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ボルソナロとトランプの共通点ボルソナロとトランプの共通点

ボルソナロ、トランプ両大統領（Alan Santos/PR）



ボルソナロとトランプの共通点ボルソナロとトランプの共通点

�ＳＮＳを駆使して激戦を制して奇跡的に当選した保守

�コロナ軽視

�経済優先

�ＬＧＢＴ（同性愛者などの性的少数者）否定

�中絶反対

�移民反対

�イスラエル寄り

�支持基盤に福音派、銃器所持緩和派、農牧重視派

�奥さんが若くて美人など
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共通するのは、福音派的な思想傾向共通するのは、福音派的な思想傾向

アメリカ合衆国アメリカ合衆国

� プロテスタントの一派ピューリタンが建国時か
ら活躍、元々プロテスタントが多かった。

� 「福音派（ふくいんは）（エバンジェリカ
ル）」と呼ばれるキリスト教のグループ。

� 科学をよく思っておらず、神が人類を創造した
とする「創造論」を信じ、進化論を認めない傾
向がある。→科学軽視の方向性

� 聖書の記述を重視し、伝統を重んじる保守派グ
ループ

� 米国で人口の約25％を占める、最大の宗教勢力
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ブラジルブラジル

� 100年前には99％の国民がカトリックだった

� 戦後急増する福音派

� 福音派の中でも、ペンテコステがダントツ急増

� 福音派の政治家も急増

� 現在人口に占めるカトリックの割合は４割強で、
福音派が３割まで差を縮めている
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ブラジルで急増する福音派、ペンテコステ派ブラジルで急増する福音派、ペンテコステ派

☆福音派にも伝統派と根
本（原理主義）主義派に
分かれている。

☆後者の代表格であるペ
ンテコステ派が急増して
いる。



ルーラ対ボルソナロルーラ対ボルソナロ

ＰＴ党本部で仲間に囲まれたカリスマ、ルーラ（Foto: 
Ricardo Stuckert/ Instituto Lula ,04/03/2016）

ボウソナロ大統領（William Lucas/CA2019）



カトリックとプロテスタントの思想傾向カトリックとプロテスタントの思想傾向

カトリックの傾向カトリックの傾向

� 社会的弱者の擁護に熱心

� 貧者や移民の擁護

� ＬＧＢＴ（同性愛者などの性的少数者の総
称）尊重

� 中絶反対だが、条件付きＯＫ

� 環境保護重視

� 他民族・多文化支持→文化重視

�寛容的な思想→左派と相性が良い

� 社会的弱者の擁護に熱心

� 貧者や移民の擁護

� ＬＧＢＴ（同性愛者などの性的少数者の総
称）尊重

� 中絶反対だが、条件付きＯＫ

� 環境保護重視

� 他民族・多文化支持→文化重視

�寛容的な思想→左派と相性が良い

プロテスタントの傾向プロテスタントの傾向
� 勤労尊重

� 移民反対

� ＬＧＢＴ否定

� 中絶絶対反対

� 環境破壊を重視しない

� イスラエル寄り移民受入れ賛成

� 経済活動の重視

� 根本主義、原理主義的な傾向→右派と
相性が良い
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左派とローマ教皇左派とローマ教皇

� 汚職嫌疑で裁判中のなか、ルーラ元大統領は
今年２月１２日からイタリアのローマを訪れ
て、教皇の住居で、非公式会見にも使われる
サン・マルタ館（カーサ・サンタ・マルタ）
で教皇と面会した。

� 汚職嫌疑で裁判中のなか、ルーラ元大統領は
今年２月１２日からイタリアのローマを訪れ
て、教皇の住居で、非公式会見にも使われる
サン・マルタ館（カーサ・サンタ・マルタ）
で教皇と面会した。

米民主党の大統領候補バ
イデン氏も、ローマ・カ
トリックであることを公
言している。



2032年には
カトリックより
福音派が多数に

2020年2月4日付けVeja誌

カトリック

福音派

ブラジルで起きている国民性の大地殻変動！
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２０１８年大統領選挙では、ハダジ候補との間に、福音派票で大きく差がついた！



ＰＴ追い落としの３ステップ
ＰＴ政権2003年～2016年
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（１）ラヴァ・ジャット作戦（２０１４年～）
＝国民からのＰＴへの不信感を一気に高めた
ＰＴのルーラ大統領周辺、ＰＭＤＢなどの政治家とペトロブラス社の汚職疑惑を徹底追求

（２）エドワルド・クーニャ下院議長によるジウマ大統領罷
免（２０１５年１２月～１６年８月）＝大統領追い落とし

（３）ボルソナロがＰＴに大統領選で競り勝つ（２０１８年
１０月）＝ＰＴ政権追い落としを固定化
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ラヴァ・ジャット作戦もプロテスタント的？ラヴァ・ジャット作戦もプロテスタント的？

セルジオ・モロ（Marcelo Camargo
/Agência Brasil）

福音派法律家全国協会（Associação Nacional dos 
Juristas Evangélicos）のメンバー

先月まで、ラヴァ・ジャット作戦を主導していた
連邦検察官デルタン・ダラグノル氏

敬虔なプロテスタント・バチスタ派信者
（Igreja Batista do Bacacher）



ボウソナロ氏本人はカトリックだと言われるが、妻はプロテスタントのバチスタ教
会の熱心な信者、息子フラビオもバチスタ教会、同エドアルドもプロテスタント
ボウソナロ氏本人はカトリックだと言われるが、妻はプロテスタントのバチスタ教
会の熱心な信者、息子フラビオもバチスタ教会、同エドアルドもプロテスタント

Michelle Bolsonaro
３人目の奥さん
（1982年生まれ、
３８歳）

Religiãoprotestante
(Igreja Batista Atitude)

三男 Eduardo 下議

ReligiãoEvangélico

長男 Flávio 上議（1981
年生まれ、３９歳）
Cristão protestante (Batista)
政党Republicanos

次男 Carlos リオ市議

católico

政党Republicanos 政党 PSL

ボルソナロには子供が５人いる。一番上のこの３人兄弟は最初の妻
rogéria nantes nunes bragaとの子供



ボウソナロ家三男 エドアルド連邦下院議員（ＰＳＬ）３６歳ボウソナロ家三男 エドアルド連邦下院議員（ＰＳＬ）３６歳

2018年選挙で、エドアルド・ボウソナロは連邦下院議
員として、史上最高の1.843.735票を得票した。その大
半が、福音派だった言われる。

彼はリオのバーハ・ダ・チジュカ在住であり、サンパ
ウロで殆ど政治活動していないにも関わらず、福音派
票が集まった。



ジョイセ・ハッセルマン下院議員（ＰＳＬ）４２歳ジョイセ・ハッセルマン下院議員（ＰＳＬ）４２歳

Joice Hasselmann

★２０１８年の選挙で、女性連邦下院議員として、
最多得票の1.078.666票を獲得。福音派票集めた。

★苗字の通り、ドイツ系ユダヤ人の家系だが、子ど
ものころからAssembleia de Deus教会に通い、以
下も福音派信者と公言

★11月の選挙で、サンパウロ市長候補



ジャナイーナ・パスコアウ サンパウロ州州議会議員（ＰＳＬ）４６歳ジャナイーナ・パスコアウ サンパウロ州州議会議員（ＰＳＬ）４６歳

Janaina Paschoal

２０１８年の選挙で、州議会議員とし
て、史上最多得票の2.060.786票を得
た。
その多くは、福音派票と言われる。

ジウマ大統領の罷免申請の著者簿一人



この３０年間で激増した福音派の連邦議員この３０年間で激増した福音派の連邦議員

クリスマスの前夜祭ミサに参加する下院議員たち
（Michel Jesus / Câmara dos Deputados

１９９４年には５１３
人中、２１人の連邦下
院議員しかいなかった
bancada evangélica
は、今では
１０５人の下院議員、

１５人の上院議員まで
増えた。

連邦議会の約２０％を
占めている。



Bancada evangélica
福音派連邦議員グループ
Bancada evangélica
福音派連邦議員グループ

� ５１３人の下院議員中の１９５人、３８％を占めている。

� 主立った福音派のリーダーは、João Campos de Araújo (PRB-GO), Anthony Garotinho (PR–
RJ), Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Lincoln Portela (PR-MG) e o senador Magno Malta (PR-ES)

� 全員が福音派信仰ではない。信仰者はうち１２０人。

�信仰者のうち半数以上は下の３教団所属。

�最大の宗教勢力は Assembleia de Deus

�２番目は Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

�３番目は Igreja Batista
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ＰＴ（カトリック）を追い落とした
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� Assembleia de Deusの信者、その後、別の福音派Sara Nossa Terraに

� 福音派リーダー、現在のセントロンをまとめた人物＝今のボルソナロ大
統領の支持基盤の基礎を築いた。

� ジウマ大統領を罷免に追い込んだエドワルド・クーニャ下院議長も福音
派リーダー。

� ラヴァ・ジャット作戦で逮捕され、刑務所に収監された。新型コロナの
危険年齢（６２歳）のため、現在は自宅収監中。

� クーニャが現在のセントロンの基礎を作った。

� 福音派、セントロンをとりまとめられたから罷免を実行できた。

� ジウマを無理矢理引きずり下ろさなければ、２０１８年にはルーラがほ
ぼ間違いなく再当選していた。
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Assembleia de Deus
福音派中で最大の宗派
Assembleia de Deus
福音派中で最大の宗派

� Assembleia de Deus派政治家リーダー、Magno Malta上院議員（ＰＬ）

� ＰＬ政治家が皆、ＡＤという訳ではない。影響力が強いという意味。

� アッセンブリーズ・オブ・ゴッド（Assemblies of God）はアメリカ合衆国
ミズーリ州スプリングフィールドに本部がある。

� キリスト教プロテスタントのペンテコステ派世界最大の一派。

�米国では米国福音同盟に加盟し、トランプ大統領の岩盤
票田

� 2018年の調べによると、世界規模での信徒は約69,20万人。世界190カ国に広
がっている。
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� Partido Social Cristão (PSC)の党首、Everaldo Pereira氏は
Assembleia de Deus牧師。

� 同牧師はジャイール・ボウソナロ氏がヨルダン川で受洗した時の洗礼親

� リオ州知事Wilson Witzelが所属。まったく政治経験のなかったウィツエ
ル判事の後ろ盾となって、州知事の当選させた立役者

� ８月２８日、ウィルソン・ヴィツェル・リオ州知事がコロナ対策医療品
調達で不正購入した疑いで連邦警察に逮捕
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Pastor Everaldo



高山ヒデカズ下院議員もAssembleia de Deus高山ヒデカズ下院議員もAssembleia de Deus

� 日系二世、パラナ州選出

� １６歳、１９６４年にAssembleia de Deus入信

� 生粋のAssembleia de Deus牧師

� ２００３年から２０１９年１月まで連邦下院議員

� １９９６年から２００３年までパラナ州議会議員

� １９８９年から１９９３年までクリチーバ市議
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各州に占める
Assembleia de 
Deus 信者の割合

各州に占める
Assembleia de 
Deus 信者の割合

� 北伯が特に高く、南伯の方が低い。� 北伯が特に高く、南伯の方が低い。

Daniel Silva Mendanha / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)



やりたい放題の福音派連邦議員たちやりたい放題の福音派連邦議員たち

� ２０１９年１１月２６日、マナウスで福音派の儀式
に参加したボウソナロ大統領と夫人（Marcos 
Corrêa/PR）

� ２０１９年１１月２６日、マナウスで福音派の儀式
に参加したボウソナロ大統領と夫人（Marcos 
Corrêa/PR）

☆教会が連邦税務局に対して支払うべき１
０億レアルにも及ぶ負債を帳消しにする法
案提出

☆クリヴェラ・リオ市長が「親衛隊」組織
して、グローボの組織的取材妨害

☆レイプされて妊娠した１０歳少女の、合
法的な堕胎を妨害

☆暗殺されたマリエレ市議を同性愛者とし
て嫌悪
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クリヴェラのバックには、ネオペンテ

コステ派の雄、ウニベルサル教会
クリヴェラのバックには、ネオペンテ

コステ派の雄、ウニベルサル教会 グローボはカトリックのイメージが強いグローボはカトリックのイメージが強い
� Padre Marcelo Rossi

� カリスマ・カトリック
神父

� 毎日曜朝６時２５分か
らグローボでミサ放送

� Padre Marcelo Rossi

� カリスマ・カトリック
神父

� 毎日曜朝６時２５分か
らグローボでミサ放送

ウニベルサル教会の創立者エジル・
マセド氏。レコルジＴＶ（７ｃｈ）
のオーナー



メディアにおける
福音派拡大

メディアにおける
福音派拡大

Rede Globo 5chRede Globo 5chRecordTV 7chRecordTV 7ch

〝ブラジルメディ
アの帝王〟
カトリックのイメー
ジが強い

所有者 福音派ペンテ
コステ
Igreja Universal do 
Reino de Deus, Edir 
Macedo

視
聴
率
上
昇

視
聴
率
急
降
下



女性家族人権相は福音派牧師
ダマレス・アウヴェス氏
女性家族人権相は福音派牧師
ダマレス・アウヴェス氏

� 中絶には一切反対

� 父がネオペンテコステ派の Igreja
Quadrangularのブラジル支部創
立者（本部は米国）

� ダマレス本人もその牧師
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� 父がネオペンテコステ派の Igreja
Quadrangularのブラジル支部創
立者（本部は米国）

� ダマレス本人もその牧師



ダマレス氏の元部下、サラ・ウインターダマレス氏の元部下、サラ・ウインター

� カトリック保守派

� ヨーロッパの極右組織、武
装ネオナチ集団をまねて
「３００・ド・ブラジル」
創立

� ボルソナロ大統領熱烈支持

� 大統領に不利な判決ばかり
出す最高裁に花火を打ち込
む

� レイプされて妊娠した１０
歳の堕胎を妨害しようとし
た
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歳の堕胎を妨害しようとし
た



福音派的に過激化する主張 カトリック保守派との共闘福音派的に過激化する主張 カトリック保守派との共闘

�裁判所の堕胎許可の
ある、レイプされて
妊娠した１０歳の少
女に向かって、「人
殺し！」とさけぶ大
人たち

�裁判所の堕胎許可の
ある、レイプされて
妊娠した１０歳の少
女に向かって、「人
殺し！」とさけぶ大
人たち



�強姦による妊娠以外の堕胎は全て違法

�年間７３万～１２５万件（保健省推計）と言われる件数の大半が非
合法で堕胎

�毎年１００万人もの女性たちが、真剣に新たに救いを求めているが、
キリスト教は罪を言い渡すだけ

�福音派は、どんな理由があろうとも中絶に反対

�キリスト教では救われない女性たち

ブラジルでも最もポレミックな話題は中絶問題



2014年、100万件も違法堕胎があったのに、警察沙汰３３件のみ2014年、100万件も違法堕胎があったのに、警察沙汰３３件のみ



日本勢はこの現状に対して
え、何ができるか。
生長の家の興味深い取り組
み

キリスト教に学びながらも、
そのゆがんだあり方を、
日本的なよさをもって
補完するという方向性

日本勢はこの現状に対して
え、何ができるか。
生長の家の興味深い取り組
み

キリスト教に学びながらも、
そのゆがんだあり方を、
日本的なよさをもって
補完するという方向性

サンパウロ州イビウ
ナ市にある生長の家
聖地の宝蔵神社の
鳥居

宗教的な擬態



「赤子は天国でニコ
ニコと笑って、お母
さんに感謝していま
すよ」と慰める

イベロアメリアとア
ンゴラ及び
全伯第２８回

流産児無縁霊
供養塔
供養祭





2011年11月27
日
聖大師ご生誕日
記念式典で
サンタマリアを
コーラスが歌う
様子



放っておいても、ボ
ウソナロ支持国民は
増える

いくら国際メディア、
グローボなど左派メ
ディアから攻撃され
ても、不動の鉄板票
田がある。

2020年2月4日付けVeja誌

2032年にはカトリックより福音派が多数に



☆ボルソナロ氏は失策があれば失脚する可能性があるが、福音
派票が増え続ける現実は変わらない。

☆「第２のボルソナロ」が出てくるだけで、左派政権に戻るの
は難しそう。

☆二極化が進めば、最終的にはリオのように福音派ＶＳ極左
（ＰＳＯＬ）という可能性が高い。

☆今後、福音派の好みや、彼らが求めるサービスに合わせた商
品を提供する必要が高まってくる。



ご清聴ありがとうございました。

★複雑怪奇なブラジルの政治経済の動向を、いち早く、詳しく、わかりやすく伝えます。

ニッケイ新聞サイト

https://www.nikkeyshimbun.jp/

お問い合わせは
fukasawa@nikkeyshimbun.jp
koudoku@nikkeyshimbun.jp
まで


