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ブラジル・ルーラ政権の挑戦

貧
̶困解消とマクロ経済の安定

をよく耳にする︒
しかしながら﹁左派政権﹂

近年︑
﹁南米政治の左傾化﹂という言葉

ＳＯＬ︶
︵もともとはルーラと同じＰＴに

候補のエロイーザ・エレナ︵社会自由党Ｐ

ている︒この二候補を追っているのが女性

民主社会党ＰＳＤＢ︶が有力候補と目され

アルキミン元サンパウロ州知事︵ブラジル

七名で︑うちルーラ大統領とジェラルド・

ンパウロ州で約二八○○万人︑続いてミナ

ラジル国内でもっとも有権者が多いのはサ

︵海外在住ブラジル人を含む︶である︒ブ

そ九％増加し︑一億二五九一万三四七九人

前回の大統領選挙に比べて有権者はおよ

り︑まだまだ予断を許さない状況にある︒

たのが︑六月末では一一％と縮小傾向にあ

子安昭子

といってもすべての国が同じプロセスをた

所属していたが︑その後ＰＴから除名され︑

●はじめに ﹁南米政治の左傾
化﹂とブラジル

どっているわけではない︒大きな潮流とし

元サンパウロ州知事であること︑またかつ

スジェライス州が約一三六○万人︑リオデ

てのミナスジェライス州知事で今も同州で

新党ＰＳＯＬを結党︶である︒
﹁左派寄り﹂

七月二二日から二四日にかけて調査会社

大きな影響力をもつとされるイタマル・フ

て︑貧困層にかなり近いスタンスで政治を

ビアなど︶と︑マクロ経済の安定を重視す

ＩＢＯＰＥが行った選挙に関するアンケー

ランコ元大統領が︑七月末にアルキミン候

ジャネイロ州が約一○八○万人となってい

る一方で貧困対策など社会プログラムに力

ト︵参考文献⑤参照︶によると︑
﹁もし今

補支持の態度を明らかにしたことは選挙戦

もしくは﹁左派﹂に分類される政党同士の

を入れる穏健的左派︑もしくは中道左派政

か﹂という質問に対して︑ルーラ︵四四％︶
︑

日大統領選挙があった場合︑誰に投票する

行い︑反米や反グローバリズムを前面に押

権︵ブラジル︑ウルグアイ︑チリなど︶が

の行方を左右する要因の一つになるであろ

る︵参考文献④参照︶
︒アルキミン候補が

ある︒いずれにしても︑共通に抱える﹁貧

アルキミン︵二七％︶
︑エロイーザ︵八％︶

う︒

争いとなっている︒

困﹂や﹁所得格差﹂の問題をいかに解決で

という結果が出ている︒主要新聞の報道で

し出す急進的左派政権︵ベネズエラ︑ボリ

きるのかが重要と思われる︒

もルーラが二○○二年の大統領選に続き再

では︑立候補を表明しているのは現職大統

月一日︶
が行われる︒執筆段階︵八月初旬︶

ブラジルでは今年秋に大統領選挙︵一○

位二名によって実施︶におけるルーラとア

過半数を獲得する候補者がいない場合︑上

ト結果では︑決選投票︵第一回目の投票で

の調査会社ＤＡＴＡＦＯＬＨＡのアンケー

九八九︑一九九四︑一九九八年︑そして二

ない労働者出身のルーラは︑過去四回︵一

貧困家庭に育ち︑初等教育すら終えてい

選されるであろうと報じられているが︑別

領ルイス・イナーシオ・ルーラ・ダ・シル

ルキミンの票差は五月末では一七％であっ

●﹁大統領への道﹂ 前回︵二
○○二年︶の大統領選挙を回
顧する

バ︵通称ルーラ︒労働者党ＰＴ︶を含めて

●大統領選真最中のブラジル
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○○二年︶に及ぶ挑戦の末︑大統領の地位
などラディカルな言動を繰り返してきたか

際通貨基金︵ＩＭＦ︶との協定を破棄する

去の選挙戦でＰＴが対外債務返済拒否や国

もクリアしている︶
︒

・一％とさらに高い目標を設定し︑いずれ

からだ︒

主化を推進する一勢力︶の政治家であった

する労働運動の中から設立︒ブラジルの民

︵一九八○年にルーラをリーダーの一人と

ーラがブラジルの左派政党労働者党ＰＴ

のなかで大きな期待と不安が広がった︒ル

選でＰＴは︑貧困問題に取り組むとともに︑

化をしてきた︒実際︑二○○二年の大統領

べるように︑ＰＴは結党以来徐々に内部変

支配的になった﹂
︵参考文献⑧参照︶と述

︵穏健派の│筆者︶社会民主的グループが

トラスが﹁一九八○年代末までにＰＴ内で

らである︒しかしながら︑ジェイムス・ペ

案を提出した︒同法案は約七カ月半後の一

年四月三○日︑下院に公務員年金制度改正

が︑ルーラ政権は就任後まもない二○○三

ゾ前政権では大きな成果は得られなかった

であった︒これら二つの改革は︑カルドー

会保障制度改革︵とくに公務員年金制度︶

政権が重視したのは︑税制改革とともに社

財政赤字の縮小という点においてルーラ

領就任が確実視されると︑国内・国際社会

を得た人物である︒四年前︑ルーラの大統

ルーラへの﹁期待﹂はおもに︑労働者や

二月一一日︑上院で可決され︑一九日に公

五○万人に対する年金予算は三九○億レア

布された︵二○○二年において︑公務員三

発表している︒こうしてルーラは︑カルド

ルであった︒一般労働者︹一九○○万人︺

オーソドックスな経済政策を行うことなど

﹁土地なし農民運動﹂
︵ＭＳＴ︶グループ

ーゾ大統領の後継者ジョゼ・セーハ元保健

の年金予算が一七○億レアルであることを

を述べた﹁国民への手紙﹂を党公約として

もルーラ政権の強力な支持者であった︒低

相ＰＳＤＢ候補との決選投票で六一％を獲

考えると︑公務員年金がいかに国家財政の

権期から活発な抵抗運動を展開してきた

い経済成長率と失業率の悪化をもたらした

得し︑大統領に選出されたのである︒

低所得者層から寄せられた︒カルドーゾ政

カルドーゾ政権︵一九九五〜二○○二年︑
判し︑ブラジル経済が再度成長することを
期待したからである︒カルドーゾ政権時代
の一人当たりＧＤＰ成長率は︑一・一％

一方ルーラ政権に対する﹁不安﹂は︑ル

いう新しい左派リーダーに託したのである︒

層は︑ブラジル社会の﹁変革﹂をルーラと

参照︶
︒国民全体の四割ともいわれる貧困

了年には一○％を越えていた︵参考文献⑨

市部︶も六％から七％台で推移し︑任期終

％
︵二○○二年︶
と低迷が続き︑失業率︵都

九八年︶
︑二・八％︵二○○○年︶
︑○・五

政の健全化を目指した︵なお黒字幅は二○

三・七五％から四・二五％に引き上げ︑財

黒字幅は︑当初の目標であった対ＧＤＰ比

幅を調整し︑またプライマリー財政収支の

てきた︒金利はインフレ動向に合せて下げ

策︵高金利政策と緊縮財政措置︶を採用し

的安定を大前提にオーソドックスな経済政

月以降︑ルーラ政権はインフレ抑制と経済

①政治・経済・構造改革︒二○○三年一

ルサ・ファミリアは︑カルドーゾ政権時代

を二○○三年一○月にスタートさせた︒ボ

に続き︑
﹁ボルサ・ファミリア﹂︵家族基金︶

滅プログラム﹂︵ＦＯＭＥ ＺＥＲＯ︶︵一月︶

②社会政策︒就任時に発表した﹁飢餓撲

参照︶
︒

たに課税されることになった︵参考文献②

職公務員についても受給年金額に応じて新

と同じ年金受給額を上限とすることや︑退

後採用される公務員に対しては民間労働者

ら年金が支給されることになった︒また今

間︶
︑女性は六○歳︵同じく三○年間︶か

点は︑退職年限を設けたことで︑これによ

負担になっていたかがわかる︶
︒主な改正

り男性は六五歳︵保険料納付義務は三五年

二期八年︶のネオリベラルな経済政策を批

●四年間のルーラ政治︵二○○三
〜二○○六年︶ オーソドッ
クスな経済政策︑画期的な社
会プログラム︑積極的な外交

ーラ本人だけでなくＰＴに対して︑おもに

○四年には四・五九％︑二○○五年には五

︵一九九六年︶
︑マイナス一・四％︵一九

国内・国際金融界の間で広がっていた︒過
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引き出せるカードを配布する︒支給対象の

購入を目的として︑毎月銀行から給付金を

族に対する所得支援プログラムで︑食糧品

二○○六年八月末の為替レート︶以下の家

が一○○レアル︵一レアルは約○・五ドル︑

に統合したものである︒一人当たりの所得

ーラ政権による﹁食糧配給カード﹂を新た

﹁ガス代金補助﹂
︑
﹁育児・扶養手当﹂とル

学奨励奨学金﹂
︵ボルサ・エスコーラ︶や

から引き継いだ貧困世帯を対象とする﹁就

ＴＯ閣僚会議︵二○○三年九月︶では︑ブ

またメキシコ・カンクンで開催されたＷ

野で協力していくことを明らかにしている︒

大︑防衛︵安全保障︶
︑科学技術などの分

おり︑具体的には三つの国々が︑貿易の拡

弱性を解決するために存在する︑を挙げて

③多国間交渉におけるルールは途上国の脆

展戦略と貧困対策とを結び付けてとらえる︑

として︑①民主主義を擁護する︑②経済発

されている︒ＩＢＳＡは主な政策スタンス

ションのもとでの新しい外交軸として注目

ワー︶同士の協力であり︑グローバリゼー

はいえず︑あくまで交渉を通じて事態の打

社︶をもつブラジルの対応は決して強硬と

あるペトロブラス︵ブラジル国営石油会

の国営化を発表した際も︑最大の出資者で

深いボリビア・モラレス大統領が天然ガス

照︶
︒二○○六年五月にチャベスと親交の

たという見方も出ている︵参考文献⑦参

リーダーとしての存在感はやや小さくなっ

が台頭する中で︑ブラジルの南米における

急進的左派のベネズエラ・チャベス大統領

しかしながら近年︑強いカリスマ性をもつ

開を図ろうとしたのである︒

しては︑子供の有無を問わず五○レアル分

内訳は︑所得が五○レアル以下の家族に対

カ国グループ︶が結成され︑ＥＵや米国に

ルーラ政権に対する世論調査によると︑

④二○○五年以降 ル
｜ーラ﹁株﹂が下

五歳までの子供一人に対して一五レアル

対して国内農業補助金の撤廃や発展途上国

就任一年後︵二○○三年一二月︶では﹁よ

ラジル主導のもとで﹁Ｇ ﹂
︵途上国二○

︵三人まで︶が加算される︒また所得が一

からの製品に対する市場開放を強く迫った︒

い／非常によい﹂が全体の四一％︑
﹁普通﹂

のカードが支給され︑さらに︑○歳から一

○○レアル以下の家族に対しては︑子供一

ＩＢＳＡと並んでＧ は︑既存の多国間交

ドが支給される仕組みである︒ボルサ・フ

渉が概して先進国主導であることに対して︑

が四二％︑
﹁悪い／非常に悪い﹂が一五％

て﹁よい／非常によい﹂と﹁悪い／非常に

であったのに対して︑就任三年後の二○○

その際︑二○○一年に始まったＷＴＯドー

悪い﹂の比率が逆転した︵参考文献③参

今後は発展途上国もその動向に大きな影響

献①参照︶
︒

ハ・ラウンド交渉が今日に至るまでほとん

照︶
︒ルーラ政権の支持率低下の背景には︑

ァミリアを受けている世帯は三六○万︵二

③対外関係︒ルーラ政権は︑ブラジルが

ど停滞したままであることを取り上げ︑参

二○○五年五月︑現在まで続く一連の政治

五年一二月になると︑
﹁よい／非常によい﹂

国際社会の中で途上国のリーダーとなるた

加各国に事態打開に向け協力を要請した︒

スキャンダル︵ＰＴと連立を組む与党議員

力をもつことを示唆した︒またブラジルは

めに︑カルドーゾ前政権以上に積極的かつ

南米地域との関係強化もルーラ政権にと

に対して︑国会審議での支持を確約するた

○○三年︶
︑六五○万︵二○○四年︶
︑八七

自立的な外交を行ってきた︒たとえば﹁イ

って重要な外交軸の一つである︒二○○四

めに賄賂を贈ったことなど︶が発覚し︑そ

は全体の二八％︑
﹁普通﹂は四一％︑
﹁悪い

ンド・ブラジル・南アフリカ共和国︵ＩＢ

年一二月には南米一二カ国による﹁南米共

の責任をとってルーラの側近といわれる政

／非常に悪い﹂は二九％で︑就任以来初め

ＳＡもしくはＧ３︶対話フォーラム﹂
︵二

同体﹂が誕生し︑またエネルギーやインフ

治家たちが相次いで辞任したことがある︒

二○○六年七月に開催されたサンクトペテ

○○三年六月︶は︑ブラジルを含め発展途

ラなど実質的な南米の結束も進んでいる︒

ルブルグ・サミットの拡大対話に招待され︑

上諸国のなかの地域大国︵リージョナルパ

て九○○万に達する見込みである︵参考文

落？

人につき一五レアル︵三人まで︶分のカー

20

○万︵二○○五年︶と拡大し︑今年に入っ
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政治腐敗がはびこるブラジル政治の中にあ
ボルサ・ファミリアの拡大に加え︑こうし

％上昇となっている︵参考文献①参照︶
︒

に引き上げられ︑結果として実質二五・七

た社会指標の改善がとくに貧困層のルーラ

Ｔだが︑ここにきて信用が大きく揺らぎ始
めている︒ルーラ政権のみならず近年複数

支持を確固たるものにしているのである︒

って﹁クリーンな政党﹂といわれてきたＰ

の政党間で連立を組む政治が続いている︒

しかしながら懸念材料も少なくない︒冒
頭で紹介したＩＢＯＰＥの世論調査で︑ル

ブラジルでは政治改革は取り組むべき課題
の一つである︒

ーラ政権に対する評価は所得水準によって

ério de Planejamento, Orçamento e Gestão e

Secretária-Geral da Presidência da República,

Flynn, Peter, “Brazil and Lula, 2005: Crisis,

Brasil um país de todos, Ano IV, Número 7
︵ junho 2006
︶ .
②

Corruption and Change in Political Perspec-

tive,” Third World Quarterly, Vol.26, No.8,

は○・五％︵二○○三年︶
︑四・九％︵二

まず順調に推移している︒ＧＤＰ成長率で

ーラ政権下のブラジル経済はこれまでまず

る﹂
︵参考文献⑥参照︶というように︑ル

長のサイクルが定着することが希望であ

望んでいない︒平均四％から五％の経済成

﹁年率一○％や一五％といった経済成長は

が安定しているためである︒ルーラ自身︑

ラ再選の可能性が高いのは︑何よりも経済

かわらず︑今年一○月の大統領選挙でルー

ＰＴ議員を巡る政治スキャンダルにもか

ある︒二○○三年一月に始まったルーラ政
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