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写真＝永武ひかる
「表紙のひとこと」
「リオのセントロで出くわした路上の芸
人たち。中には、ピエロやシスター、路
地の糞害を皮肉る仮装の人も。人目を引
く姿にコミカルな身ぶり手ぶりで、瞬く
間に街角を劇場に変えると、次のスト
リートへと舞台を移していった。」

（永武ひかる：ブラジル撮影約30年、著作に写
真絵本「世界のともだち３ブラジル」（偕成社）
等。www.hikarunagatake.com

　ミナス、リオ、バイーアの３州に接するエスピ
リトサント州の州都ヴィトリアは、リオの北東、
約500キロに位置し、リトル・リオとも称せら
れる、人口約35万人の風光明媚で美しい港町で
ある。対岸のヴィラ・ヴェーリャの丘にたつ白亜
のペーニャ修道院は、さながらコルコバードのキ
リスト像であり、コパカバーナに準えられるのが
カンブリの美しいビーチと言ったところ。また、
2015年、国連開発計画は、ヴィトリアをブラジ
ル州都の中で二番目に『生活しやすい都市』に挙
げた。
　歴史は古く、１535 年、
ポルトガル国王から派遣さ
れたカピタニア領主、ヴァ
スコ・コウチーニョが到着、
原住民との長い戦いの末、
その名の通り勝利し、1551
年 9月 8日に今のヴィトリ
アが誕生した。レシフェや
サルバドールと同じくらい古い州都である。
　ヴィトリアは、19世紀以降、イタリア、ドイ
ツ系移民の流入もあり、コーヒーの積出港として
栄え、その後、1942年にヴィトリア－ミナス鉄
道が完成、イタビラ鉱山から鉄鉱石が運び出され
るようになり、更に、1966年にツバロン港が開
港し、リオドセ（現ヴァーレ）社の国際的な輸出
港として大きく発展を遂げた。筆者が
エスピリトサント連邦大に留学して
いた 1976 ～ 78 年頃は、多くの日
伯ナショナルプロジェクトが形成さ
れた第一次ブラジルブームと言われ
た時期で、ヴィトリアでも、日伊伯共
同プロジェクトであるツバロン製鉄所の建設黎
明期で、製鉄用ペレット生産のNIBRASCO、州
北部でユーカリ植林事業を展開する FLONIBRA
など日伯合弁事業が立ち上がり，活気に満ち溢れ
ていた。当時は、日本人駐在員も少なく、日系社
会も形成されていなかったなか、好奇心に富むカ
ピシャーバ達が温かく受け入れてくれたことを、
40年たった今でも懐かしく思い出す。
　カピシャーバと言えば、ブラジルの代表的な魚
介類の土鍋料理としてムケカがあ
るが、ヴィトリアのムケカ・カピ
シャーバは、ココナツミルクとデ
ンデ油を使うバイーア風のこって
りではなく、コロラウという食紅
を使い、あっさりした日本人にも
親しめる味なので、お勧めしたい。
また、意外に知られていないが、
ブラジルを代表するチョコレート
メーカーGAROTO の本社工場
もヴィトリア郊外にある。

沼田行雄（協会理事、前在トンガ大使）
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言葉に驚かされずに「深堀を」

　「ブラジルのトランプ」「極右」そして「ポピュリズム」

―ジャイル・ボルソナーロ次期ブラジル大統領選出翌日の

内外の新聞にはお決まりの過激な言葉が舞った。当の新大

統領が喜んだとすればブランドの確立といえるが、レッテ

ル貼りの側面は否めない。短い言葉が乱舞する SNS（ソー

シアル・メディア）におもねったのか、それともマスメディ

アの語彙が貧弱になった表れか。離日直前の当協会主催の

講演でアンドレ・コヘア駐日大使が extraordinal な、こ

れまでの状況から断絶するようなことが起こった選挙結果

だったと述べるとともに、ブラジルの変化を「深堀して欲

しい」と語ったのは、表面的な現象に流されるのではなく、

これがこの国にとってどのような意味合いをもつ現象であ

るのか、じっくり観察して欲しいとの願いからであったの

であろう。

　選挙キャンペーンの熱した言動から、次期大統領には冒

頭の“レッテル”的な側面が無いわけではない。しかし、

これらの３つの言葉をもって浮かび上がる大統領像と新政

権像は、実際のところ実態とかなりかけ離れたものであろ

う。「ブラジルのトランプ」ひとつをとっても、米トラン

プ大統領の誕生を後押しした「ラストベルト」と、ボルソ

ナーロ新大統領の登場に期待をかけた層とはおよそ異なっ

ている。前者が社会の変化から取り残された層だとすれば、

後者は治安悪化や汚職蔓延に業を煮やして旧政治勢力に

「ノー」を突きつけ、27 年間下院議員でありながら国政の

場にほとんど参加してこなかった“新顔”ボルソナーロ氏

に局面転換を託した人たちであった。

　それだけに新政権には未知数の部分が多い。しかしなが

ら思い返せば、ブラジルは何度も未知数にかけ政治転換を

試みてきた国でもある。ボロソナーロ氏と同様に新星のよ

うに現れた 1990 年のコロル大統領、左派政権誕生に市場

が怯えた 2003 年のルーラ政権といくつも例を挙げること

ができる。そもそも 1985 年の軍政から民政への体制転換

も、就任直前に本命の選出大統領タンクレード・ネーヴェ

スが死去し、「軍政に逆戻りか」の噂が流れる中でのスター

トであった。こうした経験を積み重ね民主ブラジルは耐性

をつけてきた側面もある。政権を確実にしてからは、ボル

ソナーロ氏の発言も少しずつではあるが、1988 年憲法を

尊重し、三権間の協働を図っていきたいと軌道修正を始め

ている。

カギ握る政権発足前後の８カ月

　読者の目に本稿が届くのは 2019 年年初である。1 月 1

日に新政権が発足しているはずだが、これに先立つ選挙後

の 2 カ月間、テメル前政権と新政権の間で新旧官房長を

ヘッドとした移行委員会が設置され、予算を含めた政策

のすり合わせが行われている。2003 年のカルドーゾ政権

（ブラジル社会民主党 PSDB）からルーラ政権（労働者党

PT）への橋渡しがスムーズに行われたのは移行委員会の

存在によるところが大きい。選挙の勝敗によって、政府首

班が即変わるわが国とは大きく異なる点である。

　加えて新議会の発足は 2 月初め。最高裁の休暇明けも

この頃である。この１カ月が、発足政権にとって足慣らし

の期間といえる。そして 3 月初旬のカーニバルで緊張を

ほぐした後、本格的な政治日程が始まる。当然、年金改革

や財政健全化、景気振興といった公約実現の力量や、は

たまた下院第一党の勢力を保った労働者党など野党の突き

上げ、法制優先の最高裁との駆け引きなど、現実が頭をも

たげてくる。未知数への期待値が高いだけに、政権発足 6

か月のハネムーン期間をじっくりみていく必要がありそう

だ。

　その際、目を配りたいのがガバナンス（統治）への姿勢

である。政府内のガバナンス、三権間のガバナンス、連邦・

地方間のガバナンス、市民生活のガバナンス、そして企業

のガバナンスと、挙げ始めるとその対象範囲は次から次へ

と拡がっていくが、民主化以降、さまざまな制度構築を進

めてきたブラジルにとって欠けてきたのは、これらの制度

を有効に働かせるガバナンスの欠如ではなかったのか。訪

日時（18 年 2 月）に日本社会の規律に好感をもったと言

われるボルソナーロ新大統領の対日観を考えても、わが国

官民への協力要請が増えてきそうだが、ガバナンスの“要

諦”を忘れることがあってはならない。

堀坂浩太郎 ( 上智大学名誉教授 )

未知数への期待と課題
ブラジル・ナウ
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いちかばちかのボルソナーロ政権 統一選挙（一次投票10月7日、決選投票10月28日）を巡る
いくつかのファクト

7

2019 年 1月1日から「ポスト・
トランプ時代」の南米で

は初となる極右政権、ジャイール・ボ
ルソナーロ大統領の政権がはじまる。

「極右の政治家が大統領選で熱狂（と
同じくらいに強い反発も）をもって迎
えられる」という状況は欧米社会を
驚かせもしたが、そんなブラジルは
2019 年以降、どういう方向へ向かっ
ていくのか。

「従来のブラジルの政治体制を打
倒」して始まることになるこ

の新政権。全く新しいものだけに「未
知なるもの」への期待を膨らませてい
る人も少なくないかもしれない。だが、
10 月 28 日の大統領当選以降、現在ま
で行っている組閣を見るに、「その未
知がさらに謎に満ちたものになった」
と言わざるをえない。正直な話、少な
くとも筆者にはボルソナーロ氏が「政
治で」何をやりたいのかがわからない。
ただ、わかることは「長年にわたり、
踏みにじられてきた軍人のプライドを
今こそ見せつけたい」。ただ、それだ
けだ。

ボルソナーロ氏が組閣に力を入れ
たのは、「なぜ、そこまで」と思

えるほどの軍人の閣僚起用と、「教育、
外務、人権」といった、イデオロギー
に関わる部門での、時代を数十年逆行
させたような超保守主義の人材で固め
たことだろう。彼ら閣僚にしてみたら
LGBT や妊娠中絶に反対するというの
は当然である上に、そこに左翼を「マ
ルクス主義者」と呼び、彼らを廃絶し
たいだけにとどまらず「環境保護もマ
ルクス主義の賜物」と呼びすでに国際
的な顰蹙も買い始めている。いくら同
様の発言を、ボルソナーロ氏の敬愛す
るトランプ氏がしたからといって、こ
こまで極端な真似事をあたかも社会の
善でもあるかのように遂行しようとす
る。これが仮に教育現場に何年にもわ

（大統領選）
決選投票結果（有効得票率）

PSL（社会自由党）のボルソナーロ候補：55.13%
PT（労働者党）のアダッジ候補：44.87%

（大統領選）
地域別に南北分断された政治地図

　ブラジルは 27 の州で構成されるが、決選
投票でアダッジ候補の得票率が 50% を超え
た州は 11 州。具体的にはノルデスチ（北東伯）
全州（マラニャン、ピアウイ、セアラ、リオ
グランデ・ド・ノルチ、パライーバ、ペルナ
ンブーコ、アラゴアス、セルジッペ、バイー
アの 9 州）並びに北伯のパラー州、トカンチ
ンス州、である。このうちペルナンブーコ州
の数字をみると、アダッジ 66.53%、ボルソ
ナーロ 33.47% であったが、ノルデスチ全体
の有効得票率はアダッジ 68.2%、ボルソナー
ロ 31.8% と PT( 労働者党 ) の圧勝であった。
　但し、都市部の投票結果をみると、レシー
フェの場合、アダッジ 52.5%、ボルソナーロ
47.5% と拮抗しており、都市有権者の PT 支
持率はノルデスチ全体平均よりは 15% も下
回っている。

（大統領選）
前回のPT優勢から今回ボルソナーロ
優勢に変身した二つの州

　南東部のミナスジェライス州と南部のリオ
グランデ・ド・スール州という二つの大票
田での変化に着目したい。ミナス州は、前回

（2014 年）はルセフ元大統領が過半数をおさ
え、州知事にはピメンテルといずれも PT が
勝利したが、今回は、前回 PT に投票した有
権者のかなりの部分がボルソナーロへ票を投
じたため、ピメンテルは再選されず（一次投
票で３位となったため決選投票にも行けず）、
同じくミナス州から上院議員に立候補したル
セフ元大統領は、事前の楽勝予想を完全に裏
切って最下位落選の憂き目をみた。リオグラ
ンデ・ド・スール州の場合も同様で、かつて
は州知事も州都ポルトアレグレ市長も PT が
おさえ、カウンター・サミットといわれた「世
界社会フォーラム」を主導したり、市民参加
型予算を定着させて“労働者党の牙城”とい
われた州だが、そんな面影は今や失われた。

たり影響するようなことが起こるのな
らば、今後の 4 年ではなく、10 年、
20 年先のブラジルの方が不安になっ
てくるのだが。

ただ、幸いなことに、経済活動と
いうのは、そうした極端な思想

の浸透とは関係なしに動くもの。事
実、ボルソナーロ政権で経済を動か
すのは、かねてから「その方面は明る
くない」と公言しているボルソナーロ
氏自身ではなく、新自由主義経済のシ
カゴ学派の経済学者のパウロ・ゲデス
氏。ボルソナーロ氏のこの人選がブラ
ジルの企業家や国際的な財界に受けが
よかったことが大統領選当選につな
がったほどにボルソナーロ氏には重要
な存在だ。基本、自分が得意としない
分野は官僚に実質、よく言えば「アウ
トソーシング」、悪く言えば「丸投げ」
しているボルソナーロ氏だけに、ゲデ
ス氏に一任すると結果は良いかもしれ
ない。

ここでゲデス氏に期待されている
ことは、「緊縮財政」「早期の社

会保障制度改革」「ペトロブラスをは
じめとした公社の民営化」などであり、
これが財界や投資家たちが期待するよ
うに上手くいけば、テメル政権下で上
向きにバトンタッチされた経済状況が
さらによくなるかもしれない。

だが不安も無いではない。一つは
ゲデス氏がどんなにアイディア

を持っていても、その法案を上手く議
会に通せるかどうか。ボルソナーロ氏
の政党、社会自由党はその半分が政治
家経験がなく、残りも経験の浅い人材
ばかり。加えて理想主義的に政党連立
も行っていないから、議会工作で一苦
労するのはすでに予想されている。加
えてゲデス氏には収賄疑惑があり捜査
を受けている。これで仮に逮捕で辞任
などとなると、一点、窮地に追い込ま
れる。ボルソナーロ氏に関して言えば、

（大統領選）遠隔地ナショナリズム

　在外ブラジル人（登録有権者数は約 60 万
人）の投票行動はどうであったか。米国、ポ
ルトガル、イギリス、イタリア、日本などに
居住する在外ブラジル人の投票結果は、全体
の有効得票率でボルソナーロ 71% であった。
在外票田として第一位の米国に次ぐ世界で二
番目の票田である日本での結果をみると、地
域別のボルソナーロ得票率は東京 90.85%、
浜松 92.1%、名古屋 91.5%、大泉 91.6% と
なっている。
　在外居住者のほうが本国住民よりも保守的
なナショナリストになる傾向があると論じた
政治学者ベネディクト・アンダーソンは、こ
れを「遠隔地ナショナリズム」と名付けたが、
今回の選挙結果はこの具体事例といえる。

（下院議員選）一層の多党化

　連邦下院議員を 1 議席以上獲得した政党
の数は、1994 年の選挙（レアルプランが成
功したおかげで F・H・カルドーゾ大統領が
当選した年  ）では 16 であったが、今回は、
30政党だ。多党林立とも小党乱立ともいえる。
ちなみに下院議員定数は 513 名である。

（下院議員選）
獲得議席数の党別順位（上位 20 位まで）

① PT( 労働者党 ) …………………… 56 議席
② PSL( 社会自由党 ) ………………………52
③ PP( 大衆党 ) ………………………………37
④ MDB( ブラジル民主運動 )  ……………34
④ PSD（民主社会党）………………………34
⑥ PR( 共和党 ) ………………………………33
⑦ PSB( 社会党 ) ……………………………32
⑧ PRB( ブラジル共和党 ) …………………30
⑨ DEM( 民主党 ) ……………………………29
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下院議員の時代から、社会保障制度に
関しては賛成なのか反対なのかの一貫
性がなく不明で、さらに、ただ単に「労
働者党が嫌い」というだけで、すでに
ブラジルの最大貿易相手国となってい
る中国との関係を崩そうとしたり、さ
らに言えば、公社民営化の際の入札を
嫌がっていたりするほど、経済のハン
ドリングに適しているとは言えない。
ボルソナーロ氏の口出しの機会が減れ
ば減るほど幸運だと言えよう。

あと、ボルソナーロ政権で世間が
最も期待している「汚職撲滅」

と「治安強化」だが、こちらの方の雲
行きは早速よくない。組閣の時点で、
すでに警察からの捜査経験のある人物
が多く、連立を組もうと噂されている
政党も大型汚職で問題になったことの
ある党ばかり。この点に関して言えば、
ボルソナーロ氏自身の過去に渡り歩い
た政党や人脈を考えて「世間が思うほ
どきれいでない」ことは何度も報道さ
れていたが、国民が聞かなかったとこ
ろだ。

同政権の目玉は、ラヴァ・ジャッ
ト作戦判事で、一躍「正義のヒー

ロー」と国民が尊敬するセルジオ・モー
ロ氏が法相についたことだが、これも
国民全体が喜んでいることではない。
法相就任で少なくとも左派支持の国民
は「これまでの裁きはやはり右寄りな
視点によったものだったのだ」という
思いを強くしているし、モーロ氏自身
も早速、収賄疑惑のあるオニキス・ロ
レンゾーニ氏について「疑惑を認め
て謝ったのだからいい」という、こ
れまでの厳格なイメージの崩れる発言
をして世間を驚かせている。これまで
のピュアで実直なイメージを、ボルソ
ナーロ政権の政治家が疑惑に巻き込ま
れた際に客観的な立場で応対できるの
か、気になるところだ。

（下院議員選）新顔が過半数

　前回 2014 年の統一選挙における下院議員
の再選議員率は、53.22% で、初当選した新
顔は 46.78% であったが、今回は、新顔が
53.41% で再選議員は 46.59% と新旧が逆転
している。

（下院議員選）主要政党の盛衰

①激減した既存政党：テメル現大統領の与党
MDB（民主運動）は、前回（2014 年）の
65 議席から今回の 34 議席へ。カルドーゾ元
大統領の PSDB（社会民主党）は、前回の
54 議席から今回の 29 議席へ。いずれもほぼ
半減となってしまった。
②急伸した党：ボロソナーロ選出大統領の所
属党 PSL（社会自由党）は、前回の 1 議席
から今回の 52 議席へ、と 51 議席も増やした。
③あまり減っていないPT（労働者党）：大統領
選では敗北した PT の下院議員選挙の結果は、
前回の 69 議席から今回の 56 議席へと 13 議
席減少。但し、同党から分派した PSOL（社
会主義自由党）は、前回の 5 議席から今回の
10 議席と倍増しているので、この部分をカ
ウントすれば、PT 下院勢力はさほどパワー
ダウンしてはいないとの見方もある。
④善戦した PDT（民主労働党）：大統領選（一
次投票）で三位（得票率 12.47%）となったシー
ロ・ゴメス候補の所属党 PDT はかつてルセ
フ元大統領も属していた党だが、今回の下院
選では 28 議席を獲得、前回よりも 8 議席増
と善戦した。

（州知事選）主な政党別の選出州知事数
（前回 2014 年⇒今回 2018 年）

PT（労働者党）5 ⇒ 4 、PSB（社会党）3 ⇒ 3、
MDB（民主運動）7 ⇒ 3、PSDB（社会民主党）
3 ⇒ 3、DEM（民主党）0 ⇒ 2
　このうち PT の 4 知事はいずれもノルデス
チ（バイーア、ピアウイ、セアラ、リオグラ
ンデ・ド・ノルチ）であるが、PSDB の 3 知
事は、サンパウロ、リオグランデ・ド・スー
ル、マトグロッソ・ド・スールの三州を押さ
えたので、経済力（GDP）ではブラジル全体
の 40％をカバーしている。
また、今回選出された 27 州知事のうち 15
知事がボルソナーロ支持とみなされている。

沢田太陽
（ニッケイ新聞記者）
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ボルソナーロ政権を占う
期待とチャレンジ
　新年号が発刊される頃には、就任式も
終わり、全ての閣僚も決まり新政権が
スタートしている。どのような2019
年になるかは不透明ながら、経済界の
新大統領に対する期待も高く、14年
余り続いた左派労働党政権から漸くプ
ロビジネスの政権がスタートする。
　ボルソナーロを読み解くには、まず
自分がボルソナーロだったら、どうす
るか？という質問をしてみるのが一番
わかりやすい。
　アンチ労働者党（PT）の票を取り
込んで選ばれた大統領である。従って、
どんなことがあっても、2022年の選
挙でPTに敗北するわけにはいかない。
再選は至上命題である。
　この命題を軸に「ボルソナーロが貫
く自身のイデオロギー（変えられない
もの）」と「変えられるもの=イデオ
ロギーを隠しても良いもの」をいくつ
か整理してみる。その中には、「判断
に迷うもの」が間違いなく出てくる。
その判断がまさしく新大統領の政権運
営の分水嶺になると考える。選挙戦前、
選挙戦期間、当選後を通じ変化を見せ
る新大統領は柔軟な思考の持ち主であ
り、人の意見をよく聞いて取り入れる
タイプの人間であるという声が多い。
まさに、主張の変化の部分こそが、新
大統領の真骨頂であるとも言える。「意
見を変える事に関する否定的見方」を
やめ「意見を聞いて変える度量」を評
価すべきである。これがルセフ元大統
領との決定的な違いでもある。
…

腐敗・汚職

　政治から腐敗・汚職を無くす事。こ
れは、ブラジル政治にビルトインされ
た悪習を無くす事で、並大抵のことで
はない。しかし、この志は変わること

の手腕は、この官僚達＝チームが支え
ていると言っても良い。チームの意識
を高く維持して、正しい判断をして行
く事が果たして出来るか？学者に大臣
が勤まるか？という疑問を市場関係者
は持ち始めている。
　話しは少しそれるが、PT政権下育っ
て来た官僚の質を心配する向きもあ
る。メリトクラシーが機能せず、腐敗
も進んだブラジリアで10年以上育っ
た若手に果たして国を支える気概を
持った官僚がどのくらいいるのか疑問
だと言う声も聞こえてくる。
　また、新大統領との相性も注視する
必要がある。民営化に対する考え方の
違いを始め、まだまだ意思疎通が図れ
ていない。新大統領は経済の事はゲデ
ス氏に一任すると言いつつも、ポイン
トになるところでは介入している。フ
レキシブルな大統領ならではの手腕だ
と思うが両者の関係がどのように進ん
で行くか、市場関係者が大きく注目し
ている点である。ルセフVSレビー大
臣の二の舞いになるようだと思わぬク
ライシスがやってくる。
…

外交

　新大統領にとっては未知の領域であ
る。自分の気持ちとイタマラチ（外務
省）の駆け引きが永遠に続く構図にな
る。しかし、ここは最終的にイタマラ
チの意向を聞き入れるはずで、新大統
領の勝手は許さないだろう。
　今はあまり新大統領のコメントを鵜
呑みにする必要はない。一旦決定が下
されたのであれば、それはイタマラチ
の意向を踏まえた判断であると理解し
て良い。
　ブラジルにとって大切な国である中

はないと見ている。新大統領の骨格を
なす姿勢である。ラバジャット作戦の
ヒーローであるセルジオ・モーロ判事
を、当選後の早い段階で法務大臣に指
名したのは、国民の応援をバックに政
治をクリーンにするといいう意気込み
である。
　新たに任命される閣僚に汚職の嫌疑
がかかった場合の対応が最初の課題で
悩ましい。ラバジャットの時のように、
モーロ新大臣のもと、徹底的に進めれ
ばよいが、庇護するようだと、お手盛
りという批判を浴びる。大切なイデオ
ロギーが台無しになりかねない。
…

議会運営

　ブラジルの議会は、大統領府、政党
および議員間における「持ちつ持たれ
つ」の関係で成り立ってきた。そこに
は、連立政権構築のため、大臣ポスト
の配布や、メンサロンと呼ばれる賄賂
を、大統領側が連立を組む政党に渡し
て法案を通してきた。
　現状、新大統領は従来型の（日本ほ
どではないが、ある程度の）連立を組
む事はせず、より緩やかな、法案ごと
に国会議員の判断に任せる方向の連立
を考えているようだ。これが、年金改
正法案をはじめとする重要法案で通用
するかが最初の大きな山場となる。
　市場や有識者は、依然としてある程
度の連立を組むであろうと見ている。
小党が見返りなしに連立を組むとは考
えにくい。何が連立の「飴」になるの
かもよく見ておく必要がある。イデオ
ロギーを貫く方法で行って、年金改正
が困難になった場合、果たして切り返
しの手段はあるのか？ここが大きな
チェックポイントである。
　もっとも、紙幣輪転機ペトロブラス

国と新大統領の気持ちに近いトランプ
米国。両大国の貿易戦争の狭間で下さ
れるイタマラチの手腕も見どころであ
る。恐らく、両者に良い顔をしながら
実害を避け、かつ果実を求める手綱さ
ばきとなろう。
…

農業族議員

　FPA（Frente…Parlamentar…da…Agropecuaria）
と言う農業族議員達（下院・上院で
260名程の一大勢力）との連携は新
大統領にとって極めて大切である。い
わゆる、中道（Centrão）政党を取り込
み、法案可決のバックボーンとなるか
らだ。言い方を変えるなら、農業関連
ビジネスは大きな追い風が吹く事にな
る。FPAの代表テレザ・クリスチーナ
氏は農務大臣のポストに就く。
　クリスチーナ氏は農薬の許認可のス
ピードを上げる法案を準備して来た人
物であり、新大統領にとって大切な応
援団の味方をするのは自然の流れだ。
…

軍関連議員

　実は新大統領のアキレス腱である。
勢力は下院改選前 35から 61まで伸
ばした、新大統領のお膝元である。と
ころが、最重要法案である年金改革で
退役軍人を含めた軍関係者は痛みを伴
う事になる。国の将来のために、一番
の身内を切る決断が出来るか。新大統
領の腕の見せ所である。ここがお手盛
りになるようであれば、世論は納得が
行かないだろう。
…

科学技術省

　「新大統領が大切に思っている事は
何ですか？」と
言う問いには、
「大臣ポストが決
まった順番だ」
と私は答えてい
る。後に決まっ
た大臣は、ポス
トの配分などの

（国営石油会社）はラバジャットでなく
なり、渡す資金もないのが実態である。
…

大きな政府・小さな政府

　公共部門の支出拡大による景気浮揚
策を軸とした大きな政府には断固とし
て反対し、小さな政府を目指す。これは、
「アンチPT」という重要なテーゼであ
る。新政権はあらゆる局面でこのメッ
セージを打ち出してくる。しかし、肥
大した公務員を首にすることはブラジ
ル憲法上不可能である。従って、公務
員を首に出来ないという大きな壁が立
ちはだかる。「現状維持」というイデ
オロギーに反する妥協も必然である。
　例えば、ルセフ政権で39あった省
庁を15にすると公言していたものの、
足元では22ぐらいに落ち着くとみら
れている。大切なのは削減する意志で
あり、削減の絶対数ではない。実際、
国家公務員試験により「肥大してし
まった」公務員の数を直ぐには減らせ
ないので省庁削減で歳出削減の目立っ
た効果はない。むしろ、連立政権構築
のためのポスト配布目的での省庁数の
つじつま合わせを無くす意志に新大統
領の価値がある。現実に目を向け妥協
しながらも筋は通している。
…

スーパー大臣パウロ・ゲデス

　ゲデス氏の評価は 2つに分かれる。
シカゴ学派のエコノミストのバックグ
ラウンドを軸に高い評価をする人々
と、同氏のある意味「経営手腕」に疑
問を持つ市場関係者も多い。正直市場
関係者にネガティブな意見が多い。
　ここで言う経営手腕とは何か？　ブ
ラジリアにいる各省庁の官僚たちは、
優秀なエリート軍団である。ゲデス氏

大所高所の判断になるはずだ（独立し
た権限を持ち、だからこそ人選が難し
い環境省は別）。当選前から決まって
いたパウロ・ゲデススーパー大臣や国
会対策担当のオニックス官房長官、当
選後に決まった、セルジオ・モーロ法
務大臣、FPAを取り込みたいクリス
チーナ農務大臣など、新大統領の強い
意志が感じられる人選が行われた。
　その中で意外と感じられたのは、
早々に決まった、マルコス・ポンテ科
学技術大臣ではないか。空軍やPSL（社
会自由党）と言う身内であるものの、
南米出身初の宇宙飛行士であると言う
経歴も目を惹く。決めやすかった点も
あろうが、新大統領が大切な分野であ
ると感じているのは間違いない。ブラ
ジルに高い科学技術を植え付けたいと
考えているのだと思う。

…

まとめ

・新大統領の人の話を良く聞くフレキ
シブルな人物像は高い評価。

・アンチ PT の徹底を軸にした政権運
営（小さな政府、歳出削減）。

・汚職 ・ 政治腐敗の一掃。身内の綻び
（if any）の対応は重要なポイント。

・年金改革法案が第一の関門。緩やか
な連立が成り立つか？

・景気浮揚の為の経済政策、ゲデス大
臣との相性は注意点。

・外交は実質的に外務省主導。当面は
様子見。

・もっと大きなアキレス腱は身内の軍
関係者。

・農業・科学技術は追い風
…
　私はいくつかのリスクファクターを
乗りこえられれば、ボルソナーロ政権
は安定して行くと考えている。日本か
ら見えるもの（ブラジルのトランプ）
は新大統領の真実ではなく、実際は思
慮深い人物なのである。そしてその新
政権の特徴を理解して、いかにビジネ
スにつなげるかが進出日本企業のチャ
レンジである。

村田俊典
（双日㈱執行役員兼

双日ブラジル会社会長）

●特集● ブラジル新時代
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外交史からみた
新政権の課題と問題

各国の関心を集めた
2018年大統領選を振り返る
　　　　　
　2018年10月28日、ジャイル・ボル
ソナーロ候補（社会自由党PSL）が決
選投票でアダッジ元教育大臣（労働者党
PT）候補を下し、ブラジルの新大統領
に選出された。前後日を含めて投票日当
日の主要各国紙（国際面）をみると写真
付きで取り上げているものが多く、中に
は一面で取り上げている紙面もあった。
今回のブラジル大統領選に世界は関心を
持っていたといえよう。それはなぜか。
一つには欧米を中心に世界で左右ポピュ
リズムの波が広がる中で、ボルソナーロ
を右派ポピュリストと位置づけ、南米ブ
ラジルにもそうした動きがあると分析さ
れたからである (例えばフランスのフィ
ガロ紙は世界のポピュリズムに関する特
集を組んだ )。
　ボルソナーロ自身のプロフィールや発
言にも注目が集まった。元陸軍大尉であ
ること、近年のブラジル政治を動かして
きた労働者党（PT）やブラジル社会民
主党（PSDB）といった既存政党ではな
く、PSLという極めて小さな政党出身
であったこと（メディアでは「アウトサ
イダー」や「反エスタブリッシュメント」
という言葉でボルソナーロ候補を表現）、
また選挙戦を通して女性や性的マイノリ
ティに対する差別的発言や、治安維持を
目的に銃所持の規制緩和や警察力の強
化を主張したことなど、「ボルソナーロ」
という人物が今回の大統領選に出馬し決
戦まで残ったことで多くの国がブラジル
に関心を寄せたのである。
　獄中にあるルーラ元大統領が出馬する
のか (むしろできるのか )ということも
注目された理由の一つである。結果的に
ルーラは 8月末の時点で出馬不可能と
なり、PTはこの後候補者をアダッジに

年 8月末に正式に発足した。ルセフ政
権同様に、政治や経済の混乱が続く中で
テメル政権の外交も目立った成果はな
かったが、少なくともブラジル外交刷新
の動きが始まったことは確かである。人
権や民主主義の尊重といったブラジルの
外交理念を遵守し、国連などの多国間協
議の場を通してグローバルアジェンダに
取り組むこと（＝多国間主義）、南米や
ラテンアメリカ諸国との関係を重視した
うえでグローバル・アクターとしてより
全方位の外交を目指すこと（ヌネス外相
は任期中、欧米諸国のみならず、南米、
アジア、アフリカを訪問）、ルーラ政権
時代に南米左派政権の集まりとして政治
色が強くなったメルコスールの地域貿易
協定としての再生を進めるべく、太平洋
同盟との関係構築に向けた動きを始め、
通商政策全般に力を入れること、また同
じくルーラ政権が力を注いだ「南南協力」
について、とくに対アフリカ外交では経
済協力といった段階を超え、ブラジル製
品の販路拡大を目的としたよりビジネス
志向型の関係が目指されたのである。

新政権の外交方針に対する
各国の懸念

　新大統領となるボルソナーロには中南
米諸国を含め各国が祝福のメッセージを
送っている※。その一方で選挙公約とし
てボルソナーロ陣営が掲げた外交方針
（例：新たなイタマラティ、対米関係重
視、二国間交渉や二国間協定重視など）、
また「イスラエル大使館をエルサレムへ
移転する」、「中国はブラジルを買ってい
る」、「パリ協定（2020年以降の地球温
暖化防止に関する国際的枠組）から脱退
する」など様々なボルソナーロの発言ゆ
えに、新政権の外交の方向性を懸念する
声が各国から聞かれたことも確かであ

切り替えて選挙戦を戦うことになった。
第 1回投票を経て決選投票は「右派で
軍人出身のボルソナーロ」対「左派PT
からルーラの代役として出馬したアダッ
ジ」の構図となり、有権者は 2019 年
1月 1日にスタートする新政権がPTに
なるのか、それともPT以外になるのか、
という２つの選択肢から判断を下すこと
になった。「ボルソナーロ支持ではない
がPTにはもう飽き飽きした。だからボ
ルソナーロを選んだ。“その人”（＝PT）
を選びたくないから本来ならば選ばない
人（＝ボルソナーロ）に票を投じたのは
初めてだ」という有権者のコメントがシ
ンガポールの Straits…Times の記事に
掲載されていた。今回の大統領選挙では
棄権票も多く、とくに10月 28日の決
選投票の棄権率は1985年の民主化後、
初の大統領直接選挙となった89年以来
最も高かった（21.3％。このほかにも白
票や無効票あり）。筆者が目を通した各国
紙には苦渋の選択をした有権者の声や今
後のブラジル社会の「分断」を懸念する
声を取り上げたものも少なくなかった。

ブラジル外交の
これまでの歩み

　本稿の目的はボルソナーロ新政権に託
された外交課題やボルソナーロ外交の立
つ位置を考えることである。まずは新政
権に至るこれまでの各政権の外交の特徴
を簡単にまとめておきたいと思う。
　冷戦構造の終結と経済グローバル化の
動きが始まった1990年代以降、カルドー
ゾ政権時代にブラジルはより積極的な外
交路線に転じた。民主主義や人権、軍縮、
核不拡散など地球規模の課題にコミット
すべく、国連を中心とした多国間協議へ
の参加が顕著になった。通商政策では、
1995年にスタートしたメルコスール（南

る。ボルソナーロがPT政権時代の左派
イデオロギー偏重の外交を批判したこと
に対して、例えばマリポーサ南ア大統領
がBRICS との関係について取り上げ、
もしブラジルがBRICSから離れること
があればそれは南アにとって大きく影響
すると述べるとともに、「ブラジルにとっ
てもダメージが大きいはずだ」とくぎを
刺した。またメルコスールについては二
国間交渉重視の姿勢を示す新大統領に対
して、パラグアイ外相が「たとえボルソ
ナーロが大統領になっても、メルコスー
ルは地域貿易協定としての結束を強めて
いく方針にかわりはなく、統合のプロセ
スが後退しないことを望む」と述べてい
る。
　「中国はブラジルを買っている」とし
て中国資本の過度なブラジル進出を批判
するボルソナーロに対して、中国政府は
強い警戒感をもっていた。新大統領の誕
生に祝意を表すと同時に、中国の英字新
聞チャイナデイリー（China…Daily）に
は「熱帯のトランプ（Tropical…Trump）
には中国との関係を分裂させる根拠はな
い」という見出しで社説を掲載した。有
権者の支持を得るためにボルソナーロが
トランプの言動をいくら真似たとして
も、トランプの貿易政策まで真似る理由
はなく、中国とブラジルのこれまでの経
済・貿易関係を鑑みれば、中国との関係
を悪化させるようなことはブラジルに
とって意味はないという、いわばブラジ
ルを牽制するものであった。

米南部共同市場）を軸にブラジルは南米
そして国際経済への参入を目指した。
　21世紀を迎え、ブラジルの積極外交
はルーラ政権のもとでさらに明示的に
なった。日本、ドイツ、インドとともに
国連安保理改革を目指し結成したG4、
WTO交渉で先進諸国の政府補助金撤廃
を求める南の農業国22か国グループの
結成など、多国間協議の場で積極的に発
言しプレゼンスを高めるブラジルはしば
しば「グローバル・プレーヤー」と呼ば
れ、2014 年のサッカーW杯や 16 年
の夏季オリンピック・パラリンピックの
招致成功もこうした流れの中で実現した
のである。
　南の国同士の結束いわば南南関係を重
視するスタンスは、アフリカや中東諸
国との関係拡大・強化、南米諸国連合
（UNASUL）やラテンアメリカ・カリブ
諸国共同体（CELAC）の発足、そして
BRICS やインド・ブラジル・南アフリ
カ（IBSA）対話フォーラムなど、ルー
ラ外交において二国間、地域間、そし
てグローバルな場面において展開した。
ルーラ政権の外交は続くルセフ政権にも
基本的に引き継がれた。ルーラ、ルセフ
両政権で外交顧問を務めたマルコ・アウ
レリオ・ガルシアのもとでPT政権の南
南外交は、賛否はあるもののブラジル外
交の代名詞となった。しかしながら国内
政治経済が混迷する中でルセフ政権は内
政を重視せざるを得なくなり、外交は低
迷し、次第には迷走するようになった。
ルーラ政権時代の積極外交を後押しした
国際経済環境（中国ブームや資源価格の
高騰など）が逆転したことも影響してお
り、ルセフ政権ではグローバル・プレー
ヤーという言葉は遠ざかる一方であっ
た。
　弾劾辞職したルセフ政権の後を受け
て、テメル政権は暫定期間を経て2016

おわりに
新政権に託された課題は何か

　ボルソナーロ新政権はすでにこうした
世界の声を一部受け入れ入れていると思
われる。過度な中国を批判する発言は減
り（大統領選後、新華社通信へのインタ
ビューで中国について「アジアにおける
偉大な協力パートナ―」と発言）、イス
ラエル大使館移設やパリ条約からの脱
退もすでに言わなくなっている。そう
した中で 2019 年 11 月開催予定の国
連気候変動枠組条約第25回締約国会議
（COP25）の開催誘致を断念するとい
うニュースが飛び込んできた。ブラジル
外務省によると、予算上の問題そして新
政権（閣僚の）環境やアマゾン開発に対
する立ち位置から判断したとのことであ
る。これまで気候変動や地球温暖化対策
の分野ではしばしばブラジルはリーダー
的存在であった。ボルソナーロ新政権に
託された外交面での課題が、グローバル・
プレーヤーといわれなくなって久しいブ
ラジルの立ち位置をもう一度確実にす
ることであるとすれば、今回のCOP25
開催誘致断念の決定がブラジルのイメー
ジダウンにつながることは避けられな
い。いまだ未知数の部分が多く、今後も
選挙公約で述べたことを修正することが
あるかもしれない。新政権の外交の舵取
りについて今後も注意深く見守っていく
必要がある。

子安昭子
（上智大学教授）

●特集● ブラジル新時代

※インターネットのニュースサイト『メルコプレス』の記事 (2018 年 10月 29日 ) によるとラテンアメリカ諸国はほとんどの国が大
統領当選に対して祝意を送っている。ベネズエラのマドゥロ大統領も外交儀礼に則り祝意を表すメッセージを送ったと報じられたが、ボ
リビアとウルグアイはこの段階では未送である。”…Latam…leaders…congratulates…Brazilian…people…and…Bolsonaro;…Uruguay…ex…
president…Mujica…compares…him…with…Hitler,”…Mercopress,…oct.29th…,2018.…en.mercopress.com…(2018年11月28日入手日)。

世界の主要紙に取り上げられた
ボルソナーロ新大統領
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三井住友海上ブラジル、
路傍の石
ブラジル事業の開始

　当社の進出は、1960年代からのブラジル高度成長期に当
地で新規投資・事業拡大を進めていた日系企業のお客さまに、
本邦と同質の損害保険サービスを提供することを目的として、
1965年創業のコンコルディア社（コチア産業組合傘下の保
険会社）へ1972年に出資したことから始まった。
　以後、おおよそ半世紀、沈まずも漂うブラジルの政治・経済・
社会に翻弄されつつも、開業のミッションを守り続けている。

ハイパーインフレ時代

　1970年代に発生した2度の石油ショック（当時のブラジ
ルは国内消費分の原油の大宗を輸入に頼っていた）と世界的
な高金利をきっかけに、ブラジルがハイパーインフレに陥っ
た1980年～ 1990年代前半は、日系企業のお客さま、そし
て当社のような損害保険業においても試練の時であった。
　損害保険は保険料を頂いて、将来の事故時に復元費用をお
支払いする仕組だが、ハイパーインフレ下では、お客さまの
リスクに見合った保険料の算出に加え、想定されるインフレ
の影響を加味するための修正計算が事細かに必要となる。こ
のような不確定性及びコストを、ハイパーインフレを実感で
きない本社からはなかなか理解してもらえなかったようだ。
この時期、多くの日系企業がブラジルを撤退したと言われる。

コチア産業組合のモラトリアム

　1993年 5月、コチア産業組合がモラトリアム（負債支払
いの全面停止）を発した。当社が資本参加していたコンコル
ディア社の主要な取引は、日系企業のお客さまの事業とブラ
ジル各地に広がるコチア産業組合関連の財物、物流に支えら
れていたため、影響は甚大であった。コチア産業組合の資産
も凍結されてしまった。かかる状況にあって、ブラジルで事
業を展開する日系企業のお客さまの負託に応えるため、三井
住友海上（当時、三井海上）による、コンコルディア社の完
全子会社化を検討し始めた。当時のブラジルは外資法により

外国資本の参入を厳しく制限し
ていたため、保険業の監督庁が
あるリオデジャネイロに日参し
て交渉を進め、1995 年、子会
社化を完了し、改めて日系企業
のお客さまの事業に寄り添うと
いうミッションを堅持する体制
を整えた。

新しき酒を新しき革袋に

　2001年、日本で三井海上と住友海上が統合して三井住友
海上が誕生したことから、ブラジル現地法人の社名も現在の
Mitsui…Sumitomo…Seguros…S/A（三井住友海上ブラジル）に
改めた。折しもブラジルは、2000年前後からの中国市場の
需要増を背景とした国際商品相場の上昇、資源輸出の拡大に
より、堅調に経済成長を遂げており、当時の社内には「新し
き酒を新しき革袋に」という雰囲気があふれた。日系企業の
お客さまの事業も拡大基調にあり、新規進出企業数も増加傾
向に入った。
　2008年にはブラジルの再保険市場が部分的に自由化され
（従来は国営再保険会社の独占）、以前は基本的にブラジル現
地法人に置いた限られた資本の範囲でしか引き受けることの
できなかったリスクを、本社を含む海外再保険者からのキャ
パシティー（保険の引受能力）も併用して引き受けられるよ
うに体制を強化した。

BRICS、リオオリンピック・パラリンピック

　四大新興国の一角として経済発展が期待されたブラジルで
あったが、経済が好調な時も産業政策・制度改革への取り組
みが遅れ、製造業で一流の競争力を育成できなかった。この
ため、資源価格が下落基調に転じた2014年後半から経済は
停滞し始め、再び日系企業のお客さまの業容も悪化した。
　このように暗雲立ち込めた中ではあったが、2016年のリ
オオリンピックでは当社女子柔道部の中村選手と近藤選手が
ともに銅メダルを、またパラリンピックでは当社に在籍する
道下選手が女子マラソンで銀メダルを獲得した。この際には
ブラジル各地から数多くの日系企業のお客さま、日系ブロー
カー、日系人そしてブラジル人の当社ファン方が応援にかけ
つけて下さった。

次代への挑戦

　保険業界は変革期を迎えており、時間差こそあれブラジルも例
外ではない。次世代モビリティ社会の到来、ビッグデータ周辺の
新しいリスクの発現等の環境変化を見据え、業務のオンライン
化やAIの活用等、ディジタリゼーションへの対応を急いでいる。
　現在の当社は、企業向けの保険から個人向けの保険まで、多
様な商品をブラジル全土で販売しており、総売り上げに占める
日系企業のお客さまとの取引の割合は１割弱である。しかしな
がら、「日系企業のお客さまへの高度の損害保険サービスの提
供」という開業のDNAは、常に当社の体軸に宿っている。

「私にお任せください」
　私たちはこの夏、水産資源の持続的利用と魚食啓発をテーマとす
るワークショップをサンタカタリーナ州フロリアノポリスで開催し
たいと考えた。この地で 9 月 10 日から国際捕鯨委員会（IWC）が
開催されることがきっかけであるが、ワークショップは鯨から離れ、
水産資源全般をテーマにすることを企図した。そして現地の漁業関
係者に参加してもらいたい、会場はどうしよう、受け皿となって手
助けしてくれる人はいないだろうか・・と模索していたとき、クリ

チバの木村元総領事がご紹介く
ださったのが日本カタリーナ協
会のホシャーナ会長だった。私
は心を込めてメールを送った。
しかし初メールを送ったのがす
でに８月半ば、ワークショップ
希望日まで１カ月もない。断ら
れても仕方ないと思いながら返
信を心待ちにした。そこに返っ
てきたのが「私にお任せくださ
い」という冒頭の一言だった。
　私たちは心底驚き、感激した。
ブラジルにはなんてすごい肝っ
玉母さんがいるんだろう！　そ
して自問もした。このような一
言を、自分たちは書けるだろう
かと。紹介者たる木村総領事に
も私たちはお目にかかってはお
らず、メールのやりとりだけで

ホシャーナ会長をご紹介下さったのだから、本当に夢のようなお話
しの連続。このお二人がいなければ、私たちのワークショップはまっ
たく違うものになっていたに違いない。
　木村総領事は、自分は新潟県佐渡島の漁師の息子だと知らせてく
れた。そして私たちの活動にシンパシーを感じ、とくに 85 才のいま
も先頭に立って「日本の漁業と魚食文化を大切にしよう」と活動を
続ける白石ユリ子理事長を応援しようと思ってくださったとのこと。
信じられないような有難い出会いである。日本の漁師はこの 50 年で
激減し、現在わずか 15 万人。そのご子息の一人が外交官になり、ブ
ラジルに駐在されていたのだから、私たちには神様がついていてく
ださったに違いない。

「ブラジル・アフリカ・日本の
        　肝っ玉母さん大集合！」
　ワークショップは 9 月 9 日、フロリアノポリス南部のモロ・ダス・
パロダス公民館で開催した。前日、ホシャーナ会長と地元漁協の数
か所に挨拶に行き、カキ養殖やスズキ漁の漁師さんと懇談させてい
ただいた。その効果なのか、ワークショップ会場に漁師さんが続々

と家族ぐるみで来場。地元の若い人も大勢いる。また私たちがアフ
リカから招いた二人の女性漁業者、ママさんとアミさんを応援する
ためコートジボワールの日本駐在アタッシェとブラジル駐在アタッ
シェも駆け付けてくれた。メインスピーカーはワシントン条約元事
務局長のラポワント氏。日本からは白石理事長のほか、東京家政大
学の内野美恵准教授、自然資源保全協会の宮本俊和事務局長。実に
国際色豊か、言語はポルトガル語、日本語、仏語、英語が飛び交う。
　歓談タイムには、日本から持参した煮干、佃煮、しらす干し、鰹
節を並べ、ブラジル産の清酒「東麒麟」と共に味わっていただいた。
願いは「日本人は古来、数千種類の水産資源を多様に食してきた。
味の基本である出汁も昆布、鰹節など海のもの」「魚には多様な食べ
方、保存方法がある。なにより健康長寿の源」を伝えること。来場
者は私たちの意図をしっかりと受け止めて盛大に味わい、多くの感
想を述べてくれた。
　テーマの「水産資源の持続的利用」は、実はとても難しい課題だ。
魚は爆発的に卵を産むため毎年「利子」の分だけ漁獲していれば資
源が減ることはない。しかし実際には商品価値の高い魚が大量に捕
獲され、海のルールができていない海域や漁業種も世界には数多く
存在している。一方、資源は十分あるのに動物愛護の圧力から捕獲
ができない鯨類やアザラシなど海獣類もある。
　獲ったあとの処理が持続的でない国も多い。発展途上国の漁村に
は電気もガスも来ていないため、魚は獲ったそばから大鍋で揚げた
り塩蔵や燻製にされているが、こぼれ落ち無駄になっている魚も数
多い。
　白石理事長が 2011 年から“すり鉢”を背負ってアフリカへ通う
のは、「すり身」にすれば練り製品やスープの具材として様々な料理
に加工できると現地女性たちに伝えたいからだ。付加価値は収入アッ
プにつながる、なにより家族の健康に役立つと熱く語り、西アフリ
カ 22 カ国の女性漁業者ネットワーク（RAFEP）メンバーにすり身
とその加工品づくりを教え続けている。2018 年は 9 月に IWC が開
催されたことから、とりわけ熱心なギニアとコートジボワ―ルの代
表をブラジルに招き、IWC とワークショップで「食料安保における
漁業の大切さ」「アフリカの漁業のいま」を話してもらった。
　こうして多国籍ワークショップは無事に終わったが、いまもすべ
てが夢だったような気がしてならない。肉食大国ブラジルで、水産
資源のサステイナブルユース・ワークショップを開催できたこと、
そして日・伯・アフリカ交流が実現したことは、関係者全員の宝物
としてしっかりと刻みこまれたことをご報告したい。

魚食啓発ワークショップにおける
日・伯・アフリカ交流の試み

佐藤安紀子
（NPO 海のくに・日本  理事・編集長）

ブラジル現地報告BRAS
IL

12

長野昌幸
（三井住友海上ブラジル㈱

取締役社長 兼 CEO）

ホシャーナ会長（左から２人目）と地元漁師さんと共に

↑ワークショップ

↑試食会
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ビジネス法務の肝

連載

ブラジルからの撤退
　ブラジルは、潜在的には有力な市場であることは間違
いないが、政治の不安定さに起因する経済状況のさらな
る悪化の可能性や、労働コストなどの事業障壁から、事
業の撤退を余儀なくされることもある。事業の撤退の方
法としては、大きく分けて、会社の清算及び会社の売却
がある。本稿では、それぞれの方法について、その手続
きや実務的なポイントについて解説する。

1. 会社の清算

（1）手続き
　会社の清算手続きの大まかな流れは、日本での会社の
清算手続きと同様である。すなわち、①会社解散及び清
算人選任の株主総会決議、②公告、③清算活動（資産の
売却及び負債の弁済）、④残余財産の分配、⑤会社清算の
株主総会決議、⑥清算の登記という流れになる。

（2）実務的なポイント
（ア）株主総会決議
　上記のとおり、会社の清算のためには、会社解散と会
社清算の 2回の株主総会決議が必要となる。もっとも、
実務的には、上記③の清算活動を完了させたあとに、会
社解散と会社清算の株主総会決議を1回で済ますことが
多い。解散決議をすると、会社は株主総会を6か月に１
回開催する義務を負うことになるため（通常は1年に１
回）、これを回避するため、解散決議をできるだけ後にす
るのである。

（イ）訴訟等の処理
　会社清算で最も問題になるのは、係属している訴訟や
行政手続き（主に税金に関する行政手続き）の処理方法
である。ブラジルは訴訟社会であるため、数十件から数
百件の訴訟等を抱えていることも珍しくない。会社を清
算するためには、これらを全て終了させることが必要に
なる。理論上は会社の意思で全ての訴訟等を終了させる
ことが可能であるが（民事訴訟や労働訴訟であれば、訴
訟の取下げ、相手方の請求を認めて支払う、和解などで
終了させることができ、税金に関する訴訟や行政手続き
も同様に取下げや支払いで終了させることができる）、相
手方との交渉や裁判所での手続きに時間がかかることも
多く、いつ終了できるか予測することは難しい。また、
例えば、ある労働訴訟について簡単に労働者の請求に応
じてしまうと、ほかの労働者から同種の裁判を起こされ
るリスクが高まる。そのため、清算に際しては、ある程
度余裕を持ったスケジュールを想定し、かつ、訴訟等を
終了させることについても、その方法について、１件ず
つその内容を踏まえて検証する必要がある。

（ウ）書類の保管
　会社清算後も、会社は雇用関係や税務に関する書類を
保管する必要がある。実務的には、法律事務所や会計事
務所に保管を依頼することが一般的である。書類の保管
期間は、それぞれの権利関係に関する時効期間満了まで
である。

2. 会社の売却

（1）手続き
　会社の売却方法はいくつか考えられるが、一般的には、
株式譲渡の方法が採られる。株式譲渡が最も簡便な方法
であるからである。会社の売却の流れは、日本の場合と
変わりはない。すなわち、買主による対象会社のデュー
ディリジェンス、株式譲渡契約の締結、契約の実行である。

（2）実務的なポイント
（ア）情報漏洩
　実務的にまず重要となるのは情報漏洩の防止である。
上述のとおり、会社の売却時にはデューディリジェンス
への対応が必要となるが、デューディリジェンスに対応
するためには、資料の準備や買主からの質問への回答な
ど現地社員の協力が不可欠となる。その際、現地社員か
ら情報が漏洩するリスクがある。情報漏洩を防止するた
めに実務的に行われている対応の一つは、会社売却の目
的には一切触れず、「本社からの監査を目的とした調査」
などと現地社員に説明することである。

（イ）株式譲渡契約の内容についての交渉
　株式譲渡契約の主要な条項は、日本で一般的に用いら
れている株式譲渡契約と同様である。売主としては、そ
れぞれの項目について買主と協議・交渉することになる
が、会社売却の場合、売主の交渉力がどうしても弱くな
る。売主としては、交渉決裂して会社を清算するよりかは、
妥協してでも売却する方がメリットがあるためである（会
社清算をするためには、上述のとおり、訴訟等をすべて
終了させる必要があり、また、従業員の解雇も必要にな
るなど、手間も時間もかかる）。そのため、売主としては、
妥協するとしても、どこまで妥協できるかをあらかじめ
決めておくことが重要である。
　株式譲渡契約の内容について、一般的に議論となる条
項は、売却代金の額、売却代金の支払方法、売主の責任
の範囲（表明保証と補償責任）、売主の競業避止義務など
である。これらの点に関して、「ブラジルで一般的な落と
しどころは？」という質問を受けることが多いが、いず
れの点も当事者間の交渉により決定される事項であるた
め、ケースバイケースと言うほかない。

ジャニーニ・ゴウラート
（KPMG サンパウロ事務所

タックス・パートナー）

寺出俊也
（サンパウロ事務所
シニアマネージャー）

　2017 年の本誌「税務の勘どころ」でも 3 回にわたり紹介されて
いるが、個人所得税の年次申告期日が 4 月最終営業日であり、ブラ
ジルに居住する海外駐在員の個人所得税について問い合わせを受け
ることも多いため、今回は改めてブラジルにおける個人所得税につ
いて説明する。

個人所得税の概要
　個人が税務上におけるブラジルの居住者とみなされると、当該個
人は全世界所得に対して下記の表（ＢＲＬはブラジル・レアル）に
基づき、0% から 27.5% の税率で納税義務が発生する。

2018 年の累進課税テーブル

　つまり、税務上の居住者は、ブラジル国内だけではなく海外で得
た収入（例えば、賃貸収入、賞与、配当、海外給与、年金所得等）
も含めた全世界所得に対して課税される。一方で税務上の非居住者
については、ブラジル国内で収入を得ている場合には、この収入の
み課税対象となる。
　税務上の居住者はその年に受け取った収入、医療費、教育費、年
金といった税務上損金算入可能なものから、賃料、弁護士費用と言っ
た損金不算入となる項目も含む支出、資産・権利及び負債などの情
報を年次所得税申告書において報告することが要求されるため、関
連する情報を事前に収集しておく必要がある。当該申告書の提出期
日は収入が発生した翌年の 4 月の最終営業日である。なお、ブラジ
ルに居住する個人が海外で得た収入は、収入を得た国で所得税が徴
収され、またブラジルにおいて所得税計算の対象となる。
　なお、ブラジルは日本を含む 34 カ国と租税条約（Double Tax 
Treaties）を締結しており、ブラジルに居住する個人が海外で支払
う所得税は外国税額控除として最終的にブラジルの税金と相殺する
ことが可能となる。
　場合によっては、二重課税を回避するための合意として、受け取っ
た収入を非課税として取り扱うことが可能である。例えば、ブラジ
ルと日本の租税条約に基づくと、ブラジルの税務居住者が日本で賃
貸料、配当、利息、不動産売却に関連するキャピタルゲイン及び年
金等の収入を海外で受け取る場合に非課税となる可能性がある。ま
た、年度の途中で帰任した駐在員は年次確定申告を翌年の 3 月 1 日
から 4 月の最終営業日までに行う必要があり、帰任後当該手続きを
忘れないようにしておく必要がある。

月次申告

　ブラジルの個人所得税は、年次の申告に加えて、月次の申告義務
(Carnê-Leão) も存在する。月次申告書の提出期日は収入を得た翌
月の最終営業日となる。月次申告においても海外で収入を得ている
場合には、それが月次申告書の対象となる。なお、月次申告に当たっ
ての累進課税テーブルは年次とは別に定められている。また、上述
の通り、日本はブラジルと租税条約を締結しているため、海外で支
払った所得税は外国税額控除の対象となり、月次申告でもブラジル
の税金と相殺することが可能となる。

その他の年次申告義務

　その他の年次申告義務としてブラジル中央銀行へ報告書を提出す
る必要がある。ブラジルに本籍のある法人又は居住している個人で
12 月 31 日に海外に 10 万米ドル以上の資産又は権利を保有してい
る場合には対象となる。ブラジル中央銀行の報告書にはブラジル以
外の国で保有するすべての資産が含まれ、毎年、提出する必要があり、
その提出期日は 2 月 15 日から 4 月 5 日までである。また、この報
告は調査及び情報収集目的のためであり、税務には原則として影響
しない。ただし、税務当局は開示された収入が純資産の増加の根拠
となっているかどうかの観点から情報を使用することがある。
資産が適切に報告されない場合には最大で 25 万レアルの罰金が科せ
られる可能性があることが法律で定められている。

現金ベースでの課税
　個人所得税は、収入を受け取った時点で税金を支払う現金ベース
のシステムとなっている。つまり、駐在員が 12 月 25 日に給料を受
取り、12 月 30 日に駐在期間が終了して帰国した場合、12 月 25 日
に受取った給料については、ブラジルで課税対象となる（一方で 12
月 24 日に出発した場合には、一定の手続きを行うことで 12 月 25
日に受取った給料はブラジルで課税対象とならない）。

社会保障料
　社会保障料に関し、ブラジルは日本を含む 22 の国と国際社会保障
協定を締結しており、この協定により、ブラジルに赴任した個人は
自国の社会保障機関に適用証明書（Certificate of Coverage）を
要求することにより海外で支払われた報酬及びブラジルで支払われ
た報酬に対する従業員と雇用主の社会保障料の支払いを一時中断す
ることが可能となる場合がある。

　複雑なブラジル税制を遵守し、税務及び社会保障のベネフィット
を最大限に得るためには、税務専門家への相談も必要となる場合も
あるであろう。

連 載 ★ 税 務 の 勘 ど こ ろ

柏…健吾
（TMI 総合法律事務所
日本法弁護士、
現在ブラジルで勤務）

ブラジルにおける
個人所得税

計算基礎 (BRL) 税率 (%) 年次控除金額 (BRL)

22,847.76まで - -

22,847.77…から…33,919.80 7.5% 1,713.58

33,919.81…から45,012.60 15.0% 4,257.57

45,012.61… から…55,976.16 22.5% 7,633.51

55,976.16 超 27.5% 10,432.32
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毎年 11 月の日曜日がブラジルでは二週連続、全国統
一中等教育試験（ENEM）の試験日になる。高校卒

業レベルの学力を測るための試験だが、この成績だけで合
否選抜する大学もあるため、統一入学試験のような性格を
もつようになっている。ラテンアメリカでは、大学卒と高
卒の賃金の差が大きいが、OECD のデータでは、一番差
が大きいのがブラジルで、大卒だと給与が 2・5 倍になる
という（日本は約１・５倍）。それだけに進学率は近年、急
速に高まって、ENEM の受験者も 550 万人を超え、今で
は世界で二番目に受験者の多い試験だそうだ。しかも国土
の広いブラジル全国の 1700 以上の町で同時実施するのだ
から、そのロジスティクス的な大変さを考えただけで苦し
くなってくる（日本の大学入試センター試験は 50 万人台、
全会場数が 700 程度なのでケタがちがう）。

2018年の試験は新政権関係者からの批判が声高に出
されたことから僕も興味をもった。実施方法や

問題を調べてみると、これが本当に面白くてユニークだ。
両日とも時限は一つだけで、ぶっ続けで五時間半（第二日
は五時間）の試験をするので、昼食休憩をとる必要がない
ように午後一時半に開始だという。初日の科目は「言語
および記号体系とその関連テクノロジー」と「人間科学と
その関連テクノロジー」および「小論文」で、第二日が数
学と自然科学だ。「小論文」も実に興味深い設問なのだが、
ここでは述べる余裕がない。

小論文以外はすべての問題が五択からの選択式なので
日本のセンター試験に似ているとも言えるが、内容

はかなり違うのがすぐにわかった。最初の科目は主に「国
語」と「外国語」に該当すると言ってしまいたいところな
のだが、科目名にあらわれている通り、言語以外の表現の
読解の問題がいくつもある。たとえば、ロック・コンサー
トの舞台上の写真を見せて、ヨーロッパのオペラとどのよ
うな点で共通性があるかと訊いたり、モダン・アートの彫
刻作品と先住民文化の陶器の差異をどのように表現できる
かと問うたりする問題がある。言語表現に関しても、内容
の読解だけを問うのではなく、引用されている文章や漫画
や広告などにおいて利用されている伝達のストラテジーや
論理の構造、言語のレベル（とくにポルトガル語では口語
と、マスコミの言語、アカデミックな言語、文学言語など
の間の差異が大きい）の分析が必要になる問題が多い。そ
ういうトレーニングを受けていない身としては、正直、けっ

こうむずかしかった。問題に文句を呈した年長の政治家や
評論家たちには、たぶんむずかしすぎたのだと思う。

題材も刺激的だ。女性に対する暴力行為の告発を受け
つける機関の連絡先の広告や、同性愛者の存在を隠

蔽しようとする力学が働く家族の関係を描いた小説、代表
的なアフロ・ブラジル人作家クチーの詩、視覚障碍者の映
画鑑賞を助けるアプリの導入などが扱われている。話題と
してきわめて先進的で、多様なものを包摂する社会への自
覚が読みとれるものが多いことはたしかだ。ただし、そこ
でも質問の要点は、そのイデオロギーそのものではなく、
その伝達手法の分析や、大人っぽい抽象的な用語の使い方
のほうにあるのが特徴だ。

とくに話題になって、僕も興味を引かれたのが問 31
だ。これは全文を引用してみたいぐらい面白い問題

なのだが、要点だけを書いてみる。ゲイの人たちの間で使
われているスラングの体系に「パジュバー」というのがあ
るといって、その例文が掲げられている（意味は全然わか
らない）。続いて、パジュバーを職場の同僚とよく使って
いるという弁護士の証言があり（この人はゲイだという含
意があるのか？）、しかし最近はスラング辞書などにも収
録されていて、わかる人も増えてるので気をつけないとい
けないと思ってる、などと語る。そこからが質問で、この
人はパジュバーが確立したひとつの方言のような地位を得
たと言っているわけだが、その根拠を彼は次のどの点に求
めていたか、と論理の進め方を問うのだ。これに対して批
判者は、ゲイでなければ解けない問題を出した、こんな軽
薄な話題を出すべきじゃない、などと的外れなことを言っ
た。

僕が個人的にとくに興味をもったのはパジュバーの語
彙のかなりの部分が西アフリカのヨルバ語に由来し

ているという部分だったのだが、調べてみると、アフロ・
ブラジル宗教カンドンブレのテレイロ（寺院）は昔から、
主流社会から排除された人たち（逃亡者やシングル・マ
ザー、障碍者など）を受け止める場所として機能していた
部分があり、そのコミュニティの中では常にホモセクシュ
アリティが包摂されてきたので、パジュバーの成立とも深
い関係があるのだという。

問題は公開されているので、ぜひ一度挑戦をお勧めし
たい。長い文章の読解がないという問題点はあると

思うが、ブラジルの大学生、恐るべし、とよくわかる。
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　郷里の群馬県高崎市の国際交流協会から、移民110周
年を迎えたブラジル日系人について講演を頼まれ、12月
２日、小中学生ら約30人を前に「ブラジルと日系人」と
題して話をした。
　準備のため、2004年から約３年間、中南米特派員とし
てリオデジャネイロに駐在した時代のスクラップブックを
久しぶりに開き、当時取材した日系人に関する記事を読み
返した。
　初めての日系人関連記事は、2004年９月に94歳で亡
くなったサンパウロ新聞編集主幹の内山勝男さんの追悼記
事だった。
　内山さんは1930年、徴兵を逃れるため単身、移民船
乗り込んだ。サンパウロ州のコーヒー農園で働いたが、マ
ラリアに倒れ、邦字紙の記者になったものの、太平洋戦争
開戦で発禁処分に。終戦を迎えると、日本の勝利を信じる
「勝ち組」と敗戦を認める「負け組」との抗争が起き、「正
確な判断には日本語ニュースが必要」と46年にサンパウ
ロ新聞を創刊した。文字通り生き字引だった内山さんが半
世紀以上手がけた社説は「日系社会の羅針盤」とされてい
た。

　2005年９月には、出稼ぎ先の日本から一時帰国した男
性一家が強盗に狙われ、５人が殺害され、現金を奪われた
上、家に火を放たれるという凄惨な強盗殺人事件がサンパ
ウロで起きた。出稼ぎ帰りの日系人は当時、犯罪者の格好
の標的で、出稼ぎを秘密にしたり、帰国に合わせて転居し
たりする日系人も少なくなかった。
　2007年２月には、静岡県で起きた女子高生ひき逃げ事
件で業務上過失致死などの罪に問われた日系人男性の初公
判がサンパウロで開かれた。当時、罪を犯した日系ブラジ
ル人の逃亡が増え、この裁判は、日本政府の要請でブラジ
ル側が同国の法律で裁判を行う初の「代理処罰」だった。
　講演会では、ブラジルの魅力、日系人の貢献や高い社会
的評価などを伝える一方で、国策や経済に翻弄され、日本
では子供の不登校や犯罪、日本人との心の壁などの諸問題
を抱える日系人の現実も紹介した。
　群馬県大泉町には多くのブラジル人が暮らしている。若
い世代がブラジルや日系人を正しく理解し、真の友好を深
めてくれることを期待したい。

講演会「ブラジルと日系人」を終えて
ジャーナリストの旅路

中島慎一郎
（読売新聞新潟支局長、元リオデジャネイロ支局特派員）

キスの洗礼 西林喜久子
（元サンパウロ総領事夫人）

　ブラジルなどラテン系の国では、ちょっとした友人や知り
合いとの挨拶でキスをするのが一般的である。私たちはそれ
まで主に米国と東南アジアの在勤であったので、この習慣に
慣れるまで夫婦共々少々腰が引けた。米国では普通は握手、
親しい友人に久し振りに会えばハグするくらいである。とこ
ろが、ブラジルでは知り合って間もない相手とでも男女関わ
らずハグしてキスが「こんにちは」代わりなのである。
　とにかく、誰とでも一人ずつ行うので、女性ばかりの会合
などでは時間がかかってしようがない。まずメンバーが予定
時間通りに集まることは無く (これもラテン的 )、五月雨式に
やって来て、着いたばかりの者は既に到着しているメンバー
一人一人にキスして廻る。30分ほど遅れてやっと会合を始
めると、また誰かが遅れてやってきてキスの儀式が始まりそ
のたびに会合は中断される。会合が終了し皆が一斉に辞去す
る際は更に大変である。各々が全員一人一人にお別れのキス
をするまで帰れない。20人いれば、一人19回 x20人割る
2と計算上は190回のキスが行われる。勿論、多分に形式的

なものなので手早いし、忘れて飛ばすこともあるのだが、日
本や米国のように、一言「皆さんさようなら！」と言ってさっ
と立ち去れないのである。
　サンパウロに三年半ほど在勤した後は、キューバ、ギリシャ
とラテン系の三カ国に計10年以上住み、今もイタリアにご
縁のある生活をしている。ブラジルでキスの洗礼を受けてか
らは、慣れとは恐ろしいもので物おじせずにラテン式挨拶が
出来るようになった。
　今となっては、親愛感溢れるこの習慣は懐かしくもある
が、どうも現在では一部で逆風にもさらされているようであ
る。一つは、セクハラの危険性であるが、ラテン系の人びと
はまず意に介さないように思われる。もう一つは、感染症の
危険性。勿論あちらでも風邪引きの人はキスを遠慮するのが
マナーではあるが、衛生観念が非常に高まった現代社会では
日本のお辞儀が非接触の清潔な挨拶だと感じる人々が外国で
もいるようで、将来お辞儀をする外国人が増えることを夢想
するとちょっと可笑しくなる。

旦…敬介
（作家・翻訳家、明治大学教授）

パジュバー論争
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マウリシオ・デ・ソウザ・プロダクションズ
　今やラテンアメリカで最大のマンガ制作会社となったマウリシ
オ・デ・ソウザ・プロダクションズ（略称 MSP）。既に 59 年の
歴史を有し、150 名余りのアーティストを抱え、コミック出版、
アニメ制作、テーマパーク運営といった総合エンターテイメント
企業に成長したことから、英国のBBCが「ブラジルのディズニー」
と名付けたのも首肯できるところだ。
　そんな MSP は、今年（2018 年）に入って日本法人を立ち上
げ、ビジネス面ばかりか社会貢献の面でも新地平を切り拓きつつ
ある。今回はこの辺の背景を追いかけておこう。

国民的マンガ作家、マウリシオ
　モニカ、セボリーニャ、カスカゥン、と聞いて「誰それ？」な
んて反応するヤツがいるとしたら、ブラジル人としては“もぐり”
だ、と決めつけられてしまうだろう。そういえるほど、マウリシ
オが自分の娘モニカをモデルに創案したキャラクターは、老若男
女を問わず国民に知られている。モニカと仲間たちが活躍するマ
ンガ小冊子の累計販売部数は 11 億部以上とのことだから、彼は
まさに国民的マンガ作家である。
　そんな彼の自伝が昨年（2017 年）刊行されるやたちまちベス
トセラー入りしたのは、その内容が、事実は小説よりも奇なり、
を地で行くような面白エピソードのテンコ盛りで、一般読者を惹
きつけたからだ。筆者も入手して読み出したら、簡明な文体で書
かれていることもあって一気に読んでしまった次第だ。例えば、
彼のルーツについて。母方の祖父は北東伯のパライーバで大農園
主だったが、地元政治に首を突っ込みすぎて政敵に雇われたジャ
グンソ（殺し屋）に付きまとわれ、命からがらサンパウロに逃亡
してきた由だ。そんな過去を有する一族の一員として生を受けた
マウリシオは、日系人も多く住むモジ・ダス・クルーゼスで育ち、
10 代後半になるとレコード会社の経理補助兼タイプ係として働

いていたが、もともと好きだったマンガで名
を挙げようと一念発起して州

都 サ ン パ ウ
ロに向かい、
コネも全くな
いまま新聞社

（フォリャ・ダ・
マ ニ ャ ン 紙 ）
を 訪 ね る。 そ
の時 19 歳。マ
ンガ要員として
は不採用だった
が、社会部記者
補佐として採用
さ れ た た め、 事

件記者として記事を書くことになる。この５年間の現場社会経験
（1954 ～ 59）が、その後マンガ家として活躍するにあたっての肥
やしとなったのだ。
　1959年にマンガ家としてスタートした彼の最初の連載コミック
が『Bidu』で、このなかのキャラクターとしてモニカが登場するのは
1963年であった。独立したマンガ小冊子『モニカと仲間たち』の
第一号が刊行されたのが 1970 年、その後の躍進は衆知の如し、だ。

マウリシオと手塚治虫の親交
　1984 年手塚治虫が国際交流基金の招待でブラジルを訪問した
時、マウリシオと知り合い、その時から親交を深めることとなる。
マウリシオが日本を訪問した時は、手塚自身が空港まで出迎えて
おり、手塚治虫創作活動 50 周年記念パーティーにも招待したり、
手塚の故郷宝塚へも連れて行ったり、という仲になったのだ。だが、
手塚を襲った病魔が二人の交友関係を分断することになる。
　1989 年にマウリシオが来日した時、手塚の病状（末期ガン）は
予断を許さない段階に入っていたが、病身を押してマウリシオの
宿泊ホテルを訪ね 2 時間以上も二人で“夢のコラボ”について話
し合ったのだった。手塚が亡くなったのはその後まもなくだ。
　その時の約束を一部果たしたのが、2012年に発表した『MONICA 
Jovem』で、ここではモニカと鉄腕アトムが協力してアマゾンの
環境破壊・森林伐採と闘うというストーリーが展開されるのだ。

手塚プロとのコラボがついに具体化
　手塚治虫生誕90周年を記念して、10月にマンガ雑誌「TEZUCOMI」
Vol.1 が刊行された。当初「TEZUKA MIX」として発行する企画
だったが、半年遅れで誌名も変えてようやく具体化したものだ。
この新プロジェクトの目玉が、「プリンセスナイト」だ。これは、

「ローマの休日」と「リボンの騎士」を重ね合わせたストーリーを
手塚プロが手掛け、その絵をマウリシオが描く、という“夢の共演”
である。

日本におけるマウリシオの社会貢献活動
　朝日新聞でも報道されたが、マウリシオが描いた「日本の学校
紹介」マンガ冊子が補助教材として広く使われている。例えば、
滋賀県湖南市立水戸小学校内に設置された「さくら教室」は、地
元の公立小中学校に在籍するが来日したばかりで日本の事情に慣
れていない外国籍の生徒たちを対象とする「準備コース」として
市が設立したものだが、この補習教室で活躍しているのがマウリ
シオ冊子である。このマンガ冊子はポ語版のほか英語版やスペイ
ン語版も含め１万部以上印刷され、数百もの教育関係機関に配布
されている。駐日ブラジル大使館も後援する、この社会貢献活動
はもっと注目されるべきだろう。まさにブラジル文化のソフトパ
ワーでもあるからだ。

連載 文 化 評 論

マウリシオ・デ・ソウザと手塚治虫
手塚プロとのコラボ新展開そして在日ブラジル人子弟への視線
岸和田仁（『ブラジル特報』編集人）

18

最近のブラジル政治経済事情（外務省中南米局提供情報並びに現地メディア報道他より）

2018年第三四半期のGDP伸び率

　IBGE( ブラジル地理統計院 ) の発表によれば、2018
年第三四半期のGDP伸び率は、サービス部門並びに農畜
産部門が牽引したおかげで、前期比プラス0.8%、前年同
期比ではプラス1.3%となった。但し、ピーク時（2014
年第一四半期）と比較すると、まだマイナス5%となっ
ている。
　ちなみに、今年 2018 年のGDP伸び率は 1.3%、来
年2019年は3.0%増と予想されているが、外的要因（米
中貿易摩擦ほか）や内的要因（年金改革ほか）によって
左右されることになる。

昨年2017年、197万人が貧困層へ下落

　12月 6日付けエスタド紙の報道によれば、世界銀行が
貧困層と認定している一人一日当たり所得5.5 ドル以下
の貧困層が前年比で197万人も増加した。長期にわたる
経済低迷と高い失業率の結果といえる。
　地域別、人種別にみると、貧困層 5,480 万人の
44.8%に相当する 2,560 万人がノルデスチ（北東伯）
に集中しており、南部に居住する貧困層 380 万人は、
人口の 12.8%でしかない。また、黒人・褐色の男性の
34.1%は貧困層に属しており、これは全人種の平均値よ
りも7.6%も多い。

中銀の政策金利据え置き（6.50%）

　10月31日、ブラジル中央銀行の金融政策委員会（Copom）
は、政策金利（Selic）を年率 6.50%に据え置くことを
全会一致で決定した。この政策金利の据え置きは５会合
連続（５会合前までは過去12回連続で引下げ）となった。
なお、今回の政策金利の据え置きは、市場関係者の予測
と一致していた。

アラウージョ次期外務大臣の指名

　11月 15日付コヘイオ・ブラジリエンセ紙は，14日
に次期外相に指名されたアラウージョ北米局長に関する
記事を掲載している。概要以下のとおり。
１．ボルソナーロ次期大統領は，11月14日，アラウージョ
外務省米国・カナダ・米州担当局長を外務大臣に指名した。
同局長は「ボ」次期大統領と親しく，新政権への入閣が
有力視されていたが，結局，外務大臣には職業外交官が
選ばれたことになる。
２．アラウージョ局長は，「ボ」次期大統領の求める外交
政策に親近性を有している。「ボ」は選挙時から「イデオ

ロギー的なバイアスの無い外交政策」を掲げていた。ア
ラウージョ局長の外相指名に際しても，「（アラウージョ
の）任務はイデオロギー的バイアスを排除し，外務省の
モチベーションを高め，世界全体との取引機会の拡大を
図ることにある」と強調した。アラウージョ局長自身は，
今後の外交政策について，「国益の効果的な追求に適い，
全ての，特にブラジル人に恩恵をもたらすものとしたい」
と述べている。
３．アラウージョ次期外相は，自身のブログでグローバ
リズムを批判。また，そのナショナリズム的な著作の中
では，「世界の共通利益よりも国益を優先すべき」と主張
している他，「これまで，マイノリティーと社会正義の名
の下に，人為的なイデオロギーによって恒久的なヒステ
リー状態が作られてきた」として，イデオロギー外交を
否定している。
４．アラウージョ次期外相はマルクス主義を批判する。
社会主義思想について，「人生のあらゆる矛盾を排除し，
共産主義的社会を構築し，歴史の終焉をもたらすことを
目的としている」と批判。一方，トランプ米大統領を賞
賛し，「トランプ大統領は，資本主義や自由民主主義では
なく，各国の象徴的な過去・歴史・文化に根差した西側
ビジョンを提示している」と描写している。次期政権に
よる通商政策は，資本主義国家との関係を拡大し，社会
主義や独裁国家に対して障壁を設けるものとなる見通し。
５．ただし，アラウージョ次期外相に寄せる「ボ」次期
大統領の信頼は，必ずしも伯外務省内で広く支持されて
いるわけではない。外務省には軍隊のような階級意識が
あり，同局長の起用で省内に不協和音が生じている。次
期外相は在外公館長の経験も無く，外務省高官であった
ことも無い。ただし，ある大使は，アラウージョ局長は
「調整能力が高く，人や手続きに詳しく，組織間のシナジー
効果を生み，即応能力を持つ」と評価している。職業外
交官の立場を活かして，「即座に効率化を図ること」がで
きる面もあるようだ。
６．アラウージョ次期外相は，ポルトアレグレ出身の51
歳で，外交官としてのキャリアは29年。文学部を卒業し，
夫人との間に12歳の娘が一人。独，加，米の在外公館
で勤務歴あり。2010年 7月～2015年 3月までは在米
大使館の次席公使を務めた。米国から帰国後，2016年
5月までヴィエイラ外相（当時）付の副官房長を務めた。
外務省内では，地域統合，メルコスール，ＥＵ，域外交
渉を担当。自身のブログのプロフィールには，「伯と世界
がグローバリストのイデオロギーから解放されるための
手助けがしたい。グローバリズムとは，文化的マルクス
主義に乗っ取られた経済のグローバル化を意味し，基本
的に，非人間的でアンチ・キリスト教的なシステムである」
と記載している。右）マウリシオ・デ・ソウザ自伝表紙

左）日本の学校紹介マンガ冊子
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【メキシコ

】�

■メキシコ：ラウンド・ツー第�次第�次入札を実施�

[7月 13日, メキシコ発] 

  12 日、メキシコ市に
おいて「ラウン

ド・ツー」の第
2 次及び

第 3 次入札が実施さ
れた。「ラウン

ド」とは、国内
における炭

化水素資源
開発に参入

する企業を選
出するための

一般入

札を指す。こ
れはペーニ

ャ・ニエト現政
権が発足当

初から取

り組んでき
たエネルギ

ー改革の一
環で、長年

にわたり

Pemex（メキシコ石油公
社）が独占し

てきたエネル
ギー開発

に民間の資本
力や技術力

を導入しよう
と行われてい

るものだ。

「ラウンド・ツ
ー」はその第

二期に相当す
る。 

  12 日の「ラウンド・ツ
ー」第 2 次及び第 3 次入札にかけら

れたのは、い
ずれも陸上油

田の計 24 ブロックである。
このう

ち第 2 次入札で提
供されたの

は、南部 Tabasco 州

“Cuencas del Sureste（南東盆地）”の
１ヶ所と北東

部の

Nuevo León と Tamaulipasの両州にまたがる
“Brugos”地

域に位置する
9 ヶ所の計 10 ブロックであった

。企業単体あ

るいはコンソ
ーシアム形態

により 6社が入札に参加
し、7ブロ

ックが落札さ
れた。このう

ち、主にウェ
ット・ガスの産

出が見込

まれる Brugos地域の 5ブロックと、超軽
質油の埋蔵が

想定

されている Tabasco 州の 1 ブロックの、合わ
せて 6 ブロック

が、共にエネ
ルギー関連企

業であるカナ
ダ Sun God とメキ

シコ Jaguarによって構成され
るコンソーシ

アムによって
獲得

された。3 ブロックについて
は開発権取得

を希望する参
加企

業がなかった
。 

  第 2次入札から数時
間後に続けて

第3次入札が実施さ
れ

た。こちらは
、第 2次でも登場した

Brugosや Cuencas del 

Suresteの他、東部のTampico-MisantlaとVeracruz各鉱

区における 14ブロック全てで契
約企業が決定

した。ここで開

発される資源
も第 2次と同様に主にウ

ェット・ガスや
軽質油で

ある。また、Jaguar社は第 3次でも単独で 5つのブロックに

おける権利を
獲得するなど

注目を浴びた
。 

  入札終了後に記
者会見を行な

った CNH（国家炭化水素

委員会）の Juan Carlos Zepeda 委員長は、今回
の入札で

新たに開発さ
れることにな

ったブロック
からは日量

3億 7800

万立方フィー
トの天然ガス

生産が見込
まれると語っ

た。これ

が実現すれ
ばメキシコの

天然ガス生産
量は現在より

も 7.5%

増加すること
になるため強

い期待がか
かる。また、

エネルギ

ー省の Aldo Flores 炭化水素担当副
大臣は今回の

結果に

ついて、「世
界的に天然

ガス価格が低
迷している状

況下で、

ガス生産をメ
キシコで行う

ことに強い関
心を有する企

業が多

数存在する
ことが示され

た」として満
足の意を表

明した。

2015 年 7 月に初めて実施
されて以降、

ラウンドを通
じ世界

17 ヶ国合わせて 56 企業が 49 ヶ所における開発
権に関す

る契約を結ん
だ。49 件中 25 ヶ所は陸上油田

、15 ヶ所は浅

海域、9ヶ所は大水深の
ブロックであ

る。 

�����������
�����������

�����������
�����������

�������

■メキシコ：メキシコ湾で有望な油田を発見�

[7月 12日, メキシコ発] 

  メキシコ湾浅海域
において資源

探査を行なっ
ていたメキシ

コ Sierra Oil & Gas 社が大油田を発
見したことが

12日に

分かった。Sierra Oil & Gasは 2015年 7月に実施された

「ラウンド・
ワン」第一次

入札に米
Talos Energy や英

Premier Oil とコンソーシアム
を組んで参加

し、Tabasco 州

南東部の Dos Bocas 港から 60.5km の沖合にある
メキシコ

湾浅海域の鉱
区における探

査・採掘権を
獲得していた

。 

  Sierra Oil & Gas 社長の Iván Sandrea は、ラジオ局

Radio Formula の取材に対し、
今回の発見が

“Zama-1”と

名付けられた
水深 166m に位置する油

井においてな
された

こと、また、日
量 10 万バレル以上の

石油生産を望
める高い

ポテンシャル
を持つ油田で

あることが事
前調査から判

明して

いることを伝
えた。Sandrea によると、「今回

発見された油
田

は中新世の
地層で見つ

かったもので
は過去に例

のないスケ

ールであり、
2012 年以降に世界で

新たに発見さ
れた油田の

中では 5 番目に大きな規
模を有する」

ということであ
る。最初

の採掘が可能
になるまでに

は今後 3–4年を要するとい
う。 
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■メキシコ：上半期の自動車生産と輸出が新記録�

[7月 10日, メキシコ発] 

  10 日に AMIA（メキシコ自動車
工業会）が発

表したところ

では、今年上
半期のメキシ

コにおける自
動車の生産

及び輸

出はそれぞれ
前年同期比で

12.6%と 14%増加した。これら

はいずれも上
半期を基準と

した数値では
過去最高であ

る。ま

た、6月の小型自動車
生産台数は

33万 4606台に上り、去

年の 6 月より率にして
4.9%伸びた。上半期

の生産台数
は

188 万台であった。一
方、上半期の

輸出台数は
151 万台を

記録した。こ
のうち全体の

76.8%が米国へ、8.4%がカナダへ、

7%がラテンアメリカ
へ、4.7%がヨーロッパへ輸

出された。 

  他方、国内での販
売台数も、前

年同期より2.9%アップし上

半期の記録と
しては過去最

高の 74 万 3051 台となった。全

体の 42%がメキシコ国内製
造である。し

かし 6月の単月の実

績は前年同月
より5.3%下がり、販売台数

は 12万7410台に 

クロニカ／ス
ペイン語圏諸

国を中心とし
た各国治安情

報 
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【米国】� �
2017-07-17  22:58 

  ドナルド・トランプ
大統領は 17 日、ベネズエラの

マ

ドゥーロ政権
に対して、も

し制憲議会
発足を計画

通り

進めるならば
「強烈で迅速

」な経済制裁
を行うと恫喝

した。ベネズ
エラではマド

ゥーロ大統領
が招集した制

憲議会議員
選挙が今月

30 日に実施される
予定だ。

しかし、米国
は「ベネズエ

ラが崩壊して
いくことを座

視

できない」と
コミュニケを

通じ主張して
いる。ベネズ

エ

ラでは 16日に野党勢力が
独自に「レフ

ァレンダム」を

実施し、750 万人以上が投票
に参加したと

される。野

党主宰であ
るだけに結果

は当然なが
ら制憲議会

招

集に反対す
るものである

が、トランプは
これを受けて

、

「（ベネズエ
ラの）民衆は

改めて民主
主義と自由

、法

治国家への
支持を明らか

にした」と評し
ている。 

  6月の段階で Rex Tillerson国務長官は、ベ
ネズ

エラで人権侵
害を行ってい

る者たちに関
する「極めて

確かなリスト
」を作成した

と述べている
。マスコミ報

道

によると、この
リストには PDVSA（ベネズエラ石油

公

社）の関係者
までが含まれ

ているという
。このような動

きに対してマ
ドゥーロ大統

領は先週、論
駁を行った。

「帝国主義が
、我が国が制

憲議会を立
ち上げたらブ

ロックすると
脅迫してきて

いる。だが、
ベネズエラを

ブ

ロックするこ
となど誰にも

できはしない
」と、マドゥー

ロ

は語る。また
ベネズエラは

「自由な主権
国家」であり

、

「世界のいか
なる帝国から

も恐喝も恫喝
も受けない」

と宣言してい
る。 
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【ブラジル
】� � 2017-07-17  22:38 

  石油公社 Petrobrasを舞台とするブラ
ジル史上最

大の汚職事
件のなかで、

贈賄側企業
の一社となっ

た

UTC グループが 17 日に破産法適用
を申請した。

こ

れは、裁判所
の助力を得

て交渉を行
い、政府との

間

で結んだ「寛
恕合意」の

履行を保証
するために

行

なったもので
ある。UTC グループは

大手ゼネコ
ン

UTC Engenharia を中心とする 14 社から成る。グ

ループのコミ
ュニケによる

と、破産法適
用によって

34

億レアル（約
10億6800万ドル）に上る債

務の再交渉

を行う。ブラ
ジルでは 2014年から Petrobras汚職に

対する「ラヴ
ァ・ジャット（

高速洗車）作
戦」と呼ばれ

る

捜査が続け
られてきたが

、それによっ
て深刻な財

務

危機に陥った
とUTCは説明する。 

  UTCはPetrobras疑獄に連座した
ゼネコン 15社

からなる一大
カルテルの

1 社であり、このカ
ルテルに

は南米最大
ゼネコンの

Odebrecht も含まれている。

検察庁による
と、カルテル

は Petrobras から不正な

形で受注を
繰り返してい

た。受注企業
は Petrobras

に水増し請
求し、市価と

の差額分を
賄賂の資金

とし

て公社幹部
や 50 名ほどの政治家

たちで山分け
する

というのが、
Petrobras 汚職の基本構造

である。カル

テルによる政
治家買収は

、企業に都合
の良い法律

を

制定してもら
うことが目的

である。 

  UTC の場合は 7 月 10 日に政府との間
で寛恕合

意を結んだ
。違法なやり

方でビジネス
をしていたこ

と

を認め、罰金
として 5億 7400万レアル（約 1億 8000

万ドル）を国
庫に支払うこ

とを約束した
。UTC グルー

プによると、
破産法適用

によってこの
支払は履行

され

るという。裁
判所によって

申請が認め
られたならば

、

UTC グループは
60 日以内に再建計

画を提出し、

180日以内に債権者
集会の承認

を得る必要が
ある。 

  Petrobras 汚職が露呈した
ことにより、UTC は最

大顧客である
Petrobrasが行う事業の入札

参加資格

を失い、経営
危機に陥って

いる。 
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【ベネズエ
ラ】� � 2017-07-17  20:07 

  ほとんどの野党
が参加して

いるプラット
フォーム

MUD（民主統一会議
）が17日、今週中に「国

民統一

政府」を編成
すると宣言し

た。 

  MUDなどの反政府派
は 16 日に、マドゥーロ

大統

領が招集す
る制憲議会

反対の「レフ
ァレンダム」

を実

施し、自分た
ちが勝利した

と位置付けた
。レファレン

ダムの質問
項目には国

民統一政府
樹立の賛否

を問

う項目もあり
、90%以上の賛成を得

ている。野党
が支

配する国会の
第2副議長Freddy GuevaraがMUD

のスポークス
マンとして語

ったところに
よると、19 日に

国民統一政
府編成のた

めの第 1 回会議を開くこと
に

なっている。
これはかつて

ない挑戦で
あるが、民衆

と、

様々な社会
セクター、政

治指導者た
ちにより、詳

細を

詰めるとGuevaraは述べる。同氏
によると、「レ

ファレ

ンダム」には
約 760 万人が参加した

。また、これら
が

一致して、制
憲議会を拒

否し、国民統
一政府の樹

立

を支持したと
、Guevara は主張している

。更に、政府

は「レファレ
ンダム」結果

を受けて制憲
議会選挙を

中

止すべきであ
り、そうしない

ならば、野党
は「自由が勝

利する日まで
国家的政治

紛争を深化
させる用意が

あ

る」と語ってい
る。 

  また MUD は 17 日、来る 20 日に市民的ゼネ
スト

を敢行し、チ
ャベス派が支

配する最高
裁判所判事

た

ちに替わる別
の判事たちを

任命すると宣
言した。 
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■アルゼンチン：�月予備選に向けてエンジン全開�

[7月16日, Buenos Aires発] 161740 

  アルゼンチン政界
は今、8月 13日の全党参加予

備選に向

けてエンジン
を全開にしつ

つある。10月の国会議員選
挙に向

けた各党の勢
力が判明する

投票であるこ
とから、本番

同様の

取り組みがな
されている。

ここで最も取
り上げられる

話題は、

経済、汚職と
の戦い、市民

社会のセキュ
リティである。

キャンペ

ーン期間は
14 日に始まった。政

治アナリストた
ちによると、与

党同盟の“カ
ンビエモス”と

野党キルチネ
ル派が 2 大勢力で、

これらが互い
に攻撃的な論

争を行ってい
る。キルチネ

ル派は

マクリ現大統
領が 2015 年末に就任する

までのアルゼ
ンチン

を 10年以上支配してい
た勢力だ。率

いるのはクリ
スティーナ・

フェルナンデ
ス前大統領（

2007-15）で、自身は最大
選挙区ブ

エノスアイレ
ス州から上院

議員を目指し
ている。今回

フェルナ

ンデスは、“正
義党（ペロン

党）”の最大勢
力であるキル

チネル

派を中心とす
るFUC（統一市民戦線）

の上院議員候
補者リスト

のトップに自
らの名前を記

載している。
 

  8月13日の投票はPASO（義務的一斉公開
予備選挙）と

呼

ばれ、国会議
員選挙の本番

は 10月22日となる。世論調
査会

社 Isonomía Consultoresの Juan Germanoによると、カン

ビエモスとFUCは「ペア」の関係
で、特に決戦

場であるブエ
ノ

スアイレス州
ではそうであ

る。「その少し
後ろ」に、ペ

ロン党の

Sergio Massa を中心とする中道
左派の“1País（ひとつの国）”

があり、それ
からかなり離

れて Florencio Randazzo を筆頭と

するペロン党
本隊がいる。

各党・各候補
者たちのキャ

ンペーン

は、PASO迄とそれ以後 10月投票日までとで
は大きく異な

る

だろう。いず
れにせよ与野

党候補たちの
言説の焦点

は、過

去・現在・未
来と分かれて

いる。「政府は
未来を語ろう

として、

我が国は今よ
くなりつつあ

ると主張する
。クリスティー

ナは過去

を語り、Massaは現在を語ってい
る」と、Management & Fit

のMariel Fornoniは指摘する。 

  特にブエノスアイ
レス州は激戦

状態にある。
同州に帰属す

る首都周辺一
帯ではマクリ

よりもフェルナ
ンデスの方が

強いか

らでである。
この地域では

貧困率が 32%に達しており、人
々

は状況改善を
もたらさない

現政権の経済
政策に幻滅し

ている。

フェルナンデ
スは在任中の

3 件の汚職容疑で
裁判に直面し

ているが、国
会議員になれ

ば不起訴特権
に守られるこ

とにな

る。その支持
層は社会経済

的に最も低い
層であり、そ

れが首

都の周辺に集
住している。

 

  他方でカンビエモ
ス支持層は、

中流から富裕
層にかけてで

あり、彼らにと
って最大の関

心はキルチネ
ル派政権時代

の汚

職捜査と、市
民社会の治安

悪化である。
カンビエモス

のブエノ

スアイレス州
における上

院議員リスト
のトップは

Esteban 

Bullrich 教育相で、下
院議員リストの

1 位はキルチネル
派政

権下の大臣経
験を持つ Aires Graciela Ocaña である。フェ

ルナンデスは
今なお、最も

敬愛され最も
嫌悪される政

治家で

あって、その
意味からして

退任後 1 年半を経た今も、
最もマス

コミに扱われ
ることが多い

政治家である
。国会議員選

挙に立

候補するかど
うか態度を明

らかにしなか
ったことから

、数ヶ月

前から関心の
的となってき

た。立候補を
確言しない一

方で、マ

クリの「調整政
策」と対決す

ると公言し、自
分の政権時代

を通じ

て市民生活が
いかに改善さ

れたかを力説
してきた。だ

が多く

の人々が、彼
女の第一線復

帰が逮捕逃れ
と裁判対策で

あると

いう認識を抱
いている。 

  かたやカンビエモ
スは、キルチ

ネル派政権が
国を破綻させ

たと主張して
いる。Germano の診断によると、

アルゼンチン

の「現在」は
「普通もしくは

悪い」状況で
あるが、カン

ビエモス

は現在を語ら
ず「過去」を批

判して輝かし
い「未来」を語

る戦術

を取っている
。またそれに

対してフェル
ナンデスは、

PASO を

マクリ政権に
対する「レファ

レンダムにし
ようとしている

」と語る。 

  PASO に参加する候補
者は最低でも

1.5%の得票率を取ら

ないと本戦に
駒を進めるこ

とはできない
。有権者にと

っては各

党の候補者リ
ストに誰が載

っているのか
を知る機会と

なり、政

党にとっては
候補者を確定

する試験とな
る。だが今回

の結果

は、主な政治
指導者たちに

とってそれほ
どサプライズ

とはなら

ないだろう。の
みならず、10 月選挙で国会勢

力図が大幅に
変

わる見込みも
ない。国会で

は 2 年前から単独過
半数を握って

いる政治勢力
はなく、今後

もその状態が
続く見通しだ

。従って

政府は引き続
き、重要法案

の成立に際し
ては野党の説

得に務

める必要があ
る。 
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■ベネズエラ：野党が「レファレンダム」成功を喧伝�

[7月17日, Caracas発] 170513 

  16 日に、野党勢力
が勝手に実施

した制憲議会
招集の是非

を問う「レファ
レンダム」が

実施され、法
的な意味は全

くないも

のの野党側は
大きく盛り上

がった。特に
諸外国にいる

反チャ

ベス派ベネズ
エラ人たちの

高揚が特筆
される。野党

主催の

「レファレンダ
ム」の結果は

、当然ながら
マドゥーロ大

統領が招

集している制
憲議会議員選

挙を全否定す
るものである

。野党

側発表による
と、制憲議会

選挙に 98.4%（638万 7854票）が

反対している
という。「レフ

ァレンダム」の
“保証人会”に

加わっ

ているUPEL（リベルタドール実
証敎育大学）

のRaúl López 
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カルロス・ゴーン逮捕、悪いのはカネだ
　カルロス・ゴーン日産前会長がブラジル生まれというのは知
られた話である。北半球の夏休みにはブラジルに住む親の家に
帰省することがあったそうだ。
　レバノンからブラジルに移民したゴーン一家はボリビアとの
国境近く、ロンドニア州に住みついた。祖父と父は農産物売買
に従事する。そこで生をうけたカルロスは幼少期に母親ととも
にリオに移り、そこからレバノンへ“逆移民”、そしてフラン
ス移住。まさしく「流転の人生」だ。20 世紀初め宗教対立の
激しい中東レバノンからブラジルに逃れる人が増え、現在は本
国の 420 万人を上回る 700 万人が住んでいるという。19 年
１月に退任するテメル前大統領もレバノン移民２世だ。
　日本で逮捕されたゴーンは何をしたのか。日仏首脳会談の議
題になるほどの国際的大事件だ。日本の東京地検特捜部は 50
億円の役員報酬過少申告、子会社を通じた経費の私的流用など
を罪状にしている。だがその前に、彼は数々の「善行」と思え
る功績を残しているのも事実。
　ルノーから倒産寸前の日産に乗り込み、思い切ったリストラ
と複数工場閉鎖を断行、日産の業績をＶ字回復させた。
　ブラジルには 80 年代に南米ミシュランの責任者として里帰
りし、経営を黒字化した。そして日産に移った後の 2014 年、
巡りあわせのように初の工場進出に出くわす。リオデジャネイ
ロ州レゼンデ工場で「マーチ」「キックス」などの生産を開始し、

直近の生産シェアを９位の 4.4％に乗せた。ブラジルの自動車
業界はＧＭ、フィアット、フォルクスワーゲン、フォードの欧
米系４社の生産シェアが皆 10％台という乱戦状態。トヨタで
さえ６位の 7.7％だ。そんな激戦の中では健闘といえる。
　だが、そんな“神様ゴーン”が日産でカネに目がくらんで罪
を犯した。「善人」と「悪人」は紙一重、と子供に教えるか？ 
それともやはり悪いことは悪い、と勧善懲悪を貫くか？ そこに

「司法取引」という罪状逃れの裏技が加わってくると、現経営
幹部を含め、誰が「善人」か「悪人」か、推理ドラマのように
わからなくなる。久しぶりに人間の善悪とは何か、を考えさせ
られる事案である。
　ブラジル国内でもゴーンと同じように「善人」か「悪人」か
わからないまま、批判されているケースもある。ボルサ・ファ
ミリアなど「良いこと」をしたのに収賄罪で投獄されたルーラ
元大統領。何の罪を犯したか一般には不明確のまま国会で弾劾
されたルセフ元大統領。ただ共通しているのは、すべて巨額の
カネがからんでいることだ。
　しばし考えた末、行きついたのがムヒカ元ウルグアイ大統領
の国際会議の演説である。「世界で最も貧しい大統領」と言われ
たことがあるが、彼の信念は、人間にとって重要なのは「カネ
を儲けることではなく、幸せと感じるかどうか」だという。至
言である。（Ｗ）
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『TEZUCOMI テヅコミ』創刊号
手塚治虫生誕 90 周年記念のマンガ書
籍であるが、手塚作品群のエッセンス

（「ブラック・ジャック」、「火の鳥」、「鉄
腕アトム」から１話ずつ）に人気作家
たちの新作群が加わり、その最終章と
いえるのが、手塚プロダクション（企
画）とマウリシオ・デ・ソウザ（漫画）
の“夢の共演”である「プリンセスナ
イト」である。手塚治虫とマウリシオ
との緊密な交友関係の成果が 30 年後
に具体化したものだ。これも日伯文化
交流の一環である。

（マイクロマガジン社　2018 年 10 月　418 頁　
880 円＋税）

『ブラジルの同性婚法』
（マシャード・ダニエル著）
副題が、判例による法生成と家族概
念の転換。東京大学大学院博士課程の
著者による、ブラジル同性婚法の考究
だ。ブラジル法体系の特徴をおさえた

うえで、顕在化した現象レベルでの同
性カップルの法的承認の過程を分析
し、ブラジル家族法と日本法に共通す
る現代家族法の展開を探求する力作で
ある。ブラジル家族法の変容と2011
年連邦最高裁判決の意義と限界を再
検討しているが、法曹界をケーススタ
ディーしたブラジル社会論とも読め
る。

（信山社　2018 年 5 月　312 頁　6,800 円＋税）

『マクナイーマ　誰でもない英雄』
（マリオ・ジ・アンドラージ著、馬場良二訳）
モデルニズモと称されるブラジル文化
ナショナリズムを宣言する文学作品
だ。既に福嶋伸洋訳（松籟社、2013 年）
が刊行されているが、今回は馬場教授
による新訳。主人公マクナイーマが 6
歳になって初めて発したコトバは、福
嶋訳では「あぁ！めんどくさ！．．．．」
だが、馬場訳では、「アア！かったる
い！．．．」となっているが、ブラジル
性を代表するキャラクターのキーワー
ドだ。新しい訳文でブラジル文学の佳
作を再読するのもよし、だ。

（トライ社　2017 年 2 月　255 頁　1,800 円＋税）

◆◆◆◆◆◆◆ 新盤紹介 ◆◆◆◆◆◆◆

『エヂ・モッタ クライテリオン・オブ・ザ・センシズ』

MPB を刷新しているシンガーソング
ライターは、ティム・マイアの甥にし
て、世界中のレコードを収集するコレ
クターでもある。吸収した世界の音を
巨体に反映させながら、ジャズ、ロッ
ク、ファンク、レゲエ、クラシック、
ボサノヴァといったジャンルを越境し
た活躍を続けるモッタの最新アルバム
は、米国西海岸の音楽世界への憧れを
みせてタイトルも英語（“様々な意義
の尺度”の意）だが、これも間違いな
くブラジル音楽である。

（PCD-24767  P-VINE 　2018 年 9 月発売　2,400
円＋税）

『アクレシア・ボンテンポ 真夜中のため息』
父親がブラジル人、母親はアメリカ人
の娘として米国で生まれリオで育っ
たアクレシアは東京の高級ホテルでも
長期間ジャズ歌手として活躍したこ
ともある若手シンガーだ。デビュー
10 年の最新アルバムのタイトルは”
Suspiro”（ため息）となっているよ
うに、英語でもポルトガル語でも自在
に歌う。現在はニューヨーク在住だが、
リオ～ニューヨーク～東京と国境を越
えて活躍する歌姫のファンは日本でも
急増中だ。
(RPOP-10026 コアポート　2018 年 11 月発売　
2,037 円＋税 )

！！「びっくり豆知識」！！
からのお知らせ

日   時 ： 2019年2月6日（水）12:00～14:00
参加費 ： 会員 2,500円、非会員 3,500円
場  所 ：シーボニア・メンズクラブ

住　所：千代田区内幸町2-1-4　日比谷中日ビル１F
アクセス：地下鉄「内幸町」駅下車2分、「霞ヶ関」駅下車2分

協会イベントのご案内

2
6 三浦 左千夫 長崎大学客員教授

演　題：半世紀に及ぶ南米風土病研究とその予防活動（仮題）

イベント参加のお申し込みは、協会HP 専用フォームにてお願いします。

http://www.nipo-brasil.org
日本ブラジル中央協会ウェブサイト

当協会の隔月発行の機関誌「ブラジル特報」及びホームページへのバナー
広告掲載企業を募集しております。
広告掲載にご興味がある企業は、協会事務局までご連絡下さい。
事務局 E-mail : info@nipo-brasil.org

お申し込みは、
協会HP 専用フォームにて
お願いします。

ランチョン・ミーティング

※約1時間のご講演の後、先生を囲んでのブッフェ方式（着席）でのランチとなります。

日   時 ： 2019年 3月9日（土）
             　1部/ 9:15-12:30（子女帯同なし/3時間15分）
           　  2部/14:00-18:00（子女帯同あり/4時間）
参加費 ：  会員（配偶者含む)3,500円、 非会員 4,500円
場　所 ：  日本ブラジル中央協会 会議室

3 
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ブラジル 駐在員家族(駐在妻)のための
渡航前セミナー

日   時 ： 2019年2月25日（月）15:00～16:30
参加費 ： 個人会員1,000円、法人会員 2,000円、非会員 3,000円
場  所 ：追って連絡します

2
25

講  師：山田 彰 駐ブラジル大使
演　題：ボルソナーロ新政権の発足と
             最近のブラジル情勢について（仮題）

ポルトガル語 冬期講座 1月
開講

当協会では、“楽しく学ぼう！学んで話せるポルトガル語！”をモットーに実用
ポルトガル語講座を開講しております。冬期講座は、全て秋期講座の継続と
なりますが、どのコースも、新規に受講される方も、大歓迎です。

充実した講師陣により、全8コース開講予定

受 講 料      【全9回 】会 員 22,500円（税込） ※土曜会話クラスは12,500円

申込方法
会　   場      日本ブラジル中央協会事務所

協会ホームページの申込フォーム(http://nipo-brasil.org/portugal/request/)
よりお申込ください。　※受付は申込先着順です。

東京都港区新橋１丁目18-2 明宏ビル本館5階 

住所：東京都港区新橋１丁目18-2 明宏ビル本館5階 

2019年2019年

【予定】

法人会員
個人会員

１口
１口

（2口以上）

10,000円
20,000円 

入会金は不要です

新規会員募集中
（1口以上）

法人・個人

年会費

法人会員 125社  個人会員 約390名

皆様のご入会、
心よりお待ちしております。

現会員数   
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