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は じ め に 

 

 本報告書は、基盤研究（C）課題番号 22520559 研究課題名「スペイン語・ポルトガル語

近親言語文化圏間の外国語教育と相互理解の諸相」（代表・水戸博之）の第４年度である平

成２５年度から最終年度、翌平成２６年度までの２年間の成果をまとめたものである。本

研究は平成２２年度から平成２６年度まで通算５年間の比較的長期に渡って実施されたこ

とから、第３年度の終了時に中間報告を、第４年度に各年度開催してきた計４回の講演会

の記録を編集し発表した。これらは少部数作成した紙媒体の他、NAGOYA Repository に収

録され随時閲覧が可能である。 

 研究は、言語的に広義のスペイン語・ポルトガル語圏、地域的には主としてラテンアメ

リカをフィールドとする言語、外国語教育、音楽、メディア、人口移動、食文化など各分

野５名の研究者の連携によって行われ、各年度、連携研究者の海外調査と、研究組織が構

成する「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」主催による関連分野の専門家を招

聘した講演会の二つの活動を中心に展開した。 

 またこの研究計画は、日本国内の南米人集住地域も対象とはなるものの、大半が遠隔地

であることから、調査には多くの制約や困難が伴った。最終年度も急激な円安による海外

渡航費用等の高騰からパラグアイ調査の実施が危ぶまれていたが、幸い予想をはるかに超

える成果とともに無事終えることができた。 

思うに、年各１回の海外調査（初年度は２回）と講演会を実施していくという計画は、

まさに「言うは易し」であり、５年連続大過なく行うことができたということに、いささ

か感慨も覚える。代表者は、主に調査研究の各年度の具体的な企画立案と、報告書等の作

成を中心としたデータの整理に専念した。海外調査は若手を中心とした連携研究者にお願

いしたが、代表者単独で行うよりも、はるかに広範かつ各研究者の専門性を反映した、よ

り深く充実した内容になったと思う。また、本プロジェクトは今年度で終了するものの、

ここから連携研究者が各自の研究をさらに発展させ、学会等、様々な場で成果を発表しつ

つあることは研究代表者としても誠に喜ばしい。 

他方、グローバル化と言われる今日にあっても、遠隔地を対象とした地域研究が常に直

面しなければならない問いは、何故、そして如何に対象地域と関わるのかということであ

る。近親関係にある２つの言語圏を、日本から統合的・俯瞰的に把握しようとする本研究

の試みは、この問いへの一つのあり方を示し得たのではないかと思うところでもある。 

 最後に、講演を快諾された講師の方々、プロジェクトに参加した連携研究者諸君、そし

て研究活動を支援してくださった名古屋大学事務局各位に、この場を借りて、お礼申しあ

げます。 

 

平成２７年３月 

研究代表者 水戸 博之 
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科学研究費補助金の概要 

 

 

 

1. 研究課題 

 

基盤研究（C）課題番号 22520559 

研究課題名「スペイン語・ポルトガル語近親言語文化圏間の外国語教育と相互理解の諸相」

研究代表者：水戸博之  

研究期間：平成２２年度～平成２６年度 

 

 

 

２．研究組織 

 

研究代表者 水戸 博之（名古屋大学大学院国際言語文化研究科教授） 

連携研究者 西村 秀人（名古屋大学大学院国際開発研究科准教授） 

連携研究者 重松 由美（名古屋大学大学院国際言語文化研究科 学術研究員） 

連携研究者 寺澤 宏美（名古屋大学非常勤講師） 

連携研究者 野内  遊（名古屋大学非常勤講師） 

連携研究者 渡辺 有美（名古屋大学非常勤講師） 

 

 

 

３．交付決定額（配分額） 

           直接経費       間接経費     合 計     

平成２２年度     900 千円       270 千円      1,170 千円 

平成２３年度     700 千円       210 千円             910 千円 

平成２４年度     500 千円       150 千円             650 千円 

平成２５年度     500 千円       150 千円             650 千円 

平成２６年度     500 千円       150 千円             650 千円 

 総 計         3,100 千円       930 千円      4,030 千円 
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４．補助金による主な活動  

 

１） 講演会      

 

平成２２年度 Carlos Aguirre （作曲家・ピアノ＆ギター奏者） 

       「アルゼンチン音楽の国際性と地域性」（西村秀人と対談） 

平成２３年度 河野 彰（大阪大学教授） 

       「”Department of Spanish and Portuguese”という概念は日本でも可能か？」 

                           （使用言語：ポルトガル語） 

平成２４年度 渡辺 マルセロ（NPO Mixed Roots x ユース x ネット★こんぺいとう代表）

松本 里美（NPO シェイクハンズ代表） 

       「総合テーマ：『在日外国人の現状〜大学ができることは・・・〜』」 

（平成２４年度は基盤研究(C)課題番号 24520461「在日(経験のある)ブラジル人高校生と

大学生のアイデンティティと言葉の関係」（研究代表者 重松 由美）と共同開催） 

平成２５年度 Jorge Anzorena （SELAVIP 代表） 

       “Un encuentro entre Asia y América Latina en el desarrollo humano” 

              --- Actividad de la ACCA (Acción Comunidad Coalición Asiática --- 

       （「人間開発におけるアジアとラテンアメリカの出会い」使用言語：スペイン語） 

平成２６年度 二村 久則（名古屋大学名誉教授） 

       「ラテンアメリカにおける女性大統領たち」 

 

（所属等は開催当時のもの。平成２５年までの内容は講演録を参照。） 

 

 

２） 海外調査  

 

平成２２年度 ブラジル・ウルグアイ（重松 由美）2011 年 2 月 13 日～2 月 27 日 

       アルゼンチン     （西村 秀人）2011 年 3 月  9 日～3 月 21 日 

平成２３年度 ペルー              （寺澤 宏美）2012 年 2 月 21 日～3 月 13 日 

平成２４年度 メキシコ          （野内  遊）2013 年 3 月  1 日～3 月 13 日 

平成２５年度 ペルー       （寺澤 宏美）2014 年 2 月 19 日～3 月 6 日 

平成２６年度 パラグアイ     （渡辺 有美）2015 年 2 月 13 日～2 月 22 日 

（平成２４年度までの詳細は中間報告書を参照。） 
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平成２５年度 研究報告           （連携研究者の所属等は当時のもの） 

 

 平成２５年度は、研究計画の第４年度である。この年度においても連携研究者として、

名古屋大学大学院・国際開発研究科・准教授 西村秀人と、重松由美、寺澤宏美、野内遊

の名古屋大学大学院・国際言語文化研究科・非常勤講師３名が参加した。 

 主要な活動として、前年と同様、海外調査１件、講演会１件を実施した。 

 海外調査に関しては、寺澤がペルー・リマ市の食料品を中心にスーパーの消費動向を購

買層の異なる複数の地区で前回２０１２年に引き続き調査を行うとともに、今回、現地日

系社会の現況について、コンタクトを取るのが容易ではなかった高齢者施設およびその食

文化の環境と継承に関する報告を行っている。スペイン語の環境であっても祖父母への待

遇表現が、日本語であること、出身地によって呼び方が異なることなどは、興味深くまた

印象深い事例である。寺澤は在日ペルー人研究から出発し、従来ブラジルに比べ扱われる

ことの少なかったペルー本国の状況について、日系人と食文化いう視点から考察を勧めて

いる。日本食の受容と変化は、ジャガイモを始め主要な農産物の原産地であり、豊かな食

材を基に官民あげて国際的に通用する独自の食文化を確立しようとしているペルー国内の

動きとともに、今後も追跡すべき興味深いテーマである。また本研究は、日本と南米ある

いは二言語文化圏間に介在する物理的・距離的隔たりを、研究は如何にして超え得るかと

いう問いに対する一つの可能性を呈しているように思われる。 

 講演会には、長年、開発途上国の住宅問題に取り組んでいる SELAVIP（ラテンアメリカ・

アジア住居奉仕団）代表ホルヘ・アンソレーナ博士を招聘した。博士は、ラテンアメリカ

のみならずアジア、アフリカ各国の様々な住環境改善の活動への指導と助言を行い、その

功績からマグサイサイ賞を受賞した世界的にも著名な研究者である。ここ何年かはフィリ

ピンと東京を拠点に活躍されている。講演では、単にラテンアメリカの問題に限定せず、

人間の尊厳ある生存権とは如何にして確立されるものなのかを、講師自身の携わったプロ

ジェクトから語っていただいた。博士がアルゼンチン出身であることから、スペイン語世

界の視野における相互理解の大前提となる人間存在のあり方を、多様なスペイン語圏の聴

講者に問いかける意味で、特にスペイン語による講演を依頼し、数多くの活発な質疑応答

が行われ、閉会後も長時間にわたり懇談が続いた。 

 当該年度の特筆すべき点は、初年度から２５年度までの講演４本を「講演録」の形に編

集し発表したことである。なお、この講演録は少部数の紙媒体で刊行されるとともに

NAGOYA Repository*に掲載され閲覧が可能である。 

 水戸は、海外調査と講演会の企画および講演録の編集等、計画全体の統括を行った。 

 

*NAGOYA Repository 

中間報告書 http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/19092 

講演録   http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/19328 
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平成２５年度 研究成果一覧 

 

学会発表 

１）野内 遊 「教育的コンテンツとしてのテレノベラ―El Clon を中心に―」 

第 34 回日本ラテンアメリカ学会定期大会（獨協大学 埼玉県草加市）2013.6.2      

 

「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」が主催した講演会 

 

１）”Un encuentro entre Asia y América Latina en el desarrollo humano” 

    --- Actividad de la ACCA (Acción Comunidad Coalición Asiática) --- 

  （「人間開発におけるアジアとラテンアメリカの出会い」--- ACCA の活動---） 

                            名古屋大学 全学教育棟（北棟）４０６号室 2013.07.13 

 

講師紹介： 

ホルヘ・アンソレーナ (Jorge Anzorena S.J.) 

SELAVIP（ラテンアメリカ・アジア住居奉仕団）代表、イエズス会司祭。 

 

経歴 

1930 年 ブエノスアイレス（アルゼンチン）生 

1973 年 工学博士（東京大学） 

1970 年‐1999 年 上智大学教員 

1976 年‐現在 低所得者の居住環境改善活動に携わる。 

1988 年 第１回国際居住年記念賞受賞 

1994 年 マグサイサイ賞国際理解部門受賞 

 

著書 

  「世界の貧困問題と居住運動 屋根の下で暮らしたい」明石書店、2007 他。 

      

＊内容は平成２５年度作成「講演録」に収録：  

(NAGOYA Repository) http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/19328 
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海外出張報告書 

寺澤 宏美 

 

ペルー旅行日誌(2014 年 2 月 19 日～3 月 6 日） 

2/19 

（水） 

12:30 DL630で中部国際空港からデトロイト(DTW)へ 

13:45 DL1245に乗り継ぎアトランタ(ATL)へ 

17:20 DL151でリマへ 

2/20 

（木） 

0:10 リマ Jorge Chaves空港到着。Suites Antique Apart Hotelにチェックイン 

・カトリカ大学(PUCP) Patricia Nakamura講師と昼食 

・スーパーWongで消費傾向調査 

2/21 

（金） 

・日程／訪問先確認 面談相手にメール送信 

・ペルー日系人協会(APJ) 事前訪問 

・APJ内日系人資料館視察 

2/22 

（土） 

リマ市内調査 

・Miraflores地区のスーパーMetro とデパート Ripleyで消費傾向調査 

2/23 

（日） 

休日 

・公共交通機関を使ってリマ旧市街へ 

・スーパーTottus調査 

2/24 

（月） 

ペルー日系人協会(APJ) 

・文化担当 Patricia Takeda Huapaya氏と面談、調査協力依頼) 

・神内先駆者センター Rosa Arashiro de Nakamatsu氏と面談、調査協力依頼 

2/25 

（火） 

ペルー日系人協会(APJ) 

・神内先駆者センター 参与観察 

2/26 

（水） 

Instituto Riva-Agüero訪問（カトリカ大学研究機関） 

・Rolando Tamashiro研究員と面談 研究所内見学と日系人研究に関する 

 意見交換 

・付属図書館へ論文寄贈 

2/27 

（木） 

・資料／写真整理 

・APJでの調査準備 

2/28 

（金） 

ペルー日系人協会(APJ) 

・エレナ・コハツ図書館で資料収集 日本料理、日系人移民史など 

3/1 

（土） 

ペルー日系人協会(APJ) 

・カルチャースクール見学 

3/2 

（日） 

休日 

・沖縄系日系人の知人、Jennifer Tamanaja氏の家族と昼食 

・リマ市内 Barranco地区散策 
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3/3 

（月） 

ペルー日系人協会(APJ) 

・神内先駆者センターで聞き取り調査、参加者と日本風定食の昼食 

・日系人資料館 Mery Luz Masuda Toyofuku 館長と面談 

・料理研究家 Angélica Sasaki 氏に聞き取り調査 

・会館ホールで開催の「ひなまつり」（日系婦人会主催）見学 

3/4 

（火） 

・帰国準備 

12:00 ホテルチェックアウト 

・スーパーPlaza Vea 調査 

3/5 

（水） 

2:35  DL150 で Jorge Chaves 空港からアトランタ(ATL)へ 

12:20 DL629 に乗り継ぎデトロイト(DTW)へ 

15:30 DL629 で名古屋へ 

3/6 

（木） 
18:50 中部国際空港到着 

 

 

 

 

 

           ペルー日系人協会(APJ) 
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リマ調査報告書 

寺澤 宏美 

 今回の訪問では、2012 年に初めてリマを訪れた際に、見学先として立ち寄ったペルー日

系人協会(Asociación Peruano Japonesa, 以下 APJ)を主な調査地とした。 

 APJ は文化センター、スポーツセンター、日本語センターのほか、図書館、日系人移民資

料館や劇場、病院などが付属する、在ペルー日系人の活動拠点である。また、ペルーに日

本文化を紹介する役割も果たしており、文化センターやスポーツセンターでは日本に関連

するものをはじめさまざまな講座を提供し、日系以外の人々にも広く利用されている。 

 このような多角的な APJ の事業の中で、筆者が最も興味をひかれたのは「神内先駆者セ

ンター」(Departamento Centro Recreacional Ryoichi Jinnai)であった。このセンターは、

日系人（主に 2 世）の高齢化にともない、デイサービス施設の必要性が検討された際、日

本国際協力財団（理事長・神内良一氏）の援助によって 1992 年に開設された。以下は同セ

ンターでの取材メモである。 

 

１）デイサービスとしての機能 

 リマ市および近郊の地域に住む日系の高齢者(APJ 会員)たちは、週に一度、センターの送

迎バスで APJ に通ってくる。居住エリアごとに曜日が指定され、月曜日から金曜日まで、

一日平均 50～60 人がセンターに集まるというシステムになっている。 

 午前 10:30 頃、ボランティアたちがセンター玄関に到着したバスを出迎え、日本語で「お

じいちゃん」「おばあちゃん」1「おはようございます」と呼びかけて、杖や車いす利用で介          

写真 １ 

 

                                                  
1 日系ペルー人の家庭では、abuelo/abuela（スペイン語の祖父母）ではなく、「おじいちゃん」

「おばあちゃん」と呼ぶのが一般的と言う。沖縄系では「おじい」「おばあ」と呼んでいる例を

筆者は体験している。 
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助が必要な人には手助けをしながらエレベーターへと案内する。 

午前中は歌ったり、太極拳などで体を動かしたり、編み物をしたりと個人の好みに合わ

せて活動する。12 時過ぎに昼食、10 ソル（350 円程度）を支払って、全員で APJ 内のレス

トランで「定食」を摂る。筆者が訪問した日はトンカツ、中華風スープ、カッパ巻き、ご

はん、ケーキだった(写真 2)。聞き取り調査の合間の昼食だったため、知り合ったばかりの

「おばあちゃん」が自分のトンカツをどんどん筆者の器に入れてくれて困ったこと、「この

サイズの巻きずし2は細巻と呼ぶのよ」と言ったらまわりの全員に「へえ、そうなの」と驚

かれたことが懐かしく思い出される。 

 

      写真 ２  

 

 

 昼食後はホールで日本のテレビ番組（この日は『BS 日本のうた』だった）を見る。訪

問したのが 2 月末だったので、折り紙でお雛様を作るグループ、カードゲームに興じるグ

ループ、うたた寝をする人、と好きなように過ごす。3 時になるとラジオ体操をする様子も

見られた。ボランティアと、看護師 10 数名が常時見守っているため安心だと感じられた。

4 時過ぎにはまたバスに乗ってそれぞれの自宅へ帰って行く。 

 

２）「お誕生会」に見る日本とペルー  

 毎月最終週は、曜日ごとに、その月に生まれた人を参加者全員で祝う「誕生会」が開か

れる。訪問したのがたまたま最終週だったため、2 月 24 日に月曜グループの「2 月のお誕

生会」を見学することができた。ホールに全員が集まると椅子にかけて簡単な体操をする。

誕生会の主役たちはちょっとおめかししているように見えた。在日ペルー人がパーティー

で用意するのと同じような大きなケーキと日本茶が用意され、白・緑・ピンクの大福のよ

                                                  
2 巻きずしは「makizushi」と表記され、通常「maki」と呼ばれる。 
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うな「おもち」3も人数分並んでいた（写真 3）。このおもちは参加者の一人が全員に贈るた

めに、APJ 内のレストランに発注したものだそうだ。 

      写真 ３ 

 

 

『Happy Birthday to You』のスペイン語バージョンを歌い、誕生日を迎えた人とハグをする

ペルー式のお祝いをするために主役たちの前に列ができる4。 

写真 ４ 

 

ケーキを食べている間、『月の沙漠』『小さい秋見つけた』など、日本の童謡が BGM とし

て流される。その後、元気な人たちがボランティアや看護師と一緒に日本風の曲で踊る。 

                                                  
3 餅は「omochi」、弁当は「obento」、赤飯は「osekihan」と「お」が付いた形で用いられる。

イベントなどで軽食として販売される。 
4 背後に「Feliz Cumpleaños febrero 2014」（誕生日おめでとう 2014 年 2 月）のボードが見える。 
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３）食生活に関する聞き取り調査 

 センターの協力を得て、80～90 歳代の日系 2 世の女性 5 人に、幼少時の食生活について

聞く機会を得た。ペルーの日系人は圧倒的に沖縄出身者が多いが、出身地による差異をみ

るため、両親の出身地が沖縄（2 人）、熊本（2 人）、父・沖縄、母・ペルー人（非日系）の

計 5 名を選び、1)家庭内の日本食摂取の有無、2)季節食・行事食、3)記憶に残る日本食、4)

日本食全体に対するイメージ、意見、について質問した。 

 全員が家庭内で日本食を摂取していた。記憶に残る日本食としては、おすし、まきずし、

かまぼこ5、煮物（煮しめ）、味噌汁、きゅうりの酢の物、などが挙げられた。 

 季節食・行事食としては「大みそか」／そば（「gallina のだし」）、「正月」／もち、雑煮、

「法事」／「nishime」（chancho、昆布、大根など）、「誕生日」／天ぷら（tempura dulce）、「ク

リスマス」／pavo という結果であった。ここで興味深いのは、5 人とも流暢な日本語で答え

る中、gallina＝鶏肉、chancho＝豚肉、pavo＝七面鳥の部分だけが揃ってスペイン語であっ

たことである。nishime は「煮しめ」であるが、熊本出身者は「鶏」、沖縄出身者は「豚」を

材料として挙げている点について、100 人程度にアンケートを実施すれば違いが明確になる

と思われる。 

 クリスマスに七面鳥を食べていたことについて、「どうして食べるのか意味はわからなか

ったが、まわりのペルー人を見てそういうものだと思っていた」という話から、被調査者

たちの親である 1 世が、比較的早い時点でペルーの風習を取り入れていたことが推測でき

る。 

 調査を進める中で、「料理の先生は母と姑」と言うように、母または姑の料理についての

知識・関心が大きく影響していることがわかった。母が非日系であっても、日本食に興味

があれば娘や孫に引き継がれる。ペルー社会に溶け込みながらも、親の出身地の味付けや

素材が、世代を超えて受け継がれていることがうかがわれた。 

 ペルーに出稼ぎとして渡った男性が故郷に一時帰国し、花嫁をともなってペルーに戻る。

被調査者の母親の中には「外国へお嫁に行くのだから、何でも自分でできるように」と料

理などをしっかり教え込まれたケースがあったと聞く。当時のペルーで日本食の材料が容

易に手に入るわけもなく、身近な材料で工夫してなつかしい味を再現していたのだろう。

農村に住んでいた人々はサトイモやネギなどを畑で育て、日本特有の素材は月に一度トラ

ックで巡回してくる日本食品輸入業者から購入していたという。 

 日本食のイメージは肉中心のペルー料理よりヘルシー、嫁や孫に教えている、家で作ら

ず買ってくるという意見もあった。 

 

 

 

                                                  
5 沖縄のてんぷら、かまぼこは筆者の知る食品とは形態が異なるようなのでさらなる調査の必要

がある。 
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４）取材後記 

 昼食の後、全員がホールに揃い、誕生会の準備が進む間にボランティア・リーダーから

あいさつするよう勧められた。参加者のほとんどが女性で男性はごくわずか。男性はなか

なか家から出ず、センターに来ても積極的に人と関わることが苦手、とボランティアから

聞いた。 

 とりあえずスペイン語で自己紹介を始めたら、「日本語で言ってください」と日本語であ

ちこちから声がかかる。あいさつの後、片言、から驚くほど美しい日本語まで、レベルは

さまざまだが積極的に話しかけてくる人が何人もいた。口々に「日本からいらしたの？」

と聞かれて筆者が「はい、日本から来ました」と答えた時の表情は今思い出しても形容し

がたい。リマの日系人が日本のことを話すのを聞くと、「ニッポン」でもスペイン語の Japón

でもなく、カタカナの「ニホン」と響くような気がするのだが、「おばあちゃんたち」にと

って「ニホン」は魔法の言葉なのかもしれない。帰り際にも「日本に帰るのですか？」と

聞かれて「はい、帰ります」と言うとまた、あこがれと寂しさがないまぜになったような

表情になった。 

 一見日本人のようだが、生活スタイルはペルー人である。80 歳～90 歳と高齢ながら、ど

の参加者も背筋が伸びて若々しく、椅子とベッドの生活を想像させる。2 世はペルー生まれ

で、ペルーは「外国」ではなく「生まれ育ったわたしの国」である。日本人の血をひいて

いるために APJ でデイサービスを受けているが、それは「外国で暮らす日本人が、高齢に

なったらその国で日本式のサービスを受ける」のとは意味が異なる。 

 日本の歌を歌い、日本のテレビ番組を見て折り紙やラジオ体操をする先駆者センターは

センターに通う「おじいちゃん」「おばあちゃん」にとって、「ペルーの中のニホン」なの

かもしれない。 

 日本から来て日本に帰る筆者に、90 歳に近い方たちが「お元気でね」と優しく声をかけ

てくれる。この方たちにとって「ニホン」は特別で永遠のものなのだ、そう思った。 

胸が詰まって「ありがとうございます。どうぞお元気でお過ごしください」と答えるのが

精一杯だった。 
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平成２６年度 研究報告 

 

 平成２６年度は、計画の最終年度である。本研究においては、連携研究者として、名古

屋大学・国際開発研究科・准教授・西村秀人と名古屋大学・国際言語文化研究科・非常勤

講師・重松由美、同非常勤講師寺澤宏美と野内遊に、さらにパラグアイ研究の同非常勤講

師渡辺有美が加わり研究体制の拡充が図られた。また計画第５年目であることから、研究

成果一覧のように、先行年度の成果に基づき発展させた著書の出版や研究論文、学会発表

および講演も活発に行われた。 

 海外調査はパラグアイ研究、特に音楽に詳しい渡辺が行った。パラグアイは、地政学的

にはブラジル（ポルトガル語圏）とアルゼンチン、ボリビア（スペイン語圏）に囲まれ、

言語文化的に見てもスペイン語圏でありながら、二言語圏の交差する中間的な位置を占め

るのみならず、国内にはグアラニ語がスペイン語とともに使用されるなど、地政学的に同

様な環境にあるウルグアイともまた違う、非常に特異な要素を持つ興味深い国である。こ

の特異性は、研究代表者の短期間２回に過ぎない渡航経験からも十分頷けるものであるが、

渡辺の調査は、現地における多数の研究者や専門家との面談を通じて、一見自己主張が弱

く見えながら着実に伝統を維持しつつ国外においても受容され愛好されるパラグアイ音楽

の特質を解明しようとするものである。今回の調査で得た資料の分析結果の発表が待ち望

まれる。 

講演会は、二村久則名古屋大学名誉教授を招聘し３月４日に開催した。テーマは「ラテ

ンアメリカの女性大統領たち」である。現在、南米のＡＢＣとも呼ばれるアルゼンチン、

ブラジル、チリ３国の大統領はいずれも女性である。これは現代ラテンアメリカ社会の地

殻変動を象徴する出来事であるが、講演は、約７０年前のエビータことエバ・ペロンの活

躍したアルゼンチンの政治状況から説き起こし、４０年前のアルゼンチンの世界初の女性

大統領をはじめとする過去の他の女性元首の存在に触れ、単に近年の社会変動の突出した

面ではないことを明らかにしつつ、現在の３大統領選出の背景とそれぞれの個性と直面す

る問題の相違に言及している。後半の約１時間に及んだ質疑応答では、フロアのボリビア、

メキシコ、スペイン各国の出席者からの発言もあり、時に笑いも交えての和やかな雰囲気

の中で進行した。 

私たちの研究課題である近親二言語文化圏間の相互理解の考察は、当初学校教育の中に

おける外国語教育を中心に想定して出発した研究であったが、５年にわたる期間において、

文化的側面のみならず政治社会的要素とも密接に関係することを今更ながら認識すること

になった。ラテンアメリカという一つの枠組みの中における近親性とそれぞれの個性とい

う問題を、政治学・社会学の分野において平易に解説した内容は、本プロジェクトの最終

年度を総括するにふさわしい講演であったと言える。 
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平成２６年度 研究成果一覧 

 

著書 

１) Coriún Aharonián (coordinador), El tango ayer y hoy, Centro Nacional de 

Documentación Musical Lauro Ayestarán, Montevideo, 2014,496p 所収：   

pp. 367-390 Hideto Nishimura, Tango en Japón: entre lo japonizado y lo auténtico 

(ISBN: 978-9974-36-253-6). 

 

論文 

１）野内 遊「スペイン語圏で制作されるナルコテレノベラの構造とタイプに関する一考

察」『イベロアメリカ研究』 第 36 巻, 第 2 号, pp. 47-61.  

 

学会発表 

１）寺澤 宏美「日系人の中のニホン―食生活を中心に」日本ラテンアメリカ学会・中部

部会研究会（中部大学 愛知県名古屋市）2014.04.26 

２）野内 遊 「ナルコテレノベラの台頭」第 35 回日本ラテンアメリカ学会定期大会 

（関西外国語大学 大阪府枚方市）2014.06.07 

 

研究成果に関連した公開講座・講演等 

１）西村秀人（招待講演講師）「タンゴ日本渡来 100年特別講演＆ミニコンサート」 

日 時：平成２６年１０月２５日（土） 

会 場：（大阪府）豊中市立会館ルシオーレホール 

共 催：タンゴ・グレリオ／PaPiTa MuSiCa 

後 援：日本タンゴアカデミー 

２）西村秀人「音で聴くタンゴ発展史 ～ アルゼンチンと日本のタンゴ名演集」 

日 時：平成２７年３月２２日（日） 

会 場：神戸・移住と文化の交流センター           

主 催：神戸中南米音楽協会（日伯協会内） 

 

「スペイン語・ポルトガル語言語文化圏研究会」が主催した講演会 

 

テーマ：「ラテンアメリカにおける女性大統領たち」 

 

講 師：二村 久則 名古屋大学名誉教授 

日 時：平成２７年３月４日（水）１４時～１６時） 

会 場：名古屋大学 全学教育棟４０６号室 
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海外出張報告書 

渡辺 有美  

 

パラグアイ調査旅行日誌 （2015年 2月 13日～2月 22日） 

1日目 2月 13日 11:20 中部国際空港よりデトロイトへ出発 

  (金) 20:03 デトロイト～ブラジル・サンパウロ経由～パラグアイへ出発 

2日目 2月 14日 14:05 シルビオ・ぺティロッシ国際空港（ルケ市）に到着 

  (土)   スコール（大雨）でしばらく足止め 

    16:00 首都近郊のイタ市に移動 

    18:00 Celsa Ramírez氏、Augusto Salaberry氏と懇談。 

意見交換、聞き取り調査を行う 

3日目 2月 15日 9:00 Nicolás Salaberry氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

  (日) 14:00 Derlis Villagra氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

    17:00 Marcos Gayoso氏、Osvaldo Mendoza氏と懇談 

意見交換、聞き取り調査を行う  

4日目 2月 16日 9:00 イタ市からアスンシオン市に移動 

  (月) 11:00 市内の Servilibro書店他で文献・資料収集 

      Servilibro出版の Vidalia編集長と懇談 

    13:30 日本食レストラン HIROSHIMAで昼食 

    15:00 パラグアイ在住日本人、福家陽子氏から現地情報を伺い関

連資料を頂く 

    18:30 Aida Lara氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

5日目 2月 17日 8:30 Elisa Godoy氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

  (火) PM スコール（大雨）で足止め 

    18:30 Papi Galán氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

6日目 

 

 

2月 18日 

（水） 

 

9:00 パラグアイ主要紙 ABCColor社から取材依頼をうけ同社訪

問。Sergio Ferreira氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を

行う 

  
 

10:30 国立古文書館訪問 

  

  

12:00 

 

14:00 

駐パラグアイ日本大使館上田善久特命全権大使夫妻 

同大使館山方知之文化担当官夫妻と会食 

Jorge Garbett氏と懇談。意見交換、聞き取り調査を行う 

16:30 Dra.Carmen Quintana と懇談。聞き取り調査を行う 

 

19:30 Dr.Evandro Higa氏（ブラジル在住）とSkypeを使用して懇

談。意見交換、聞き取り調査を行う 
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7日目 2月 19日 9:00 パラグアイ文化センターEl Cabildo、バリオス博物館訪問 
 

  （木） 10:30 市内の書店で文献・資料収集 

    16:00 Dr.Herib Caballero と懇談。聞き取り調査を行う 

    18:00 市内の書店で文献・資料収集 

8日目 

 

2月 20日 

(金) 

9:30 Pedro Martínez氏、Mariví Vargas氏と懇談 

意見交換、聞き取り調査を行う 

  
 

12:30 駐パラグアイ日本大使館山方文化担当官夫妻と昼食 

    
17:35 シルビオ・ぺティロッシ国際空港（ルケ市）よりブラジル・サン

パウロ経由～デトロイトへ出発 

9日目 

 

2月 21日 

（土） 

6:49 デトロイトから中部国際空港へ出発 

10日目 

 

2月 22日

（日） 

19:50 中部国際空港に到着 

 

調査協力者（面談者） 

1 
Celsa Ramírez  

 
     アルパ奏者、パラグアイ専門書出版販売員（Ediciones técnicas Paraguayas） 

2 Augusto Salaberry 
 

 

     パラグアイ先住民研究所情報システム分析科長 (Instituto Paraguayo de  

Indigena)、元音楽学校講師（Escuela de Música Maestro Herminio Giménez） 

3 Nicolás Salaberry 
 

 

      サンパウロ州立パウリスタ大学音楽研究科大学院生(UNESP)  

      合唱指揮者、音楽学校講師（Guri Santa Marcelina, Brasil) 

4 Derlis Villagra 
 

 

      ラテンアメリカ文学・アート研究家 

      防衛省情報システム分析員（Ministerio de la Defensa Pública） 

5 Marcos Gayoso 
 

 

      エルミニオ・ヒメネス音楽学校校長（Escuela de Música Maestro Herminio 

Giménez）  

6 Osvaldo Mendoza 
 

 

      音楽学校講師（Escuela de Música Maestro Herminio Giménez) 

      国家警察音楽隊クラリネット奏者(Banda de policia nacional) 

7 Aida Lara 
 

 

      パラグアイ文化研究者、アスンシオン市立芸術院講師（Insutituto Municipal 

de Arte)、 アナウンサー、作家 
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8 Elisa Godoy 
 

 
      バリオス研究第一人者故 Sila Godoy氏の長女、建築家、人形劇作家、作家 

9 Papi Galán 
 

 

      アルパ奏者、作曲家 

パラグアイ国立音楽院講師(Coservatorio Nacional de Música)、 

10 Sergio Ferreira 
 

 
      パラグアイ全国紙 ABCColor文化部長 

11 Jorge Garbett 
 

 

      作曲家、演奏家（ギター) 

元パラグアイ日本文化センター長(Centro Paraguayo Japonés) 

12 Dra.Carmen Quintana 
 

 

      教育学者、元教育省副大臣、元パラグアイ・カトリカ大学教授 (Universidad 

Católica Nuestra señora de Asunción)  

13 Dr.Evandro Higa 
 

 

      音楽学者、マト・グロッソ・ドゥ・スール州立大学教授（Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Brasil） 

14 Dr.Herib Caballero 
 

 

      歴史学者、国立アスンシオン大学大学院教授(Universidad Nacional de 

Asunción) 

15 Pedro Matrínez 
 

 

      国立エステ大学高等音楽学校専任講師 (Universidad Nacional del Este, 

Paraguay)、作・編曲家(現代パラグアイ音楽)、演奏家（ギター） 

16 Mariví Vargas 
 

 
      作曲家（アフロパラグアイ音楽、ラテンアメリカポピュラー音楽)、歌手 

  
 

     

典型的なパラグアイのチパ（chipa）     テレレがあると話もより弾むパラグアイでの面談
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パラグアイ調査報告書 

渡辺 有美 

 

調査の概要 

 

目的：『スペイン語・ポルトガル語近親言語文化圏の外国語教育と相互理解の諸相（科学

研究費補助金・基盤研究 C・研究代表者、水戸博之）』の研究連携者として、「パラ

グアイにおけるブラジル文化の影響とその現況」を把握するための情報収集と、

加えて、調査者の従来の研究テーマであるアグスティン・バリオス１（以下バリオ

スと略す）研究に関する調査を行い、今後の研究発展に役立てることを目的とす

る。 

 

期間：2015 年 2 月 14 日（土）～20 日（金） 

首都アスンシオン市に 4 日間、首都近郊イタ市に 2 日間滞在。 

 

協力者（面談者）：別紙の通り 

 

調査内容： 

１ パラグアイとブラジルで活動する（していた）研究者、音楽家、研究家らと、本

調査に関する情報収集を目的とした面談を行う。 

2  バリオス研究の動向について面談者と意見交換を行い、同分野で明らかにできて 

いない点について調査する。 

3 国内の文化施設と書店を訪問し、最新の情報を収集する。 

 

成果: 

１ ブラジルなど近隣諸国におけるパラグアイ文化の現況について、様々な立場の面

談者から聞き取りを行い、パラグアイの歴史的文化的背景、パラグアイ文化の近

隣諸国への広がり、パラグアイ国内の文化的動向について、豊富な情報を得るこ

とができた。 

2 バリオスに関する調査者の直近の研究成果の概要を現地の言語（スペイン語）に

翻訳し、関係者に配布して内容について議論を行った。またバリオス研究で明ら

かにされていない点について意見交換を行った。 

3  国内の文化施設と書店で、近年発刊された研究文献・資料を収集した。 

  

                                                  
１ Agustín Barrios(1885-1944) は、パラグアイ人でありながらラテンアメリカ諸国で活躍した

ギタリスト。 
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調査結果 

 

南米の中でも国土が小さいパラグアイは、近隣の大国と比較してあらゆる資源が少ない

と一般に認識されており、文化面においても同じ状況であると思われている。しかし、今

回の調査では、むしろパラグアイ文化が近隣諸国に影響を与えた事例が多くみられた他、

近隣諸国の各地に根付き、愛着を持って享受されている現況を確認することができた。 

調査の目的を「パラグアイにおけるブラジル文化の影響とその現況」としたのは、大国

が小国を圧倒するといった思考が、長くパラグアイに関わってきた調査者にすら働いたか

らであったことは否めない。むしろ、これまでバリオス研究を通してパラグアイを考察し

てきたため、優れた音楽家の一人も庇護することができず流出させる国という見方をして

いたためであろう。しかし、国境という枠を超えて考察してみれば、近隣諸国にパラグア

イ文化の消費されている場が点在しており、魅力ある市場としての将来性の高さも確認で

きるのである。本調査ではそのことを終始実感した。 

今回、多様な分野で活躍する様々な背景を持つ方々と面談をしたことによって、パラグ

アイについて多岐にわたる情報と新たな知見を得ることができ、今後の研究で克服すべき

課題が見出された。これから得られた情報の裏付け作業を進めていき、いずれ研究成果に

結実させたい。以下、面談内容を抜粋して列記する。 

 

国境を超えて‐近隣諸国におけるパラグアイ文化‐ 

 

ブラジル滞在経験を持つまたは在住のパラグアイ人２、ブラジルとアルゼンチン両国に滞

在経験を持つパラグアイ人３およびブラジルのカンポ・グランデにおけるパラグアイ音楽の

消費について著したブラジル人研究者４、パラグアイ人歴史学者５は、いずれも、アルゼン

チンのコリエンテス州、ミシオネス州、フォルモッサ州や、ブラジルのマト・グロッソ・

ドゥ・スール州他、つまり過去のパラグアイ領と、後にブラジル、アルゼンチンに割譲さ

れた地域にパラグアイ文化が現在も根付いていることを強調していた。 

ではパラグアイ文化とはここで何を指すのだろうか。具体的には、会話にグアラニ語を

用いたり、マテ茶の回し飲み、暑い夏にはテレレの回し飲み、グアラニアを好んで聞き、

ポルカ・パラグアージャが流れれば恒例の手拍子を打ち踊り始めたりするようなことを言

うようだ。「行けばまさにパラグアイと同じ光景が見られるから驚くだろう」とのことであ

る。 

パラグアイにおけるブラジルの存在感や影響に関する意見を聞くと、歴史的にはコロニ

ア時代からの関係、三国戦争以後のブラジルによるパラグアイ統治、経済的側面ではブラ

シグアジョ６の存在といった話があがるが、文化的には、Papi Galán 氏が「Nada（全くな

い）」と一言で回答したことにつきるように、パラグアイに「ブラジル文化」なるものは確

かに席巻していないように思われる。Papi Galán 氏は、筆者のその質問自体が「raro（不
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思議、奇妙、聞き慣れない）」とのことであったし、本人は 10 年間ブラジルで活動してい

たが、住んでいてもブラジル文化が自分に沁み込むことはなかったと言い切る。むろん、

生粋のアルパ・パラグアージャを演奏するためにブラジルをはじめヨーロッパでも活動し

ていた Papi Galán 氏のケースである。 

現代においては、Pedro Martínez 氏のようにコンテンポラリーパラグアイ音楽と呼ぶ音

楽を作曲するパラグアイ人音楽家たちも現れている。アルゼンチン、ブラジルの同分野の

潮流からは大きく外れているが、そこは独自路線と言えばよい。これらの音楽の担い手は、

パラグアイで幼少期を過ごし音楽の基礎や楽器を学び、最終的にブラジルで専門性を磨く。

パラグアイのフォルクローレが沁み込んだ彼らは、アルゼンチンやブラジルのコンテンポ

ラリー音楽もよく聞きながら、自国パラグアイの音楽の可能性と未来を広げようと模索し

ている。Pedro Martínez 氏やブラジルの大学でパラグアイ音楽を研究する Nicolás 

Salaberry 氏などを中心とするブラジル在住の若手パラグアイ人音楽関係者たちは、パラグ

アイ音楽研究会（el núcleo de investigación de la música paraguaya）をブラジルで立ち

上げ、情報・意見交換を頻繁に行っている。 

かつて、Oscar Nelson Safuán(1943‐2007) というパラグアイ人作編曲家がおり、ブラ

ジル長期在住中の 70 年代にアバンサーダ（avanzada）という音楽ジャンルを考案した。

Safuán がアバンサーダを考案したのは、パラグアイでもポルカ・パラグアージャとグアラ

ニア以外に、MPB やボサノバのような新しい音楽の潮流を巻き起こせないかと考えたから

であった。Papi 氏をはじめとする同郷の音楽家たちは、作曲や演奏を通してアバンサーダ

の普及に尽力したが、グアラニアのように熱狂的に広がり根付くという現象は起こらなか

った。上述の若手パラグアイ人たちはこれを分析しており、Safuán の試みを尊重しつつも

新たな道を切り開こうとしている。 

 

パラグアイ国内の文化的動向 

 

1) 地方都市の国際音楽祭 

首都から約 40 キロに位置するイタ市に、エルミニオ・

ヒメネス音楽学校がある。現在パラグアイでは 2002 年に

はじまった音楽による青少年育成システム Sonidos de la 

tierra７ が国内に拡大して大きな成果をあげているが、こ

の学校の卒業生も指導者として多く活躍している。 

毎年 10 月に開催している国際音楽祭は、昨年で 28 回目

を迎えた。近隣諸国から演奏団体を招いて文化交流を続け

ている。ポスターには Unidos por el canto, Latinoamérica 

vive su folklore!というスローガンと、昨年の参加国である

アルゼンチン、ボリビア、ブラジルの国旗も描かれている。
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参加国の演奏グループは、各国と地域の音楽やダンスを披露する。昨年度で言えば、チャ

カレーラ、タンゴ、ヴィオラ・カイピーラの演奏などが披露された。演奏者は主に 20 代ま

での子供達や若者で、こうした活動を通して自国の文化と隣国の文化を知り相互理解を深

めている。このようなフェスティバルは今では当たり前に見られるが、地方にある同学校

が 28 年前から取り組んでいることは特筆に値する。 

 

 2)国家警察音楽隊 (Banda de policía nacional) 

パラグアイの国家警察音楽隊は、パラグアイの音楽史において大きな役割を果たしてき

た。パラグアイ音楽史における重要人物たちがここに名を残している。 

現在同音楽隊は６つの隊に分かれており、隊員は指示された配属先で活動しなければな

らない。音楽の専門試験に加えて、体力試験も課されており、両方に合格しなければ正式

採用されないのは、日本の自衛隊の音楽隊と同じであった。Osvaldo Mendoza 氏の話では、

遅刻や規律違反に対する罰則も厳しく、減給や警察施設内での謹慎などが科せられるとの

ことであった。６つの音楽隊は、主に公式の場で演奏する Banda de Policía,の他、Jazz Band

（ジャズバンド）, Orquesta sinfónica (交響楽団)、Orquesta de Camara（室内楽団）、吹

奏楽＋コントラバス、チェロの編成で行進曲やユニバーサルな曲を演奏する Banda 

sinfónica、そして、フォルクローレ専門のオーケストラグループ Orquesta folclórica であ

る。この Orquesta folclórica の存在は特に興味深い。あえてこの名前で活動する意味を有

しているからと思われる。 

 

 3)アフロ系パラグアイ人（Afroparaguayo）の文化実践 

ラテンアメリカの各地に見られるように、パラグアイにもアフロ系のコミュニティがある。

その一つが Kamba Cua で、グアラニ語で El agujero de los negros を意味する。自身がア

フロ系パラグアイ人の Mariví Vargas 氏は、Kamba Cua のダンス・太鼓グループと共にア

フロ系の人々の精神的豊かさや夢や希望を伝えることを目的とした Neguritud de colores

というCD・DVDを、パラグアイ政府の支援で作成した。Kamba Cua以外に、Pardos Libres, 

Kamba Kokué というコミュニティもある。筆者はパラグアイに関わって 10 年以上たつが、

今回はじめてアフロパラグアージョの存在を知った。Mariví Vargas 氏に会い、CD・DVD

を拝見して、これもまた重要な存在であることを痛感した。 

 

4)その他 

Dra.Carmen からはパラグアイと近隣諸国の教育制度について、Celsa Ramírez 氏から

は独裁政権時代のパラグアイについて、Derlis Villagra 氏からはアートにおけるブラジル

の影響について、Aida Lara 氏からはパラグアイ人とグアラニ語の関係について、Augusto 

Salaberry 氏からはパラグアイの先住民について、Jorge Garbett 氏からは現在のパラグア

イ政府の文化政策について、それぞれ話を伺った。 
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バリオス研究に関する情報収集 

 

 今回は、バリオスが高額紙幣の肖像になった経緯について調査したいと思っていたが、

これについては Sergio Ferreira 氏から話が聞けた。またバリオス研究の第一人者、故 Sila 

Godoy (1919-2013)の長女で、Sila Godoy 氏の功績を著書にまとめた Elisa Godoy 氏から、

Sila Godoy 氏が行ったバリオス研究について具体的にいろいろと話を聞くことができた。

一例をあげると、同氏は Augusto Roa Bastos (1918-2005)と共に、バリオスの散逸した作

品の収集と軌跡を辿るようパラグアイ政府から命ぜられ、1953-54 年の間に 2 人でバリオス

の辿った道程を調査する予定だったが、Roa Bastos はその仕事を最終的に引き受けなかっ

たため、Godoy 氏１人でその任務を遂行した、ということである。もしこの著名な小説家

が当時プロジェクトに従事していたら、バリオスは音楽面だけでなく文学的側面からも評

価・研究され、バリオス研究はより発展していたかもしれない。 

Dr. Herib Caballero 氏からは、バリオスを研究するにあたって三国戦争（1864-70）後

のパラグアイの状況を視野にいれるというアイディアも得た。敗戦後の疲弊したパラグア

イ事情を検討することで、新しいことが見えてきそうである。 

バリオスがブラジル長期滞在中に得た名声の要因、バリオスにとってのパラグアイそし

てブラジル、また現代パラグアイにおける国民的音楽家としてのバリオスの存在意義など、

これから明らかにしたいと考え

ているテーマについて、パラグア

イと近隣諸国の国際関係を踏ま

えて分析することは、全ラテンア

メリカ的存在という意味で先駆

的であったバリオス研究の発展

にとって、不可欠のように思えた。 

 

左の新聞記事は、2015 年 2 月

20 日（金）の ABCColor 紙、Arte 

y Espectáclo 欄に、“Especialista 

en la obra de Mangoré*”のタイ

トルで筆者の写真と共に掲載さ

れた記事である。外国人バリオス

研究者が調査に来たことが取り

上げられるという現状が、パラグ

アイにとってのバリオスの存在

意義を物語っている。*(Mangoré

はバリオスの通称） 
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所感 

 

筆者が調査・研究でパラグアイを訪れるのは 2009 年以来約 6 年ぶりであった（2011 年

にプライベートで 2 泊 3 日滞在）。久々のパラグアイは真夏だったこともあり、到着早々ス

コールを浴び、早速パラグアイに着いたなと感じた。至る所で見られる夏の風物詩テレレ、

癖毛にはきつい高い湿気、グアラニ語なまりのスペイン語、真っ青な空に真っ白な雲の数々、

赤い土と赤いレンガの家、うっそうと茂る緑の木々。首都アスンシオンでも殆どの建物が

低いため、雨季には森林の中に街がうもれているようにも見える。食事といえばアサード、

マンディオカ、タジャリンにエンパナーダ、朝食はチパ、マテ・コシードにドゥルセ・デ・

グアジャバと、パラグアイ三昧の 6 日間となり、最後は恒例の出国前の搭乗ロビーで流れ

るアルパの生演奏を聞きながら帰国の途に着いた。 

 今回バリオス研究がメインではなかったことは筆者にとって幸いであった。観点を変え

てパラグアイを視ることができ、これまでと違う角度からバリオスを分析する方法とアイ

ディアが得られたからである。このことは非常に大きな収穫であった。 

また筆者が今回面談した方々は、現代のパラグアイにおいて自国の文化価値が見失われ

ていると危惧しており、それぞれの立場でパラグアイ文化の未来に貢献しようとしていた。

立場や経歴、活動場所は違えどパラグアイへの思いは一緒であり、そのことは筆者の胸を

熱くした。今後の研究への意欲を改めてかき立ててくれた今回調査に協力して下さった面

談者の方々、パラグアイでお世話になった方々、そして日本側では名古屋大学の方々に、

この場を借りて感謝を述べたい。 

 

                                                  
２ Papi Galán（1960－70 年にブラジル滞在）、Pedro Matrínez（現在ブラジル在住）。 
３ Celsa Ramírez、Augusto Salaberry、Nicolás Salaberry（現在ブラジル在住）、Derlis Villagra。 
４ Higa, Evandro Rodrigues. Polca paraguaia, Guarania e Chamamé, Estudos Sobre três 

gêneros musicais em Campo Grande-MS, Brasil: Editora UFMS,2010. 
５ Dr.Herib Caballero はコロニア史が専門だが博識で全パラグアイ史に精通。 
６ スペイン語では brasiguayo、ポルトガル語では brasiguaio と表記する。パラグアイ在住のブ

ラジル人移住者とその子孫を指し、パラグアイの外国人移住者の中で最大人口である。 
７ 詳しくは www.sonidosdelatierra.org.py を参照されたい。 
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日本におけるテレノベラ研究の意義と 

新しい潮流としてのナルコテレノベラに対する視座 

 

 

 野内 遊 

 

 

0 はじめに  

 本報告書は、2014 年 6 月 7 日(土)に関西外国語大学でおこなわれた第 35 回日本ラテンア

メリカ学会定期大会の報告のために提出した報告ペーパーを加筆・修正したものである。

具体的には大会での発表の際に頂戴したコメント、大会後に執筆を終えた論文「スペイン

語圏で制作されるナルコテレノベラの構造とタイプに関する一考察」(2014)、そして論文執

筆後の研究成果を踏まえ、加筆・修正した。 

  

1 日本におけるテレノベラ研究の意義 

 日本におけるテレノベラ研究の意義を考察する前に、「テレノベラとはどのようなものな

のか」、まずこの点を明確することが必要だろう。とくに日本のようにテレノベラの受容の

歴史が浅い社会では重要な作業であろう。またこのような考察をおこなうことによって、

日本でテレノベラ研究をすることの意義も見えてくると思われる。 

 日本でのラテンアメリカ全般に対するイメージにも当てはまるだろうが、テレノベラに

関しても同様のステレオタイプ的なイメージが強いといえる。まず、簡単にこの点につい

て考察してみる。 

アメリカ合衆国で制作されたテレビドラマと比べると量的にはまだまだ少ないが、近年

日本でもテレノベラは放映されるようになっている。例えば、『ビクトリア—愛と復讐の嵐—』

（アメリカ合衆国 2006 年、原題: Olvidarte jamás）、『ヴィーナス—時空を越えた愛—』（アメ

リカ合衆国 2010 年、原題: El clon）、『ベティ—愛と裏切りの秘書室—』（コロンビア 1999 年、

原題: Yo soy Betty, la fea）などが放映されている。 

邦題を見ても分かるように、愛・復讐といった言葉がドラマのタイトルの中に用いられ

ている。さらにいうならば、これらのドラマは、制作国である南北アメリカ大陸での一般

的な名称である「テレノベラ」というくくりで説明がなされることもあるが、日本ではこ

れらの作品は「ラテンドラマ」という名称で呼ばれることの方が多い。このような説明は

決して間違っているわけではないが、名古屋大学の水戸博之が指摘しているように物語全

体を表面的にあらわしているだけではないだろうかという疑問も残る1。 

実際に例を取ってこの点について考察をしてみる。例えば、『ビクトリア—愛と復讐の嵐—』

                                                  
1 詳しくは、水戸博之「El clon における二つの宗教 : イスラム教とキリスト教—人間の誕生に関

する生命倫理を巡って—」を参照のこと。 
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のストーリーは以下のようなものである。 

主人公であるルイサ・ドミンゲス(Luisa Domíngues、後に復讐のためにルイサ・ドミンゲ

スという名前を捨てビクトリア・サリナス、Victoria Salinas と名乗るようになる)は、広大

な牧場を経営する富豪モンテロ(Montero)家の牧場で祖母とともに働いていた。美しいルイ

サは、モンテロ家の次期当主と見られているゴンサロ(Gonzalo)につきまとわれる。その妻

であるグラディス(Gladis)はルイサに対する嫉妬から彼女に暴行を加える。このようなつら

い状況にありながらもルイサは仕事をこなしていくが、最終的に牧場での仕事を失ってし

まう。牧場を離れる日に、故意ではなかったが、モンテロ家の当主であるドン・グレゴリ

オ(Don Gregorio)の不手際で最愛の祖母を事故で亡くしてしまう。悲しみに暮れるルイサは

モンテロ家に対する復讐を誓う。 

十数年後、成功者となったルイサは身分を隠し、ビクトリアと名前を変えモンテロ家に

近づく。その過程で、モンテロ家と隣接している牧場を経営し、また対立している牧場の

経営者ディエゴ・イバラ(Diego Ibarra)と運命的な出会いを果たす。主人公であるビクトリア、

モンテロ家、そしてディエゴ・イバラを中心の様々な事件が起り、物語が展開していく。

ビクトリアとディエゴ・イバラとの恋愛とそれに対する妨害、ゴンサロやグラディスに対

するビクトリアの復讐の計画と実行を中心に物語が展開していくという内容である。 

 ここまで概観してきた『ビクトリア—愛と復讐の嵐—』の内容を見ると愛と復讐といった

言葉は物語の本筋から離れたものではない。しかしながら、物語の内容や舞台設定を見て

みると単に個人（ビクトリア）の復讐物語というよりは、そのような物語を軸に社会（ラ

テンアメリカ社会）に存在している不公正や不平等を描くことによって視聴者に対して問

題提起をおこなっているようにも見える。具体的には、ラテンアメリカに現存する階層社

会または、農場といった閉鎖的な社会における主人と労働者との関係に対する問題提起、

またはロールモデルとしての強い女性像などである。これは、ヒロインであるビクトリア

だけでなく、彼女の周りの登場人物たちの行動様式や価値観の中にそのようなメッセージ

を読み取ることが可能である。例を挙げるとディエゴ・イバラの経営する農場では、主人

であるディエゴ・イバラとそこでは働く労働者との関係は、非常に良好であり、疑似家族

的であるともいえる。これは、モンテロ牧場における労働者たちに対する高圧的で、権威

主義的な態度と明確な対比をなしている。また、「悪」と描かれがちであるモンテロ牧場の

内部でも、様々な物語が存在している。例えば、ドン・グレゴリオの娘の一人であるコン

スタンサ(Constanza)は、夫であるルベン(Rubén)から日常的に暴力を受けているが、物語が

進むにつれて、徐々に、夫に立ち向かうようになるという姿が描かれている。 

 テレノベラを恋愛物語（メロドラマ）としてとらえるということは 1 つの見方であり、

また楽しみ方の 1 つであるが、『ビクトリア—愛と復讐の嵐—』におけるプロットを注意深く

観察すると、このような見方だけではテレノベラの全体像をとらえることができないこと

がわかる。そして、このような構造は必ずしも『ビクトリア—愛と復讐の嵐—』にだけに見

られるものではない。同様の構造は、『ベティ—愛と裏切りの秘書室—』においても見られる。
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『ベティ—愛と裏切りの秘書室—』では、従来のヒロイン像（「美しい容姿を持つヒロイン」）

と異なる主人公の存在にとかく注目が集まりがちであるが、この作品でも社会における不

公正や不平等が描かれている。商取引における賄賂に関する問題や社会階層の違いなどで

ある。このような要素を「テレノベラ」のプロットの中に見いだすことは容易である。む

しろ制作者側は、このような多くの人々がおそらく漠然と、ときに強く感じている社会的

な不公正や不平等を物語に組み込むことで、視聴者の関心を引くようにしているとも言え

る。 

 テレノベラはフィクションであるが、完全に現実社会から切り離されたフィクションの

世界ではない。何かしらの現実が反映されたものである。これは、後述するナルコテレノ

ベラの場合も同様である。従って、「ラテンアメリカ」のテレビドラマイコールメロドラマ

という図式を固定的にとらえる見方は、非常に表面的なものであると言える。『ビクトリア

—愛と復讐の嵐—』や『ベティ—愛と裏切りの秘書室—』はあくまでも例であるが、テレノベ

ラはときに社会的メッセージを含んだ物語が多いという点を指摘したい。 

 他方、意図的にこのような社会的メッセージを盛り込んだ物語を制作することもある。

「エンターテイメント・エデュケーション」と呼ばれる作品群のことである。「エンターテ

イメント・エデュケーション」は、メキシコのテレビ脚本家・プロデューサー・ディレク

ターであったミゲル・サビド(Miguel Sabido)によって始められた。 

 サビドは、テレノベラの中のメロドラマは、良いことのと悪いことの対立を示し、「良い」

行動を促進し、「悪い」行動を制止する独自の機会となる」(シングハル・ロジャース 2011: 70)

と述べている。サビドによって制作された「エンターテイメント・エデュケーション」は、

成人の読み書き習得の大切さをテーマとした El combate、十代の性の責任をテーマとした

Caminemos、メキシコ社会における女性の平等な地位の確立を促進した Nosotras las mujeles

などを挙げることができる(シングハル・ロジャース 2011: 76)。 

 テレノベラ研究の先行研究に多くの人種やジェンダーを主なテーマとした研究が残され

ていることからも分かるように、テレノベラを単純な娯楽作品という見方は、表面的なも

のである。従って、日本でテレノベラを研究する際には、そのような見方から脱却する必

要がある。 

 ここまで考察してきたように、テレノベラは、娯楽以上の内容を含んだものである。そ

の内容、構造を考察していくことは、単にテレノベラを知るだけでなく、異文化（ラテン

アメリカ社会）を知ることにつながると言える。そして、そこに日本においてテレノベラ

研究をおこなう意義があるように思われる。 
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2 新しい潮流としてのナルコテレノベラ 

 

2.0 本節における考察内容とアプローチ 

 2000 年代半ば以降、麻薬問題とくにナルコトラフィカンテ（スペイン語で麻薬売買人を

意味する語、ときにナルコと呼ばれる）を物語の主要人物として扱うテレビドラマ、ナル

コテレノベラが制作されるようになってきている。 

 本節では代表的な作品の内容やその特徴について簡単な考察をおこない、今後のナルコ

テレノベラ研究のための予備的考察とする。 

 

2.1 代表的なナルコテレノベラの作品 

 表 1 は、ナルコテレノベラのタイトル・制作年・制作会社・制作国を示したものである2。

制作会社及び制作国を見てみると、ナルコテレノベラに関してはコロンビアが主要生産国

である。またアメリカ合衆国のマイアミに本拠を置く Telemundo が、2008 年以降ナルコテ

レノベラを制作し始めている。 

 

 

表 1 ナルコテレノベラのタイトル/制作年・制作会社/制作国 

タイトル/制作年 制作会社/制作国 

Sin tetas no hay 

paraíso 

/ 2006 

Caracol Televisión  

（コロンビア）  

Sin senos no hay 

paraíso / 2008 

RTI Producciones （コロンビア） 

Telemundo （アメリカ合衆国） 

El cartel de los sapos 

/2008  

Caracol Televisión 

（コロンビア） 

Las muñecas de la 

mafia /2009 

Caracol Televisión（コロンビア） 

La diosa coronada   

/2010 

Caracol Televisión (コロンビア) 

Telemundo(アメリカ合衆国) 

La reina del sur     

/2011 

Telemundo (アメリカ合衆国)  

RTI Producciones (コロンビア),  

Antenna 3（スペイン） 

                                                  
2 これらの作品に関する詳しいデータと分析に関しては、野内遊「スペイン語圏で制作されるナ

ルコテレノベラの構造とタイプに関する一考察」の 47 ページと 48 ページを参照のこと。 
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Escobar, el patrón del 

mal/ 2012    

Caracol Televisión  

（コロンビア） 

El señor de los cielos  

/2013 

Caracol Televisión  （コロンビア） 

Telemundo（アメリカ合衆国） 

Tres Caínes / 2013      RTI Producciones (コロンビア) 

Camelia, la 

texana/2014 

Telemundo （アメリカ合衆国） 

Señora Acero /2014 Telemundo （アメリカ合衆国） 

（出典）Caracol Televisión, Telemundo, RTI Producciones のホームページをもとに筆者作成3。 

 

 「テレノベラ」の制作においてメキシコは、コロンビアやブラジルなどと並び非常に重

要な制作国である。他方、ナルコテレノベラに関しては、メキシコでは放映はされている

が、制作はされていない。これは、1 つにはメキシコでは、2000 年代、とくにカルデロン

政権(任期 2006-2012 年)以降の「麻薬戦争」の影響とその後の不安定な社会的状況があると

考えられる。メキシコで、ときに政府の腐敗を描くこともあるナルコテレノベラを制作す

ることは、社会的に難しいことだった／難しいことのように思われる。 

 もちろん、このことはナルコテレノベラが制作されているコロンビアで麻薬問題が解決

したということを意味するわけではない4。しかしながら物議を呼ぶことはあっても5継続的

にナルコテレノベラが制作されていることを考えると、社会的に触れてはならないタブー

というわけではなく、またこのような内容に関心を示す視聴者が一定数の存在しているこ

とを示しているともいえる。例えば、コロンビアの有名な麻薬王であったパブロ・エスコ

バル(Pablo Escobar)を主人公にした Escobar, el patron del mal が放映された際、約 1000 万人

の視聴者がいた6。  

                                                  
3 それぞれのホームページのアドレスは以下である。Caracol Televisión は、www.caracoltv.com , 

Telemundo は、msnlatino.telemundo.com ,  RTI Producciones は、rtitv.com である。 
4 南北アメリカ大陸における麻薬問題に詳しい二村久則によると、コロンビア現代史の中では

1989 年から 1993 年までの間を麻薬戦争と呼んでいる。この言葉は、政府・取り締まり当局に対

してメデジン・カルテルが武力闘争を挑み、軍・警察だけでなく民間人にも多数の犠牲者を出し

た紛争をあらわすものである。その起こりは、1984 年にロドリゴ・ララ(Rodrigo Lara)法務大臣

が麻薬カルテルの殺し屋に暗殺された事件にあると、二村は指摘している（二村 2011 : 165-166）。

コロンビアにおける麻薬と暴力に関しては、『コロンビアを知るための 60 章』の第 27 章から第

33 章までに詳しく説明されている。 
5 2013 年にコロンビアで放映された Tres Caínes、パラミリタル（右翼準軍事組織）に焦点を当

てたナルコテレノベラは、 被害者団体を中心に放送中止を求める動きがインターネット上で起

きた。詳しくは、以下の BBC のサイトを参照のこと。
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130411_colombia_novela_tres_caines_polemica_aw.shtml 
6 詳しい内容は以下のサイトを参照のこと。http://www.elsiglodetorreon.com.mx/movil/?n=814026  
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 テレノベラの歴史という観点からコロンビアにおけるナルコテレノベラの制作を考察し

てみると、コロンビアのテレノベラは伝統的にコメディや社会風刺を多分に含んでいると

言われている。他方、メキシコで制作されるテレノベラは、情緒的な作品が多いとされて

いる(Straubhaar 2012 :157) (Barbosa 2005 : 16)。上述のコミカルで様々な社会風刺を含んだ

『ベティ—愛と裏切りの秘書室—』は、伝統的なコロンビア的なテレノベラと言える。ナル

コテレノベラに関しても後で紹介するLas muñecas de la mafiaやSin senos no hay paraísoなど

では、ときに暴力的なシーンも登場することもあるが、コミカルな登場人物やシーンも多

く存在しており、きわめてコロンビア的な物語といえる。このようにコロンビアにおける

ナルコテレノベラの制作とその背景について考えてみると、テレノベラ制作国としてのコ

ロンビアの歴史そして特徴も無関係ではない。ナルコテレノベラをとらえようとするなら

ば、このような歴史的・社会的背景についても目を向けなければならないだろう。 

  

2.2 代表的なナルコテレノベラの内容 

 

 本節では、代表的なナルコテレノベラの内容について概観してみる。具体的には 1) Sin 

senos no hay paraíso (2008)、2)El señor de los cielos(2013)、3)Las muñecas de la mafia(2009)、

4)Escobar, el patrón del mal (2012)の 4 つの作品について焦点を当てる。 

 

1) Sin senos no hay paraíso (2008) 

 Sin senos no hay paraíso は、2006 年に制作された Sin tetas no hay paraíso のリメイク版であ

る。前者と後者では、制作会社は異なっているが、ともにコロンビアを拠点にした制作会

社が関わっているので、大きな設定の変更はおこなわれていない。この 2 つの作品のもた

らした社会的影響に関する考察をおこなったエクトル・フェルナンデス・ロエステ(Héctor 

Fernández L’Hoeste) によると、Sin senos no hay paraíso は Sin tetas no hay paraíso に比べると

より広い視聴者層にアピールするために控えめな作品になっているという 7
 (L’Hoeste 

2011 : 165)。 

 主人公であるカタリーナ(Catalina)は Pereira の貧しい地区に住む 17 歳の少女である。学

業にあまり関心がなく、常に貧困から抜け出すことを考えていた。Pereira には、有力なナ

ルコトラフィカンテたちがおり、彼らは麻薬密売で得た大金を最新型の車や邸宅、そして

盛大なパーティーなどに使っていた。Pereira の少女たちにとって、プレパゴ(prepago)として

ナルコトラフィカンテたちと週末を過ごすことは、容易に大金を得る方法であった。プレ

パゴとは、ナルコトラフィカンテ専門の売春婦のことである。 

 カタリーナと同年代、そして同じような経済状況にあった少女たちは、既にプレパゴと

して多くの場合ナルコと関係を持っていた。カタリーナも親友であるジェシカ(Yésica)がま

                                                  
7 例えば、ロエステによると、Tetas （英語では Tits）は、Federal Communications Commission

によって使用を禁止されている言葉である (L’Hoeste 2011 : 165)。 
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とめている Prepago のグループに参加するようになる。カタリーナはこのグループに参加し、

様々な経験をする。とくにジェシカと行動をともにし、多くのナルコトラフィカンテたち

と関わりを持つようになっていく。 

2) El señor de los cielos (2013) 

 El señor de los cielos は、実在したメキシコ北部に本拠を置くフアレスカルテルのボス、ア

マド・カリージョ・フエンテス(Amado Carrillo Fuentes)の時代と人生を描いている。1980 年

代から 1990 年代のメキシコを主な舞台としている。物語の中では、カリージョ・フエンテ

スはアウレリオ・カシージャス(Aurelio Casillas)と名前が変更されている。 

タイトルの El señor de los cielos (『天空の支配者』)は、カリージョ・フエンテスがジェッ

ト機を用いて、コロンビアから密輸されたコカインをさらにアメリカ合衆国へと密輸して

いたことに由来する彼のあだ名をもとにしている。カリージョ・フエンテスは、この方法

により、アメリカ合衆国へと密輸されるコカインの流通網を掌握し、麻薬王として君臨し

た。この物語では、カリージョ・フエンテスだけでなく、実在の人物をモデルとした多く

の人物が登場しているが、唯一パブロ・エスコバルだけが実名で登場している。 

 El señor de los cielos ナルコテレノベラの中でも人気が高く、第 2 シーズンが 2014 年に放

映され、第 3 シーズンが 2015 年 2 月現在、撮影中である。 

   

3）Las muñecas de la mafia (2009) 

 Las muñecas de la mafia は、様々な理由によりナルコトラフィカンテとかかわり合うよう

になった 5 人の若い女性に関する物語である。ブレンダ(Brenda)、パメラ(Pamela)、レナタ

(Renata)、ビオレタ(Violeta)、オリビア(Olivia)を中心に物語が展開されている。 

 この物語では、彼女たち 5 人のナルコに対する立場が微妙に異なっているところに最大

の特徴が見られる。 

 ブレンダは、物語のヒロイン的な存在である。様々なトラブルに直面する過程で、地域

の麻薬組織のボスの１人であるブラウリオ(Braulio)と知り合う。ナルコに対しては、肯定で

も否定でも無い立場である。 

 パメラは、飛行機のパイロットでもあり、麻薬の運び屋でもあるエル・カピ(El Capi)の娘

である。ナルコの世界のことを知らずに生きてきたが、エリック(Erick)というナルコと恋人

関係になった後、様々なトラブルを解決するためにナルコの力を借りることになり、彼ら

との関係から抜け出せないようになってしまう。 

 レナタは、会計士である恋人がナルコと関わることによって、ナルコとの関係を持つよ

うになる。5 人の中で彼女が最もトラブルに巻き込まれやすく、最終的に悲劇的な結末を迎

えてしまう。 

 ビオレタは、靴の中に麻薬を埋めこみ、密輸をおこなっているナルコの娘である。幼い

頃から父親の仕事を手伝っており、ナルコの世界には最も馴染んでいる。物語後半に父親

が仲間であったナルコに暗殺され、その復讐に燃えるようになる。 
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 オリビアは、雑貨店を経営する両親のもとに生まれた。5 人の中で最も積極的にナルコと

の関係を望んでいる。とくに豊かな生活に憧れており、麻薬カルテルのボスであるブラウ

リオの妻となる。これらの 5 人の女性がナルコと関わることにより直面する様々な問題を

軸に物語が進んでいく。 

 

4）Escobar, el patrón del mal (2012) 

この作品は、コロンビアのメデジン・カルテルのボスであったパブロ・エスコバルの人

生を描いている。物語は、エスコバルを殺害した軍事作戦の場面から始まる。その後、メ

デジンの近くの村で教師の息子として生まれた幼少期のエスコバルのエピソードから物語

が展開されていく。幼少期の彼はそれほど強靭ではないが、青年へと成長するにつれて徐々

に強く、そして野心的になっていく。タバコの密輸や自動車の窃盗を重ね、徐々に麻薬密

輸の世界へと足を踏み入れるようになる。この作品は、これまで紹介してきた作品の中で、

最も史実に近い形で物語が展開されていくところに特徴がある。とくに登場人物やエピソ

ードなどに、その特徴が見られる。同様なタイプの作品に、パブロ・エスコバルと同時期

にメデジン・カルテルの大幹部であったゴンサロ・ロドリゲス＝ガチャ(Gonzalo Rodríguez 

Gacha)の人生を描いた Alias el mexicano(2013)がある。 

 

ここまで 4 つのナルコテレノベラの内容について概観してきた。このようなプロットを

持つナルコテレノベラは、半世紀近いテレノベラの歴史の中で新しい潮流であるといえる。 

他方、大衆文化とナルコトラフィカンテという観点からいうと、あくまでもナルコテレノ

ベラはその中の 1 つである。例えば、ナルコに関する物語を歌うナルココリード、ナルコ

の物語を綴るナルコ小説、スクリーン上でナルコを描くナルコ映画なども近年存在感を増

してきている。 

このような状況を踏まえると、ナルコテレノベラを考察する上でこれらの大衆文化にお

けるナルコトラフィカンテの描かれ方との比較の視点も必要であろう。このような視座を

持ち考察をおこなうことにより共通点や差異など様々なことが浮かび上がってくると考え

られる。さらにナルコテレノベラ研究をおこなう際には、現代ラテンアメリカ社会の状況

やテレノベラの歴史や物語構造に関する先行研究をふまえた視座も求められるだろう。こ

のような視座を持たなければ、例えば、ナルコテレノベラは単に反社会的な存在であるナ

ルコをセンセーショナルに扱ったものという見方がとられてしまう可能性がある。またナ

ルコテレノベラの台頭は麻薬もしくは麻薬問題イコール腐敗したラテンアメリカ社会とい

う見方、ステレオタイプ的な見方を裏付けるものであるという意見が説得力を持ってしま

うかもしれない。このような見方に惑わされないために、私たちはナルコテレノベラに対

する多様な視座をもち取り組んでいく必要がある。 
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3. 結び 

ナルコテレノベラを含め、日本におけるテレノベラ研究はまだ始まったばかりである。

本報告書では、あくまでテレノベラ及びナルコテレノベラに対する視座や問題の背景につ

いて述べただけであるが、今後着実に研究を進めていき、その独特な世界観、そして既存

の大衆文化、そしてラテンアメリカ社会の状況との関係を明らかにしていきたい。このよ

うな作業をおこなうことによって、他者（多文化/ラテンアメリカ）を知るだけでなく、自

身(自文化/日本)についてより深く知ることができると考えている。 
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「ラテンアメリカの女性大統領たち」   
 

               （2015 年 3 月４日 名古屋大学 全学教育棟 406） 

 

 

講師紹介： 

名古屋大学名誉教授 二村 久則（ふたむら ひさのり） 

 

 

経歴： 

名古屋大学 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 教授 

名古屋大学 大学院国際開発研究科長 

日本ラテンアメリカ学会理事長 

学歴： 

上智大学大学院外国語学研究科国際関係論専攻博士課程単位取得満期退学 

 

 

講演要旨： 

 

「今から 40年以上前に世界初の女性大統領を輩出したラテンアメリカでは、南

米の主要国アルゼンチン、ブラジル、チリで、現在も女性大統領が活躍中であ

る。この三か国を中心に、個性の異なるそれぞれの女性大統領がどのような政

治を行い、いかなる問題に直面しているのかなどを平易に解説する。」 

 



35 

 

講演録「ラテンアメリカの女性大統領たち」 

 

 

世界初の女性大統領 

こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました二村です。今日は、こういう機会を与え

ていただき、どうもありがとうございました。私は今、会員制ですけれども、三菱東京 UFJ

銀行系の研究機関が作っているウェッブ雑誌にコラムを持っておりまして、そのコラムに

各国の大統領についての短いエッセイみたいなものを書いております。そこで最近チリを

取り上げ、次回はアルゼンチンを取り上げようと思っています。そんなこともありますの

で、今日はこういう「ラテンアメリカの女性大統領たち」というタイトルでお話をしてい

こうと思います。 

 それといいますのも、皆さんもご存知かと思いますけれども、ラテンアメリカの、とい

うか南米の三大国ですね、アルゼンチン、ブラジル、チリ、いずれも女性の大統領が現在、

現役として活躍中ということで、世界的にも他にはこういう地域はないですね。非常に女

性の活躍が目立つ南米ですけれども、ただそれぞれの国を見てみますと、この三人の女性

大統領、今日のお話の中心になって行きますけれども、世代としては皆さん六十代ですけ

れども、それぞれに別の個性を持っていまして、それからまたその国の置かれた現状とい

うものもまたそれぞれです。 

 したがって、それぞれの女性大統領が現在どんな政策を行っているか、どういう目標を

立てて、どういう風に国を運営していこうとしているのか、そういったところを今日はお

話して行こうと思います。私は、お隣の南山大学でラテンアメリカ史の講義を持っており

ますけれども、その講義のはじめに、毎年、学生たちに話すことがあって、枕のような形

で話すんですけれども、ラテンアメリカに関する１０の質問をします。その１０に質問と

いうよりは、１０の常識あるいは誤解といった方が良いかもしれません。ラテンアメリカ

に関して、１０項目のテーマを出して、これが本当だろうか、嘘だろうかというのを皆さ

んに考えてもらおうということを、いつもラテンアメリカ史の始めにやっています。 

 その中の一つで、最近よく出しているものとして、マッチョ、つまり男っぽさの誇示と

いうものが伝統になっていて、この伝統のせいで、ラテンアメリカでは女性の社会的役割

は極めて限られたものとなっており、女性大統領も過去に一人、アルゼンチンのエビータ

ことエバ・ペロンがいただけで現在は皆無である。という問いを一つ出しています。これ

は去年もおととしも出していまして今日いらっしゃっている皆さんはご存知かと思います

けれども、このエバ・ペロンこれはまあ完全な引っ掛けでして（笑い）、これからお話して

行きますけれども大統領になったことはないですね。 

 しかも「過去に一人いた」なんてとんでもない話で、もっと大勢います。答えは、当然

ノーとなるわけですが。ここに表を出しましたように、１９７４年ですから、いまから４



二村 久則 

36 

 

０年ですかね、４０年も前に、世界で初めての女性大統領イサベル・ペロン‐アルゼンチ

ンです‐という人がもう大統領になっています。ちなみに世界初の女性のリーダーとして

は、女性の首相、首相と大統領と違うというのは皆さん分かっていると思うんですけれど

も、女性首相としてはスリランカのバンダラナイケ首相という人がいまして、この方は１

９６０年ですから、もっと昔に首相になっているんですが、大統領としてはこのイサベル・

ペロンが初めてということです。 

ただし選挙で選ばれたのではないんですね。イサベル・ペロンについてはあとでお話し

ますけれども、選挙で選ばれたんではなくて、ご主人のペロン大統領という人が病気で亡

くなったので、副大統領だった奥さんのイサベルさんが大統領に昇格したという、まあそ

ういう訳です。 

それからこの表の二番目にリディア・ゲィレルさん、ボリビアの大統領がいます。これ

はこのボリビアで７９年、クーデターや政治的混乱があったために、当時、下院議長をし

ていたゲィレルさんが暫定大統領に指名されたということで、この方も選挙で選ばれた訳

ではないです。その後、選挙が行われて正規の大統領が選出されています。 

 それから、その１０年後１９９０年にハイチでエルサ・パスカル・トゥルイヨという方

が大統領になっていますが、こちらも政治的混乱を受けて暫定大統領に選ばれた方で、こ

の方は最高裁の判事ですね。ですから、このボリビアの例、ハイチの例、いずれもクーデ

ターとか政治的混乱を受けて、暫定的に大統領になったということです。で、選挙で選ば

れた最初の大統領というのは、ニカラグアで１９９０年にビオレタ・チャモロが初めてで

す。それから、さらに１９９９年に 、パナマのミレヤ・モスコソさんが、やはり選挙で選

ばれて大統領になっています。 

 先ほどの学生に対する講義の中で、学生に対して投げかけた本当か嘘かということの中

で、エバ、引っ掛けで出したエビータ、エバ・ペロンについて、ちょっとだけここで説明

しておきますと、エビータ、本名はマリア・エバ・ドゥアルテ・デ・ペロン、で出身は貧

しいんですけれども女優になって、でアルゼンチンの４０年代から５０年代、カリスマ的

大統領になったフアン・ドミンゴ・ペロンのファーストレディとして、貧民救済とか女性

の地位向上に貢献して、しかも３３歳という若さで亡くなったということもあって伝説的

な存在になっているのですね。この方は、ここに写真を入れておきましたけれども、右の

マドンナ主演でハリウッド映画にもなりましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかも

しれません。左の方が本物のエビータですね。ということでラテンアメリカの女性として

は最も有名な一人だと思います。しかしこの方は女性大統領になった訳ではないというこ

とですね。 

 それから、選挙で選ばれた訳ではないんですが、世界初の女性大統領イサベル・ペロン

ですね。この方も元ダンサー・歌手で、先ほどのエビータの旦那さんのフアン・ドミンゴ・

ペロンが、確かこれ３度目の結婚だったと思うんですけれども、３番目の奥さんとして結

婚しています。で、１９７３年、一時フアン・ドミンゴ・ペロンが国を追われて亡命して
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いたことがあるんですけれども、１９７３年に大統領に当選して帰国します。帰国して大

統領になって、その時に奥さんのイサベルが副大統領に指名されると。ところが先程言い

ましたように７４年に病気で亡くなったために、自動的に大統領に昇格するということで

した。で、世界初の女性大統領ということでとても注目されたのですけれども、もともと

政治的には全く素人だったということで、就任して２年後の７６年に軍部クーデターが起

こりまして、大統領の座を追われるということになります。この方まだ存命でして、いま

８０何歳だったでしょうか、８５歳か８６歳で、まだ存命です。この方ですね（写真）。こ

れは大統領の時だったと思いますけれども、イサベル・ペロン。 

 で、女性大統領についてこれからお話をしていくんですが、政治分野で大統領というの

は政界のトップということになる訳ですけれども、この政治分野への女性進出というのが

ラテンアメリカでは非常に目立っておりまして、例えば、ここに少し数字を幾つかあげま

したけれども、ラテンアメリカの国会議員の総数の２６％、約四分の一、最高裁の裁判官

の２６％、これも四分の一くらいですね。市長の１２％、市町村議員の２４％は現在女性

であるという数字があります。 

こうして見ると、大統領もそうですが、女性がラテンアメリカでは進出しているのが目

立つんですが、しかし経済界、財界の方をちょっと見てみますと、ラテンアメリカの上位

５００企業の内、女性が COE、経営のトップになっているのはわずか９社しかない。また

大手１００社の企業のなかで、理事という経営のトップの役職に就いている女性はわずか

６％に過ぎないというような数字があります。ということで、政治分野には比較的進出し

ているんですが、経済分野はまだまだというのが現実です。 

 

 

世界ジェンダー格差指数 

 「世界ジェンダー格差指数」というのがあります。これは Global Gender Gap Indexと

言うんですけれども、多分、みなさん GDIとか GDMという言葉はご存知の方もいらっし

ゃると思うんですけれども。国連が以前採用していた GDI (Gender Develpoment Index)

という「ジェンダー開発指数」、それからもう一つ GEM (Gender Empowerment Measure)

「ジェンダー・エンパワーメント尺度」と言う二つの指標があって、これは国会議員の割

合ですとか、専門職、技術職、管理職に占める女性の割合、こういったものを測定して行

って、女性の進出がどれくらいなのかといのを測ったものですが、２０１０年に、国連が

これは現状にあまり合わないというので廃止します。廃止して代わりに何を持ってきたか

と言うと、GII (Gender Inequality Index) といって「ジェンダー不平等指数」というんで

すね。で、この新しい GII という国連が採用した指標によりますと、妊産婦の死亡率や若

年出産率、非常に若い年齢で女性が出産している割合とか、それから就学率における男女

の差、これだけではないんですが、そういったものを新たな指数として採用して、それを

統計的に処理して出してくるものなんですけれども、この GII という国連が新たに採用し
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た指標によりますと、これは２０１０年のものなんですが、日本が１２位なんですね。上

の方はオランダ、デンマーク、スウェーデン、スイスなどで北欧、西欧の国ですけれども、

何と日本は１２位になっている。 

で、あとトップ２０で、まあスペインが１４位ですが、ラテンアメリカが一つも入って

いない。日本が１２位というのは、これはおかしいという批判もありまして、で、なぜこ

んなに日本が上になるかというと、日本では妊産婦の死亡率がとても低いですね。また若

年出産も非常に先進国の中でも低いこともありまして、統計的に上に来てしまうんですけ

れども、どうもなかなかこれでは現状を反映していないだろうということで、最近では

GGGI（世界ジェンダー格差指数）、これは国連ではなくて、ダボス会議なんかで有名な世

界経済フォーラムが発表しているものです。これは下のほうでも書いてありますように、

経済的参加と機会、教育の達成、健康と生存、政治的エンパワーメントの４項目、さらに

サブ項目がたくさんあるんですけれども、主にこの４つの分野の数字を色々あげて、数値

化したものを統計的に処理したものですが、これによりますと全１３５国中、日本は１０

１位で、まあだいたい現状を反映しているかなという感じになります（笑い）。 

ラテンアメリカを見てみますと、ニカラグアが９位、キューバが１９位、コスタリカが

２９位、ボリビアが３０位といったところですかね。まあ、この指標でもトップはいずれ

も北欧、西欧諸国ということになります。たぶん今、世界的にジェンダーというものを表

す指標としては、この GGGI が一番現状に近いものではないかと言われています。まあ、

これを見ましても、日本はともかくとして、ラテンアメリカもまだまだというのが現状か

と思います。 

しかしながら、特に政治分野を見ますと、先ほどもちょっと挙げましたように、国会議

員や首長など、そうとう進出が最近目立っていますし、それから、大統領ですね、活躍が

特に目立つということです。 

先ほどの表の続きですが、特に今日のこれからのお話の中心にしようと思っています３

人の大統領。一番上、ミチェル・バチェレですね。チリのバチェレ大統領。それから二番

目アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス大統領、それから真ん中のラウラ・チ

ンチリャ大統領、これはコスタリカの大統領で、この方はもう任期を終えております。そ

の次のジルマ・ルセフさん、ブラジルの大統領ですね。 

このミチェル・バチェレ、クリスティーナ・フェルナンデス、ジルマ・ルセフ、３人の

女性大統領は、いずれも、クリスティーナさんは２０１１年ですが、ジルマさんとミチェ

ル・バチェレさんは昨年、再選されて、今２期目に入っています。ということで、この３

人のいずれも２期目を務める女性大統領についてこれからお話して行こうと思います。こ

こに地図があります。南米の地図ですが、この黄色いところがブラジル、薄緑がアルゼン

チン、薄紫色がチリで、チリ、ブラジル、アルゼンチンを合わせると南米全体の６割くら

いにはなるかなと思います。それだけの地域を女性の大統領が、指導しているということ

になるわけですね。 
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クリスティーナ・フェルナンデス（アルゼンチン） 

 

さあ、それでは、それぞれの大統領について詳しく見ていきたいと思いますが。まず一

人目としてアルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデスで、クリスティーナ・フェル

ナンデス・デ・キルチネルというのがフルネームですけれども、フェルナンデス大統領に

ついて見て行きたいと思います。 

この方は残りの任期を全うできるかということで、実は今年いっぱいなんですね。この

２期目。先ほどの表に挙げましたように、２０１１年に再選されてまして、任期４年なの

で、今年いっぱい。今年の１０月には次の大統領選挙が行われますので、１２月までが任

期ということになります。 

で、実は、この方にはいろいろな問題が起こっていまして、赤い字で「残りの任期を全

うできるか」という風に書いたんですけれども。まあ、見ていきましょう。 

まず略歴を見ますと。１９５３年の生まれでちょうど６２歳になったばかりですね。で、

大学の先輩のキルチネルさんと結婚しまして、二人とも政治家の道を歩みます。８９年に、

クリスティーナさんは、サンタクルス州の州議会議員に当選します。サンタクルス州とい

うのは、アルゼンチンがあって首都ブエノスアイレスが、この辺ウルグアイのすぐ近く、

この辺ですね。サンタクルス州というのは、ずーと南の、この辺がサンタクルス州で、こ

う言っては何ですが、アルゼンチンの僻地ということになります。それで、クリスティー

ナさんは、しばらくサンタクルス州の州議会議員をやって、２年後に旦那さんのネストル・

キルチネルさんが知事になる。９５年には、クリスティーナさんは州選出の上院議員にな

りますが。２００３年にネストルさんが大統領になって、その２年後には本拠地をサンタ

クルス州からブエノスアイレス州、首都の、アルゼンチンの真ん中の、ブエノスアイレス

州に移して、そこの上院議員になります。そして２００７年に大統領になります。アルゼ

ンチンは連続再選可なんですけれども。従ってネストルさんも二期目をやることができた

んですけれども、なぜかこの年、奥さんのクリスティーナさんの方が立候補して大統領に

なります。その次の時にネストルさんが立候補するのではないかと言われていましたが、

２０１０年に病気で亡くなります。ちょうど、大統領選を翌年に控えた年ですね。確か癌

だったと思います。２０１１年にクリスティーナさんは、もう一度立候補して再選を果た

すということになります。実はこの選挙のとき、前の年にネストルさんが亡くなっていま

すので、クリスティーナというのは割とファッションに興味のある方で、いろいろと派手

な服を着るのが好きだったのですけれども、この時は、旦那さんの喪中だということで、

黒っぽい服を着て選挙戦を戦ったということで、非常に同情票も入って、悠々当選したん

ですが。ただ、いろいろな報道によりますと、喪服を着つつも、あの選挙遊説、選挙キャ

ンペーン中は、喪服でサルサを踊ったりして（笑い）キャンペーンをやったということも

聞こえてきましたのでので、なかなか、その辺はさすがラテンだな、という気もします。 
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で、えーと、まあ、そんなクリスティーナ大統領ですが、実は、二つの大きな試練にさ

らされています。二期目ですね。これ去年のことなんですけど、２０１４年、アルゼンチ

ンは債務危機に見舞われます。これはどういうものかと言いますと、アメリカの投資ファ

ンド NMLキャピタルというところですけれども、ここが中心になっていくつかのファンド

が、アルゼンチンが債務不履行、デフォルトに陥った際の債務、約１５億ドルですね、１

４年の６月末までに全額返済するようにアメリカの裁判所に提訴して、アメリカの裁判所

がこれを認めた、ということがあります。で、アルゼンチンは期限までに返済しなければ

ならなくなった、という問題が起こりました。 

ところが、これはデフォルト、債務不履行で、これはもう債務が払えませんということ

は、債権が紙くず同然になるわけですね。ジャンク債といいますけど、紙くず同然になっ

た債権をファンドが格安で買い叩いて集めてきて持っていたものなんですね。これを、ど

れくらいの値段で買い叩いたのか分かりませんが、例えば、一割で買い叩くということも

もちろんあったわけですね。従って一割の値段で買い集めた債権をアルゼンチン政府に対

して払ってくれと。で、それをアルゼンチン政府が額面通り払えば、このファンドにとっ

ては膨大な利益になる訳ですね。これはとても承服できることではないという訳で、アル

ゼンチン政府は、こういったファンドをハゲタカ、スペイン語で buitre、ハゲタカファン

ドと呼んで、こんなものは払えませんと、支払いを拒否して紛争になった訳です。  

先ほど言いました２００１年に債務不履行ってありますね、アルゼンチンは一度、１０

００億ドルという膨大な金額の債務を抱えて経済破綻してしまうんですね。この２００１

年、世界は、アメリカの同時多発テロで、騒然となっていた時ですけれども、そんな中で、

アルゼンチンはアルゼンチンでとても大変な時期を迎えた訳です。２００１年の年末に、

この債務が払えませんということで破綻して、確か一ヶ月の間に３人か４人大統領がころ

ころ代わるというような大変な事態になった訳ですけれども。この時にアルゼンチン政府

は、経済を再建するために、債権者側といろいろと協議をして、債権者の９割は、返せな

いものは仕方がない。いくらか割合を減らしますから、残りの分は何とか返してください。

債権額の７割は減らしましょう。残りの３割は何とか払ってください、ということで合意

ができたんですね。アルゼンチンは、とてもまだ元本は返せないけれども、残りの３割分

の債務に対する利息は払って行きましょうと、この合意後、利息は払ってきた訳です。 

NMLキャピタルというのは、これさっき、残りの債権者から国債を安く買い叩いたと言

いましたけど、２００８年なんですね、その２００１年の債務危機の時ではなくて、しば

らく後になってから、もうほとんどジャンク、紙くず同然になってしまった国債を買い叩

いて、これを額面通り払ってください、とアルゼンチン政府に申し入れた訳ですね。もし

アルゼンチンがこれを認めて払ってしまうとどうなるか。もし NMLに全額返済するとなる

と、７割減らして残りの３割分返してもらえばいいですよと合意した残りの債権者も、あ

のアメリカのファンドたちに全額返すんだったら、自分たちにも全額払ってくださいよと、

あらためて全額返還を要求する可能性があるわけですね。そうなると、到底返せないよう
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な膨大な金額になってしまう。これはとてもアルゼンチン政府は飲めない。先ほどの NML

等が要求した１５億ドル、これはアルゼンチン政府、返せない額ではないんですね。アル

ゼンチンの現在の外貨準備高２８０億ドルか３００億ドルくらいはありますので、十分払

える額なんですが、もし７割減額で OKといった債権者たちが、じゃあ、あの NMLに全部

返すんだったら、自分たちにも全部返して欲しいと言い出すと、それこそとんでもない額

になってしまう。とてもアルゼンチン政府には返せない額になってします。だからそう簡

単にはアルゼンチン政府としても承諾できないということですね。 

２００１年のデフォルトを発端とした経済破綻、ここからアルゼンチンが立ち直ったの

が、ちょうどこの現在のクリスティーナ大統領の夫であるネストル大統領の時であった訳

です。そんな訳で、もう年を越しましたけど、問題は今でも交渉中でして、多分クリステ

ィーナ大統領、自分の任期中には全く返すつもりはないと思います。と言いますのも、も

うカウントダウンに入っていますので、１０月に次期大統領選挙があります。そうすると、

NMLファンドの方も、次の大統領にどんな人がなるかを見据えた上で、再び交渉しようと

いうことになってきているんじゃないかと思います。一番上に赤字で書きました。「おそら

く次期政権に持ち越しかなあ」という状況ですね。でも、これ次期政権、まあ多分、今こ

のクリスティーナ政権というのが‐先に出たペロンという人がいます‐このペロン大統領

が作ったペロン党、正義党というのがもともとの名前ですが、ペロン党とも言っています、

このペロン党の所属なんですね。このクリスティーナさんとネストルさんの夫妻。で、こ

んなようないろいろな問題がありますので、どうも今度の選挙ではペロン党危ないんじゃ

ないか。別の政党、対立政党の大統領が生まれる可能性が大である。ファンドの方は新し

い大統領の方に交渉を持っていくのではないか。まあ、そんな感じに今なってます。 

 で、まあこの債務危機はこんな感じですが、そんな中で、クリスティーナさんは、アメ

リカとか西欧諸国とは、ちょっとあまり今関係がよくないのですが、ロシアとか、それか

ら中国と密接な関係を結ぼうという方向に出ています。例えば、ロシアと、これ去年の７

月ですけれども、プーチン大統領がアルゼンチンを訪問しまして、原子力エネルギーに関

する協定を署名する。さらに原子力を含む貿易関係を強化する。そしてエネルギー省が、

ロシアの国営の原子力企業ロスアトムというところが、アルゼンチン国内で２箇所の原子

力発電所を建設することを提案した、とまあこんなような原子力を中心とした協力関係を

ロシアとアルゼンチンの間で協議中ということですね。これが去年の７月プーチンさんが

アルゼンチンを訪問したときの写真ですね。 

で、さらにクリスティーナさんは中国へも接近します。これ先月です。先月クリスティ

ーナさんが中国を訪問して習近平主席と会談する。これはまだ具体的内容はあんまり明ら

かになっていませんが、中国の用語で言う戦略的互恵関係ですね。中国とアルゼンチンは

戦略的互恵関係にあるが、これを機会に、このクリスティーナ大統領の訪中を機会に そ

れをさらに一層強化していくと。で、その中で原子力部門などでも中国は協力を惜しまな

いというようなことを言っていますので、そのアルゼンチンの原子力発電所の建設をめぐ
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って、これからその中国とロシアが鍔迫り合いをしていくのかなという状況も考えられま

す。という風に欧米ではなくて、中国、ロシアの方を向いてアルゼンチンは外交をやって

いるわけですけれども、そんな中で、今まさにこの試練の２と書きましたが、かなりとん

でもない事件が勃発しています。つい最近です。これはインターネットの Sankei Express

というニュースに、ついこの間出ていた記事をそのまま持ってきましたけれども、２月１

３日ですね。「１９９４年７月に首都ブエノスアイレスで起きたユダヤ人協会本部ビル爆破

テロ事件の捜査を妨害した疑いで、クリスティーナ大統領に対する捜査を正式に始めると

発表した。検察は、事件でイラン人容疑者を処罰しない代わりに、安く石油の提供を受け

る密約を大統領らがイランと交わした疑いがあるとしている。疑惑をめぐっては、内偵し

ていた検察官が議会証言の前日に遺体で見つかり、今も自殺か他殺か分かっていない。巨

大な闇の世界が背後に存在することは間違いなく、その遺志を継いだ捜査の如何によって

は、フェルナンデス政権を大きく揺るがす可能性がある。」 こんな記事がついこの間でて

いました。 

この人ですね。ニスマン検察官、この人が謎の死を遂げた。１月のことです。事件の概

要というのはこういうことです。２０年ほど前なんですが、ブエノスアイレスにあるユダ

ヤ人コミュニティセンターに対する爆弾テロで、８５人の死者と３００人の負傷者が出て

いるという事件なんです。これ色々と調べてみると、イラン政府関係者８人が、ほぼ名前

が挙がっているらしいですが、浮上してきたと。ところがアルゼンチン政府は、このイラ

ンの８人の関係者を処罰しない。その代わりに好条件で石油を輸入するという密約を交わ

したのではないか、という疑惑なんですね。この事件を調べていた、先ほど写真を出した

ニスマン検察官という人が、翌日議会での証言をするはずだったんですが、前日に自宅で

謎の死を遂げる。頭部に銃創があったと。頭に銃を撃たれて死んでいたということなんで

すが。このニスマン氏はクリスティーナ大統領とティメルマン外務大臣を告発する予定だ

ったんですね。で、クリスティーナ大統領は、はじめは、これは自殺ではないかと言って

いたんですが、大ブーイングで、いやいや、やはり他殺かなと訂正しています。で、検察

は、この事件、ニスマン事件および密約疑惑の捜査を継続すると発表しておりまして、そ

の中で大統領の喚問も視野に入れていると。２月１８日にはブエノスアイレスで真相究明

を求める４０万人のデモが行われたりしています。ところがつい一週間ほど前ですね。２

月２６日、（裁判所は）検察が求めていた捜査の請求を棄却します。色々と証拠が足りない

というようなことで、捜査を棄却します。とりあえず大統領としては一息ついたんですけ

ど、さあ、このニスマン検察官が、どういう風に殺されたか全く分かっていません。誰が

やったのかはもちろんです。どう殺されたかも分かっていませんので、その捜査が進展し

ていくとどうなるか、まだまだ予断を許さない段階です。果たしてクリスティーナ大統領

が任期いっぱい持つかということも含めて注目されるところかと思います。 
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ミチェル・バチェレ（チリ） 

 

二人目は、チリのバチェレ大統領です。これは「順風満帆の船出」というサブ見出しを

付けました。緑色で書きました。緑信号。クリスティーナさんは赤信号でしたが、バチェ

レさんは緑信号で見出しを付けました。 

まず、バチェレさん、略歴を見ますと１９５１年生まれ、６４歳。チリ大学医学部に入

っています。ところが、チリ大学医学部在学中に、１９７３年のあのピノチェット将軍に

よるクーデターが勃発します。このバチェレさんのお父さんは空軍の准将だったんですね。 

このクーデターで、しかも反ピノチェット派だったわけです。それで逮捕されて拷問にか

けられて死亡します。で、このバチェレさん自身も、１９７５年にお母さんとともに軍に

拘束されて、拷問される。で、その後、何とか生き延びて、オーストラリア、オーストラ

リアというのは、ちょうどバチェレさんのお兄さんがその当時いたらしいんですが、その

後、東ドイツにも行きます。７９年になって帰国します。それからまた大学に入り直して、

それで（スライドの）上から二番目ですけれども医学部８３年卒業。７０年に入学して８

３年卒業というのは、そういう経緯を経てますので、それだけ時間がかかったんですけれ

ども、まあ、卒業します。そして２０００年、軍事政権が終わって、ラゴス文民政権が発

足しますけど、その政権で保健大臣に就任します。２００２年、チリ初の女性国防大臣に

就任します。これチリ初だけではなく、ラテンアメリカ初の女性国防大臣です。そして２

００６年、チリ初の女性大統領に就任します。そして昨年、大統領に再選されます。 

この昨年の、というか選挙が行われたのは２０１３年なんですけれども、おそらく世界

初だと思います。幼馴染の女性同士の大統領選決選投票というので、現地ではとても話題

になった。日本ではほとんど報道されないんですが。バチェレさんと、その対抗馬がエベ

リン・マテイさん、前労働社会大臣、２歳年下なんですけれども。実はこの二人は少女時

代、同じ通りに住んでいた幼馴染なんですね。何と幼馴染同士が決選投票で対決したんで

すけれども。ところがバチェレさんのお父さんは、今言いましたように反ピノチェット派

で、軍に捕まって拷問されて死んでしまったんですが。マテイさんのお父さんは、空軍の

偉いさん、トップ、参謀長だったんですね。という本人同士は幼馴染同士なんですけれど

も、父親同士は同じ空軍でも正反対の立場であったということです。で、まあ選挙結果は、

バチェレさんが圧勝します。 

 ここにちょっと選挙結果を書いて置きましたが。上は２００５年のバチェレさんが最初

に大統領になった時の決選投票ですね。バチェレさん、コンセルタシオンという、まあ左

派中道連合と言っていいでしょうかね、そこから出ています。得票数が３７０何万票です

かね。得票率が５３.５％。この時は対抗馬のセバスティアン・ピニエラさん、アリアンサ

という右派の連合ですけれども、３２３万票あまりで４６％。まあ、この時は明らかな差

でバチェレさんが大統領になっています。明らかな差と言っても、７％差くらいですが。
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このピニエラさんは、その次の時に大統領になった人ですね。 

チリでは連続再選は憲法上、許可されていませんので、一期置かないと再選できないの

で、２００９年の時にはバチェレさんは立候補できなかった訳です。ピニエラさんはもう

一回挑戦して大統領になっております。そして一期置いて２０１３年の決戦投票でバチェ

レさんは、マテイさんと戦って、今度ははっきりした大差ですね。票自体は若干減って３

４７万票あまりですが、得票率は６２％を超えて、まあ倍までは行きませんが、マテイさ

んが３７％ちょっとですから、圧勝と言っていいかと思います。これはおそらくバチェレ

さんの一期目の政策等が評価された結果だと思います。 

さて、この第二期バチェレ政権ですが、女性の躍進が目立つんですね。大統領の決戦投

票は、女性同士の幼馴染の戦いだったのですが、大統領の就任式で、右がバチェレ大統領

ですね。左の方、上院議長なんですが、１９７３年のクーデターで、倒れたと書きました

が、自殺説が有力ですが未だに１００パーセント自殺とは言い切れないところがあって、

まあ「倒れた」という曖昧な書き方をしたんですが。ともかくクーデターによって大統領

宮殿で死亡したアジェンデ元大統領の娘ですね。イサベル・アジェンデさん、今、上院議

長になっています。で、イサベルさんはチリで初めての女性上院議長であると共に、チリ

で初の女性の社会党党首でもある。そしてバチェレ大統領と同様にピノチェット派に拘禁

され拷問を受けたという経験を持っています。 

非常に過酷な経験を持つ二人の女性が、今や議会と行政府のトップとして、こうして、

一人がもう一人の肩にこのサッシュを懸けた、というシーンが見られた訳ですね。 

さあ、そしてさらに 去年発足した第二次バチェレ政権を見てみますと、女性の躍進が

目立ちます。２３人の閣僚の内、９人が女性です。例えば、日本の現内閣なんかと比べる

と圧倒的に女性が多いですよね。各省の次官クラスも、ほぼ三分の一が女性です。で、注

目すべきは、クラウディア・パスクアルという国家女性事務局大臣ですが、この方は共産

党員なんですね。この方は共産党員として初めて入閣した方なんですね。さらに最近決ま

ったばかりなんですが。来年の一月から、２０１６年の１月から、これも世界的に見ても

珍しい省だと思うんですけれども、「女性ジェンダー平等省」という新しい省を設置するこ

とをこのバチェレ政権で決めています。男女平等とか、社会への男女共同参画の実現を目

的としています。確かこれスペイン語でいうと Ministerio de mujer e igualdad de género 

だったかな？確かそんな名前だったと思います。「女性ジェンダー平等省」ですね。という

ことで、このバチェレ政権では非常に躍進しているし、また女性の進出、男女平等、こう

いったものを目的としていることが明らかに見てとれます。 

さらに、男女平等だけではなくて、このバチェレ政権では、主要な政策目標として、教

育改革や税制改革なども柱としています。まず教育改革については、向こう６年かけて高

等教育の完全無償化というのを打ち出します。これは野党の反対もあって、まだすぐに実

現するというわけではないんですが、高等教育の完全無償化をめざしている。さらに、初

等中等教育では、入学試験、入学者選抜試験を廃止する、という方針も打ち出しています。
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もし希望者が定員を上回ったらどうするんだというと、要するに抽選になります。試験は

やらないで抽選をします。また、これにも反対が多くて、ちょっと今、留保がついている

んですね。一番人気のある上位５０校については成績できめます。確か、成績を８割以上

とってないと上位５０校には入れませんよということ。一応、５０校だけは別枠というこ

とにして、そこは成績で決めるという留保を設けるという方向になっています。とにかく、

一応、建前として、原則は入試をなくすという方向に行っています。 

それから税制改革ですね。これは法人税、日本の例ばかりだすのも何ですが、日本では

法人税減税が話題になっていますが、チリの場合は現在２０％のところ、これをちょっと

重くする。向こう４年間で２５％にするということで、たくさんもっているところからは

たくさんもらいましょうと。こういう、言わば公正な社会の実現を目指していることで、

色々と反対もありはしますけれども、それほど、アルゼンチンのクリスティーナ政権のよ

うな、大きな問題は今のところありません。チリは２期目、このバチェレ政権、非常に順

調に進んでいます。この教育についても、バチェレの前のピニエラ政権では学生がデモを

やったりとか騒ぎがあったんですが、バチェレ政権になってからは、改革の方向を打ち出

していることで沈静化していますし、今のところ順風満帆と言っていいかな、という状況

にあります。 
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ジルマ・ルセフ（ブラジル） 

 

最後、三人目の現役女性大統領として「前途多難な二期目」ということで、これは黄色

信号で、黄色で副見出しを書きました。ジルマ・ルセフさん、ブラジルのルセフ大統領で

すね。略歴を見ましょう。１９４７年生まれ、６７歳、３人の中で一番年長ということに

なります。このルセフさんは、お母さんはブラジル人なんですが、お父さんはブルガリア

人です。で、大学時代に反政府都市ゲリラに参加して、逮捕投獄された経験を持っていま

す。大学時代というと、ちょうど１９６０年代の終わりから７０年代かと思いますけど、

この時ウルグアイやアルゼンチン、ブラジルでは、都市ゲリラの運動が盛んだったんです

ね。その中にルセフさんも参加したという経歴を持っています。で、その後、少し飛ばし

ますけれども、１９９９年労働者党 PTに入党して、２００３年 PTのルーラ政権が発足す

ると、ルーラ大統領の片腕のような形で重用されて、鉱山エネルギー大臣、官房長官など

を歴任していきます。 

２０１０年にルーラ大統領は、連続２期まではいいんですけれども、３期目がだめなの

で、ルーラ大統領の後継者として立候補して当選します。２０１１年の１月から大統領に

なっています。２０１４年に、昨年ですね、僅少差で再選、非常にわずかな差で再選され

て、今年の１月から二期目に入っています。 

で、今のルセフ政権だけでなくて、前のルーラ政権から、従って合計で、十数年、十二・

三年になると思いますが。ボルサ・ファミリアという政策、これがこの労働者党政権３期

にわたる大きな目玉になっています。これは貧困克服のための現金給付制度になるんです

が。どういう内容かと言いますと、要するに極貧世帯、非常に貧しい所帯、家族一人あた

りの月収が７０レアル以下、えーと、この換算は１レアル４５円で換算になっていますの

で、３０００円くらいですかね。月収３０００円しか取れない極貧家族の場合は７０レア

ル給付しますと。その家族に子供がいた場合、しかも１５歳以下の子供がいる場合には、

一人あたり３２レアルを給付します。これ上限が５人までです。１５歳以下の小さな子供

が５人いた場合は、１６０レアル給付されるわけですね。それから、さらにもうちょっと

大きな１６・１７歳の未成年の子供がいる場合、一人あたり３８レアル給付します。これ

は二人までです。ですから二人いれば７６レアルですかね。従って全部受けられる小さい

子が５人いて、１６・７歳が二人いて、合計で３００レアルちょっとくらいもらえるわけ

です。これが円換算すると 1 万３千円くらいですかね。３０００円の月収しかない家が、

１万３千円くらいの月収になるわけです。 

ただし、ここ４番目です。これは教育と連動させてますので、こうした支援を受けるた

めには、子供の登校率が８５％、ちゃんと学校に行ってないとダメだということですね。

これを満たさなければならない。この教育と連動させたところが味噌ですね。ちゃんと子

供に教育を受けさせなさい。そうすれば政府からちょっと援助しましょう、とそういうこ



講演録「ラテンアメリカの女性大統領たち」 

47 

 

とですね。 

このボルサ・ファミリアによって、ブラジルの貧困がだいぶ削減されています。ルーラ

政権の初年度、対象は６５０万世帯だったのが、ルセフ政権になって１４００万世帯にな

っています。これだけ国庫から支出するのは大変だと思われますが、コストは GDP の０．

３％程度なので、国家の負担は比較的小さなものだそうです。この結果ブラジルの貧困人

口は、２００１年に５８４９万人、約３５．２％、まあ国民の３人に 1 人が貧困だったの

が、８年後の２００９年には３９００万人ちょっとに減っています。５人に１人くらいま

で減ったということですね。ということで明らかな効果が表れています。まあこういった

ルーラ・ルセフ労働者党政権の下では、ボルサ・ファミリア、それからまた最低賃金の引

き上げ、ここでは詳しく書いていませんけれども、最低賃金の引き上げも同時に行ってい

ます。こういった政策のおかげで、大衆層の所得が向上していきます。さらにこれにレア

ル高というのが加わって、個人消費の増大をもたらしたと。これがブラジルの景気上昇に

結びついたんですね。ところが、ブラジルは金利が高い、非常に高水準の金利、それから

税率も高いということで、投資があまり伸びていない。低調なんですね。それから貧困が

減ってきたとは言え、階層間の所得格差が非常に大きい。そのために格差のさらなる拡大

につながる積極的な成長策も採用しにくい。つまり、成長策をどんどん採って行けば行く

ほど、所得の格差がまた大きくなってしまうので、あまり積極的な成長策を採るわけには

いかない、というジレンマがあります。この辺がブラジル経済の課題になります。グラフ

をちょっと入れておきましたが、ブラジルの経済成長率、この２００９年のところで、ド

ーンと下がっています。これはしょうがないんです。ブラジルだけではないんです。リー

マンショックで、ドーンと下がりましたので。これはまあ例外的なところで。その次が２

０１０年はとても好調だったのが、２０１１年が２．７％、２０１２年０．８７％と下降

しました。  

 それから、これは表には入っていませんが、２０１３年は２．５％位になります。１４

年はまだ暫定値しかでていませんが、やはり再び０％位です。こう行って、こう戻って、

またこっちへ。まあ、右肩下がりになっているということですね。ということで、ブラジ

ル経済、ちょっと下がり気味ですね。 

そんな中で、まだ皆さんの記憶に新しいかと思いますが、昨年、ブラジルでワールドカ

ップが行われましたけれども、開催の前年、２０１３年に、特にサンパウロの公共交通運

賃の値上げをきっかけとして、政府への抗議運動が全国各地で行われています。最大で参

加２０万人というようなデモが繰り広げられています。去年のワールドカップの直前にも

デモが行われています。この時はさすがに政府の方で、２０１３年の時に学んでおります

ので速やかに沈静化していますが、いぜんとして抗議がくすぶっていたということですね。

どういう趣旨で抗議したかと言いますと、ワールドカップの関連の支出が１１０億ドル、

膨大な額にのぼった訳ですね。これに対して、国の予算は、もっと教育とか福祉とか使い

道があるだろう、ということが主な趣旨だったようです。 
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さて、それでそんな経済不安とか、ワールドカップに絡めたお金の、国家予算の使い道

への批判。そんなこともあって、２０１４年、去年の大統領選挙、決選投票はジルマ・ル

セフさん、大変苦戦をしています。これを見てもらうとわかりますように、上の方は、２

０１０年、最初に選ばれた時。この時は、ジョゼ・セラという人が対抗馬だったんですが、

５６．０５％対。４３．９５％で、この時ははっきりした差ですね。１２％くらいのはっ

きりした差をつけて勝っていたんですが、去年の決選投票では、５１．６４％対４８．３

６％。これは民主化以降のブラジルの選挙の中で一番小さな差だったそうです。わずか３％

差くらい。得票数にして５４４９万対５４０４万ですか。４５万票くらいの差しかなかっ

たということですね。この対抗馬のアエシオ・ネーヴェスさんという人は、民主化直後に

タンクレード・ネーヴェスという大統領がいて、その大統領の息子さん、二世なんですけ

れども。財界とか豊かな層、中間層から上の層に人気がある人で、そういった人気を集め

て、ほぼルセフさんに迫るような得票をした、ということですね。これ（写真）は再選を

喜ぶルセフ。この右の方が、ルセフさんの前任者のルーラ大統領ですね。ルーラさん、今

期のルセフさんの任期が終わるとまた出てくるかも知れないと言われています。 

この選挙の結果、たいへんな接戦だったわけですけれども、これは、実は所得格差とか、

それから、さっき説明したボルサ・ファミリアと大いに関連性があるんではないかという

ことで、平均所得の高い州ではネーヴェスさん、低い州ではルセフさんという。そういう

色分けがはっきり出ています。こうですね、こんな感じです。えーっと、赤いところがル

セフさんの取った州です。青いところはネーヴェスさんが取った州です。差が確か、濃い

赤になったところがルセフさんが６５％以上取ったところだったかな。濃い青になってい

るところ、1箇所だけですが、ネーヴェスさんが６５％以上取った州ですね。これ、このボ

ルサ・ファミリアとの関連も、高い州ではルセフさん、低い州ではネーヴェスさんとはっ

きり色分けできる結果が出ています。つまり、州別受給率の一番多いマラニョン州から１

５位のアマパ州までの１５州の内、ロライマとアクレを除く州でルセフ候補です。この上

ですね。ロライマとアクレ、この二つです。この二つはボルサ・ファミリアの受給率の高

い州ですが、この二つだけはネーヴェスさんが取っている。その他はもう全部、貧しい州

ですね。そこはことごとく、ルセフさんが取ったということですね。それから、受給率の

低いところ、サンタカタリーナ州から１６位のロンドニア州まで。ミナスジェライスとリ

オデジャネイロを除く州では、ネーヴェス候補が取っている。 

ここ（地図）がミナス、これがリオ。ここがリオデジャネイロですね。ここは豊かなと

ころなんですが、ルセフさんが取っている。ミナスジェライス、ここも比較的豊かな州な

んですが、ルセフさんが取っている。ここからはっきり出ている。この線から上、北部と

東部が貧しい地域で、やはり南部が豊かな地域なんですが、はっきりと選挙結果に表れて

いる、ということです。 

さあ、これで最後になりますが、このルセフ政権２期目の課題としては、こんなものが

あげられるのではないか。一つは、経済の立て直し。今ちょっと見ましたように、選挙戦
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で露呈した階層対立、これをどうにかしないと。ブラジル国内が分裂したような形になっ

ていますね。それから三つ目、ペトロブラス・スキャンダル。詳しく見ていきます。これ

に象徴される政治腐敗への対処。さらにもう来年に迫りましたリオ・オリンピックの円滑

な実施と。ここら辺りが課題と思われます。ペトロブラス・スキャンダルとは何か。これ

は今、ルセフ大統領が直面している最大の問題です。国営の石油会社ペトロブラス、ブラ

ジルの石油の９０％はこの会社を通して採掘されているですが、この元精製供給部長が、

このペトロブラス社と契約した国内最大手の建設会社６社から１００億レアル、まあ３７

億ドルくらいですかね、を不正に受け取って資金洗浄したとされるもので、この事件では、

すでにペトロブラス社の幹部や建設会社の社員ら３６人が起訴されています。 

で、ついこの間、先月ですね。このペトロブラス社の CEO最高経営責任者のマリア・ダ

ス・グラサス・フォステルという人、および同社取締役５人が辞任しています。この CEO

のフォステルさんというのは、ルセフ大統領が直々に任命した大統領とも親しい方なんで

すけども、責任を取って辞任しています。で、問題は、この事件に関連して賄賂を受け取

ったんじゃないかとされる議員の多くが、与党労働者党の所属なんですね。でしかも、問

題の、さっき言った２００４年から２０１２年までの期間ということなんですが、鉱山エ

ネルギー大臣とかペトロブラス経営委員会の委員長を務めていたのが現在のルセフ大統領

ということで、このスキャンダル、どこまで現大統領に責任があるのか、ということが、

今後の捜査如何で分かってくると思いますので、それがもし現大統領に何らかの責任があ

るとなってきた場合に、政権への影響が懸念されるということになるかと思います。 

以上ちょっと予定より長くなりましたけれども、私の話を終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。（拍手） 
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ラテンアメリカの女性大統領たち 

    ２０１５年３月４日・名古屋大学 

                 二村久則 

Machismo(Machoism) 

 「マッチョ（男っぽさの誇示）」の伝統
のせいで、LAでは女性の社会的役

割はきわめて限られたものとなって
おり、女性大統領も、過去に一人
（アルゼンチンのエビータこと、エバ・
ペロン）いただけで、現在は皆無で
ある。 

 

 

答   NO 

ラテンアメリカの女性大統領 １ 

1974-76 Isabel Perón（Argentina） 
                  =世界初の女性大統領 
 
1979-80 Lydia Gueiler（Bolivia）=暫定 
1990-91   Ertha Pascal-Trouillot（Haiti）=暫定 
 
1990-97 Violeta Chamorro（Nicaragua） 
          =選挙で選ばれた初の大統領 
1999-2004 Mireya Moscoso（Panamá）=選挙 
  
 

エビータ 

• 本名はマリア・エバ・ドゥアルテ・デ・ペロン。
貧しい出自ながら女優となり、後に1940～50

年代アルゼンチンのカリスマ的大統領、フア
ン・ドミンゴ・ペロンのファースト・レディとして
貧民救済や女性の地位向上に貢献、33歳と

いう若さで亡くなったこともあり、伝説的な存
在となった。 

イサベル・ペロン 

• 元ダンサー・歌手。1961年に亡命中のフアン・
ペロンと結婚。1973年、夫のフアンがみたび

大統領に当選して帰国、副大統領に指名さ
れる。74年にフアン大統領が病死したため、

イサベルが大統領に。世界初の女性大統領
として注目されたが、政治的手腕に欠け、76

年、軍部クーデターにより大統領の座を追わ
れる。 
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政治分野への女性進出 

• LAの国会議員総数の26％、最高裁裁判官の
26％、市長の12％、市町村議員の24％は女
性。 

• しかし、LA上位500企業のうち、女性がCEOに
なっているのは9社のみ。また、大手100社の
理事ポストに就く女性はわずか6％。 

（桑山幹夫「持続的成長に向けたラテンアメリカ諸国の取
組み－女性のエンパワーメント・ジェンダー平等を中心に」
『ラテンアメリカ時報』2014/15年冬号。2ページ。） 

 

世界ジェンダー格差指数（GGGI）と 
ラテンアメリカ 

• 世界経済フォーラムが発表しているGGGI
（Global Gender Gap Index）2012年版によると、
ラテンアメリカ諸国ではニカラグアが9位、
キューバが19位、コスタリカが29位、ボリビア
が30位、アルゼンチンが32位など（ちなみに1
～5位はいずれも北西欧諸国。日本は135か
国中101位）。GGGIは、経済的参加と機会、教

育達成、健康と生存、政治的エンパワーメン
トの4項目について数値化したもの。 

ラテンアメリカの女性大統領 ２ 

2006-10 Michelle Bachelet（Chile） 

2007       Cristina Fernández（Argentina） 

2011       再選 

2010-14 Laura Chinchilla（Costa Rica） 

2010       Dilma Rousseff（Brazil） 

2014       再選 

2014       Michelle Bachelet（Chile）･･･再選 

 

３人の現役女性大統領 １ 

残りの任期を全うできるか 

クリスティーナ・フェルナンデス 

（アルゼンチン） 

 

クリスティーナ略歴 
• １９５３年２月１９日生まれ（６２歳）。 

• １９７５年、大学の先輩ネストル・キルチネルと結婚。 

• １９８９年、サンタクルス州議会議員に当選。 

• １９９１年、夫のネストルがサンタクルス州知事に。 

• １９９５年、州選出上院議員に。 

• ２００３年、ネストルは大統領に。 

• ２００５年、ブエノスアイレス州選出上院議員に。 

• ２００７年、大統領に。 

• ２０１０年、ネストル病死。 

• ２０１１年、大統領に再選。 

クリスティーナの試練 １ 
２０１４年債務危機 

• 米国投資ファンドＮＭＬキャピタルなどが、アルゼ
ンチンが2001年に債務不履行（デフォルト）に
陥った際の債務約15億ドルを、14年6月末まで
に全額返済するよう米国裁判所に提訴、裁判所
がこれを認めたため、亜国は期限までに返済し
なければならなくなった。 

• しかしこの債務はデフォルト後にファンドが買い
集めたジャンク債で、額面通り支払われればファ
ンド側は膨大な利益。そのため亜国政府は彼ら
を「ハゲタカ」と呼び、支払いを拒否、紛争に。 
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2014年債務危機（続） 

• 事の起こりは2001年、アルゼンチン経済が
1000億ドルの債務を抱えて破綻した一件。 

• 亜政府は経済再建のため債権者側と協議、
債権者の9割は、返済額の7割減額で合意、
亜はそれに対する利息は払ってきた。 

• ＮＭＬキャピタルは2008年に、全額返済を主
張する残り1割の債権者から国債を安く買い
たたき、これに対する全額返済を求めて提訴。 

2014年債務危機（続々） 

• この問題はいまだ解決を見ていない（おそらく
次期政権に持ち越し？）。 

• それというのも、もしＮＭＬに全額返済すると、
7割減額で合意した残りの債権者もあらため
て全額返済を要求する可能性があり、そうな
ると返済額は莫大なものになる。 

• そもそも2001年デフォルトを発端とする経済
破綻から亜が立ち直ったのが、クリスティーナ
の夫であるネストル・キルチネル政権時。 

ロシアとの友好外交 

• ［ブエノスアイレス ７月１３日 ロイター］ -ロシアの

プーチン大統領は１３日、訪問したアルゼンチンで、
同国と原子力エネルギーに関する協定に署名した。
貿易関係の強化と南米での影響力拡大を目指す。 

•  ロシアのノバク・エネルギー相は、ブエノスアイレス

での記者会見で、国営原子力企業ロスアトムがアル
ゼンチン国内で２カ所の原子力発電所を建設するこ
とを提案したと明らかにした。 

 

クリスティーナの試練 ２ 
ニスマン検察官変死事件 

•  アルゼンチンの検察当局は１３日、１９９４年７月に
首都ブエノスアイレスで起きたユダヤ人協会本部ビル
爆破テロ事件の捜査を妨害した疑いで、クリスティナ・
フェルナンデス大統領（６１）に対する捜査を正式に始
めると発表した。検察は、事件で国際手配されたイラ
ン人容疑者を処罰しない代わりに、安く石油の提供を
受ける密約を大統領らがイランと交わした疑いがある
としている。疑惑をめぐっては、内偵していた検察官が
今年１月、議会証言の前日に遺体で見つかり、今も自
殺か他殺か分かっていない。巨大な闇の世界が背後
に存在することは間違いなく、その遺志を継いだ捜査
の進展いかんによっては、フェルナンデス政権を大き
く揺るがす可能性がある。(SANKEI EXPRESS,2015.2.24) 

ニスマン事件の概要 

• 発端は1994年、ブエノスアイレスにあるユダ

ヤ人コミュニティ・センターに対する爆弾テロ。
85人の死者と約300人の負傷者。 

• このテロに関わった疑いのある8人のイラン

政府関係者を処罰しない代わりに、イランか
ら好条件で石油を輸入するという両政府間の
密約の存在疑惑。 

ニスマン事件の概要（続） 

• この事件を調べていたニスマン検察官が、議
会での証言を予定していた前日、自宅で謎の
死、頭部に銃創。 

• ニスマン氏は、クリスティーナ大統領および
ティメルマン外相を議会で告発する予定で
あった。 

• クリスティーナ大統領は当初、ニスマン氏は
自殺と発言、すぐに他殺と訂正。 
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ニスマン事件の概要（続々） 

• 検察はニスマン事件および密約疑惑の捜査
継続を発表、大統領喚問も視野に。 

• 2月18日、ブエノスアイレスでは真相究明求め
る40万人市民デモ。 

• アルゼンチン裁判所は2月26日、検察が求め
ていた捜査請求を棄却。 

• とりあえず一息ついたクリスティーナ大統領
だが、今後の展開は予断を許さない。 

３人の現役女性大統領 ２ 

順風満帆の船出 

ミチェル・バチェレ 

（チリ） 

バチェレ略歴 

• 1951年9月29日生まれ（64歳）。 
• 1970年、チリ大学医学部入学（83年卒業）。 
• 1973年、クーデター勃発で空軍准将の父親は逮
捕、拷問死。 

• 1975年、母親とともに軍に拘束され、2か月間の
拷問後に豪、東独などへ亡命、79年に帰国。 

• 2000年、ラゴス政権で保健相に就任。 
• 2002年、チリ初の女性国防相に就任。 
• 2006年、チリ初の女性大統領に就任。 
• 2014年、大統領再選。 

世界初、幼なじみ同士の 
大統領選決選投票（2013年12月） 

• バチェレと対抗馬のエベリン・マテイ前労働社
会保障大臣（2歳年下）は、少女時代に同じ通

りに住んでいた幼なじみ。しかしバチェレの父
親は反ピノチェト派の空軍准将として逮捕・拷
問死したのに対し、マテイの父親はピノチェト
派の空軍参謀長。 

 

• 選挙結果はバチェレ圧勝。 

決選投票結果（2005・2013） 

  2005 Segunda Vuelta 

  Candidatos      Org. Política  Votos    Porcentaje (%) 

• Michelet Bachelet  Concertación   3.723.019 53,50 

• Sebastian Piñera    Alianza  3.236.394 46,50 

 

  2014 Segunda Vuelta 

  Candidatos      Org. Política  Votos    Porcentaje (%) 

• Michelet Bachelet  Concertación   3.470.055 62,16 

• Evelyn Matthei  UDI        2.111.830 37,83 

       

女性躍進目立つ第2次バチェレ政権 

• 大統領就任式でバチェレ新大統領の肩に
サッシュをかけるのは、1973年クーデターに

倒れたアジェンデ元大統領の娘イサベル・ア
ジェンデ上院議長。彼女はチリ初の女性上院
議長であるとともに、チリ初の女性社会党党
首。バチェレ大統領同様、ピノチェト派に拘
禁・拷問された経験を持つ。 
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女性躍進目立つ第2次バチェレ政権
（続） 

• バチェレ政権の閣僚23人中9人が女性。 

• 各省次官も、32人中11人が女性。 

• 注目はクラウディア・パスクアル国家女性事
務局大臣。共産党員として初の入閣。 

• 2016年1月より、男女平等、社会への男女共

同参画の実現を目的とした、「女性・ジェン
ダー平等省」の設置決定。 

公正な社会目指すバチェレ政権 

☆政権の主要政策目標として 

 

１ 女性の積極的社会参加（既述） 

２ 教育改革：向こう６年間かけて高等教育を完
全無償化。初・中等教育では、入学者選抜試験
を廃止、希望者が定員を上回る場合は抽選で。 

３ 税制改革：企業対象の法人税率を向こう４
年間で現行の２０％から２５％に。 

３人の現役女性大統領 ３ 

前途多難な二期目 

ジルマ・ルセフ 

（ブラジル） 

ルセフ略歴 

• 1947年12月14日生まれ（67歳）。 
• 父親はブルガリア人。 

• 大学時代に反政府都市ゲリラに参加、逮捕・投獄され
た経験を持つ。 

• 1999年、労働者党（ＰＴ）に入党。 
• 2003年、ＰＴのルーラ政権が発足すると、ルーラ大統
領に重用され、鉱山エネルギー大臣、官房長官を歴
任。 

• 2010年、ルーラ大統領の後継者として立候補、当選。 
• 2011年1月、大統領就任。 
• 2014年、僅少差で再選。2015年1月より2期目。 
 
 

ルーラ、ルセフ政権成功の要因： 
ボルサ・ファミリア 

★貧困克服のための現金給付制度：2013年に従来の
制度を整理統合して発足、ＰＴ政権の目玉に。 
＜内容の骨子＞ 
①極貧世帯：家族一人当たりの月収が70レアル*以下
の場合、70レアルを給付。 
②子供の人数に応じた変動部分：15歳以下の子供一
人当たり32レアルを給付（5人まで）。 
③未成年の人数に応じた変動部分：16-17歳の未成年
一人当たり38レアルを給付（2人まで）。 

④教育と連動：支援を受けるには、子供の登校率が
85％を満たさなければならない 
 *１レアル=約45円 

ボルサ・ファミリア（ＢＦ）と貧困削減 

• 初年度（2003）の対象世帯は650万、ルセフ政
権では1400万世帯に。 

• ＢＦのためのコストはＧＤＰの0.3％と、国家の
負担は比較的小さい。 

• ＢＦの結果、ブラジルの貧困人口は2001年の
5849万人（人口比35.2％）から2009年に3963
万人（人口比21.4％）に減少。 

＊ＢＦについては、堀坂浩太郎『ブラジル：跳躍の軌跡』岩波新
書、2012年、116-121ページ。 
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ブラジル経済の課題 

• ルーラ=ルセフ政権下では、ＢＦおよび最低賃
金引き上げ政策のおかげで大衆層の所得が
向上、これにレアル高が加わって個人消費増
大をもたらし、ブラジルの景気上昇に結びつ
いた。 

• しかし、高水準の金利や高い税率のせいで
投資は低調、また階層間の所得格差が大き
いため、格差のさらなる拡大につながる積極
的な成長策も採用しにくい。 

低迷するブラジル経済 

http://kinyouplan.com/index.php?FrontPage 

ワールドカップ開催反対運動 

• 2013年6月、サンパウロにおける公共交通運賃
値上げを直接のきっかけとして、政府への抗議
運動が全国各地に拡大、最大時で参加者20万
人のデモが繰り広げられた。 

• 2014年5月、Ｗ杯開催直前にもデモが行われた
が、前年の抗議運動に学んだ政府が速やかに
沈静化した。 

• 抗議の趣旨は、110億ドルともいわれた膨大なＷ
杯関連支出に対し、国の予算は教育や福祉を
優先させるべきだというもの。 

決選投票結果（2010・2014） 

   2010  Segundo Turno 

• Dilma Rousseff       Partido dos Trabalhadores (PT)  

      55.752.529           56,05% 

• José Serra           Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

          43.711.388           43,95% 

 

   2014  Segundo Turno 

• Dilma Rousseff         (PT) 

          54.499.901           51,64% 

• Aécio Neves        (PSDB) 

      54.041.010           48,36% 

  

 

選挙結果と所得格差、ＢＦとの関連性 

• 平均所得高い州（南部）ではネーヴェス候補、低い州
（北部、東部）ではルセフ候補。 

 

• ＢＦ受給率高い州ではルセフ候補、低い州ではネー
ヴェス候補：州別受給率1位のマラニャン州から15位
のアマパ州までの15州のうち、ロライマとアクレを除く
州でルセフ候補、最も受給率の低いサンタカタリーナ
州から16位のロンドニア州までのうち、ミナスとリオを
除く州ではネーヴェス候補。 

*川本奈奈「2014年ブラジル大統領選挙の結果と展望｣『ラテンアメリカ時報』  

 2014/15年冬号、29ページ。 

赤はルセフ、青はネーヴェス 
 

http://toretatebovespa.pokebras.jp/e300703.html 
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ルセフ政権二期目の課題 

１． 経済の立て直し。 

 

２． 選挙戦で露呈した階層対立の融和。 

 

３． ペトロブラス・スキャンダルに象徴される政  

   治腐敗への対処。 

 

４． 2016年リオ五輪の円滑な実施。 

ペトロブラス・スキャンダル 

• 国営石油会社ペトロブラスの元精製・供給部
長が、2004年から2012年までの間に、同社と
契約した国内最大手の建設会社6社から100
億レアル（37億ドル）を不正に受け取り、資金
洗浄をしたとされるもの。 

• この事件では、すでにペトロブラス社幹部や
建設会社の社員ら36人が贈収賄の疑いで起
訴されている。 

ペトロブラス・スキャンダル（続） 

• 2015年2月、ペトロブラス社のマリア・ダス・グ
ラサス・フォステルＣＥＯおよび5人の同社取
締役が辞任した。 

• 問題は、この事件に関連して賄賂を受け取っ
たとされる議員の多くが与党ＰＴ所属であり、 

 問題の期間に鉱山エネルギー大臣、ペトロブ  

 ラス社経営委員会委員長を務めていたのが 

 ルセフ現大統領。政権への影響が懸念される。 
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