念日
10月12日 聖母マリア・アパレ

シーダ祭
11月2日 精霊祭
11月15日 共和制宣言記念日
12月25日 クリスマス

出典：駐日ブラジル大使館製作パンフレット「Brasil」
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ブラジルは中南米最大の国です。
面積は、8,514,215.3km²と、南米大陸の約半分
（47.3％）を占めています。
世界ではロシア、カナダ、中国、米国に次いで5
番目に広大な国土を持つ国です。

南米大陸の中でブラジルと国境を接していないの
はエクアドルとチリだけで、北はフランス領ギア
ナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビ
ア、南はウルグアイ、アルゼンチン、そして西は
パラグアイ、ボリビア、ペルーの10か国に接して
います。

国土の90%は、熱帯地域に属しますが、人口の
60％以上が、地形、海風、南極などの影響によっ
て温暖な気候となっている地域に住んでいます。

サンパウロ、ブラジリアなどの高原都市は、温暖
で平均気温は19℃です。
リオデジャネイロ、レシッフェなどの海岸地帯は、
貿易風の影響によって気温が高く、ポルトアレグ
レやクリチーバなどの南部は欧米の気候と似てお
り、霜がおりたり、冬に気温が零下になることが
あります。

出典：駐日ブラジル大使館HP「ブラジル国概要」



人 口 ２億９４７万人（2018年，世銀）
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ブラジリアは1960年4月に誕生した計画都市です。当時のジュセリーノ・クビチェッキ大統
領が、首都をリオデジャネイロからブラジルの中央高原の荒野に新首都を建設し遷都すると
いう構想を掲げ、強力なイニシアチブをとって実現させました。

上空から見下ろすと、ジェット機のような形をしているブラジリア。大統領官邸、大聖堂等
主要な建築物は、ニューヨークの国連ビルの設計者の一人として知られるオスカー・ニーマ
イヤー、都市計画はルシオ・コスタの両ブラジル人によって設計されました。

ブラジリアは、キリストのイバラの冠をかたどった大聖堂や、国会議事堂、大統領府など、
都市自体が近代建築と美術の傑作として、1987年にユネスコの世界遺産に登録されました。

■ ブラジリアとサンパウロ ■
～ 首都と日系人の中心 ～

サンパウロ市は標高約800mの高原地帯に位置し、南回帰線上にありながら気候は概して温
暖です。しかし気候の変化は極めて複雑で、一日のうちに四季があるといわれる程です。街
を行く人々の服装も様々で、夏姿もあれば冬服の人も見受けられます。

ブラジルには、推定約190万人という最大の海外日系社会があります。サンパウロには世界
で唯一、47都道府県すべての県人会が存在しています。

その他に日系の、医療・福祉機関、老人会、各種サークル（カラオケ、華道、茶道、日本舞
踊、ラジオ体操、ゲートボール、野球、相撲など）、日系宗教諸派の本部の多くもサンパウ
ロ市内にあります。

出典：在ブラジル日本国大使館HP「ブラジリア概要」、在サンパウロ日本国総領事館HP「サンパウロ案内」



ポルトガル語

世界で最も難しい言語のひとつと言われているポルトガル語

南米大陸ではほとんどの国の公用語はスペイン語ですが、
ブラジルだけがポルトガル語を公用語としています。

ポルトガル語は、ブラジルやポルトガル（欧州）のほか、
東ティモール（アジア）、アンゴラ（アフリカ）、モザン
ビーク（アフリカ）をはじめ、数か国で公用語として使わ
れています。

公用語

宗 教
カトリック約65％

プロテスタント約22％

無宗教8％

（ブラジル地理統計院，2010年）

ボア タルジ

Boa tarde!
（こんにちは！）

トゥード ベン

Tudo bem?
（元気ですか？）

1500年にポルトガルのカブラルに
よって発見され、1822年に独立す
るまで、ポルトガル領でした。



“ORDEM E PROGRESSO”＝「秩序と進歩」
の標語の帯を入れて、

州の数を表わす27個の白い星をちりばめた青い天球を、黄色い菱形に配した緑の国旗です。

（出典： 世界文化社「国旗と国章図鑑」）

緑：森林

黄色：
鉱山物質

■ ブラジル国旗 ■



これは、ブラジルに３か月以上在留している日本人の数です。

このうち、企業からの出向者や留学生などの長期滞在者は３,７８７人で、残りの
４７,５２０人は永住者です。

また、日本から進出している日系企業の拠点数は６９９あります。

（2018年10月現在、外務省 在留邦人数調査統計）

１位 .米国、２位 中国、３位オーストラリア、
４位 タイ、５位 カナダ、６位 英国に次いで、

７位です。

順位 都市名 在留邦人数

1 ロサンゼルス都市圏 68,823人

2 バンコク 55,081人

3 ニューヨーク都市圏 47,563人

4 上海（中国） 40,747人

5 シンガポール 36,624人

＜都市別の在留邦人数＞ 都市別では、サンパウロが２３位となっています。

順位 都市名 在留邦人数

6 シドニー都市圏 33,007人

7 大ロンドン市 29,667人

8 バンクーバー都市圏 28,281人

…

23 サンパウロ 11,363人

■ ブラジルに住む日本人の数 ■

５１,３０７人



■ ブラジルの日系人社会 ■

日本から海外に本拠地を移し、永住の目的を持って生活されている日本人とその子孫の
二世、三世、四世等で国籍、混血は問いませんが、そういう方々が海外日系人として定
義されています。

◆ 海外日系人とは

◆ 海外日系人の人数

国（地域） 人 数

ブラジル 1,900千人

アメリカ合衆国 1,304千人

ハワイ 240千人

カナダ 121千人

アルゼンチン 65千人

オーストラリア 36千人

フィリピン 33千人

1908年、最初の移民船「笠戸丸」がサントス
港に到着してから、戦前・戦後を合わせて約25
万人もの日本人がブラジルに移住しました。

移民に寛容な社会環境のもと、今では6世も誕
生し、190万人を擁する世界最大の日系社会が
この地に築かれています。

ブラジル人は非常に親日的ですが、それは日系
ブラジル人の「勤勉」「正直」「信頼できる」
という人間性が、高く評価されていることも要
因の一つでしょう。

（出典： 外務省HP「わかる！国際情勢」、（公財）海外日系人協会HP「日系人について知ろう」）



■ 愛知県とブラジル ■
愛知県とブラジルとの関係は古く、戦前・戦後を通じて多くの方々が移住され、サンパウロには
ブラジル愛知県人会が1958年に発足し、現在でも活発に活動されています。
経済関係においても、ブラジルトヨタが1958年に設立されるなど、密接な関係にあります。

貿易額 輸出1,784億円 輸入658億円
進出企業 37社が53拠点へ進出

（アイシン精機、岡谷鋼機、デンソー、トヨタ自動車ほか）

愛知県 サンパウロ州と友好交流と相互協力に関する覚書を締結（2018年）
豊橋市 パラナ州パラナヴァイ市と教育分野での友好提携を締結（2008年）

在名古屋ブラジル総領事館 1993年10月開設（所在地：名古屋市中区）

愛知県知事が、愛知県人会設立記念5周年ごとに渡航
1953年に桑原知事（当時）が訪伯して以来、2018年に大村知事が県人会60周
年に渡航するまで、歴代知事が渡航しています。

ブラジルからは、2005年ルーラ大統領（当時）を始め、駐日大使、総領事、
連邦議員、州政府関係者などの政府要人が来県されています。

ブラジル愛知県人会からは、5年ごとに母県訪問団が来訪しているほか、今ま
でに136人の移住者子弟の留学生を受け入れています。

愛知県在住のブラジル人は、62,508人（2019.12）で、全国の都道府県の中
でも最も多く、愛知県在住外国人の内、最多の国でもあります。



■ ありがとうございました ■

「ブラジルの基本情報」をご覧いただき、ありがとうございました。

私どものサイトでは、このほかに、愛知県の日系ブラジル人の様子を知っていただける
動画や、愛知県の外国人の状況、ブラジル料理紹介、ブラジルあるある、写真で見るブ
ラジル、ブラジル愛知県人会、といったトピックの記事を用意しています。

ぜひそちらもご覧ください。

■ 2020ワールドコラボフェスタ “ Boa tarde! ~ こんにちは！” ■

■ 2020ワールドコラボフェスタ 公益財団法人愛知県国際交流協会 ■

果てしなく続くビーチ<パラ州ブラガンサ市のアジュルテワ海岸> （写真提供：ルーカス・サンタナ氏）


