
 
 
メキシコ報告：中間選挙 2021 年 

AMLO 与党連合で下院過半維持も… 
～15 州知事選は 11 州を制覇～ 

まとめ：編集部 河嶋正之 
 メキシコでは 6月 6 日、連邦下院 500 議席の改選、全国 32 州のうち 15州の知事選挙、30州の州議会議

員選挙、全国 2,469 自治体のうち 1,576 の首長選挙、メキシコ市の 16 区長選挙など、メキシコ憲政史上最大

規模のメガ選挙が実施された。今般選挙は大統領の任期 6 年の折り返し時点での中間選挙で、政権施政前半

の評価と今後の展望を示唆する重要な選挙だ。9 月 1 日の通常国会招集を前に、連邦選挙裁判所 TEPJF での

異議申し立て審理が 8 月 23 日までには完了する見込みで、既に確定している連邦下院選挙区（多数区）300
議席に加えて同比例区 200 議席（いずれも任期 3年）も確定する。 
なお、連邦下院選挙の投票率は 52.24％と大統領選挙のない中間選挙としては 2015 年の 47.72％、2009 年の

44.60％を上回り、有権者の関心の高さ（投票者数約 4,600 万人）を示している。 
本稿では連邦下院を中心に各級選挙結果の概要や現地評論などを踏まえて、アンドレス＝マヌエル・ロペ

ス＝オブラドール（通称アムロ。以下 AMLO）大統領（任期：2018 年～24 年）が率いる現政権の残る 3 年

間の政策潮流の俯瞰的展望を試みたい。 
 

連邦下院議員選挙：与党連合で過半数維持も改憲議席は未達 
 AMLO 大統領の与党・国家再生運動（MORENA：左派）が改選前の 252 議席から議席を大きく減らして

同党単独では過半数を維持できない見通しだ。連邦選挙管理庁 INE の 6 日夜開票速報によると同党の獲得

議席数は 190～203 議席と見込まれ、大方の予想通り、大統領が目指した憲法改正に必要な 3 分の 2 の議席

確保には至らない。しかし、AMLO 大統領の高い支持率を背景に、MORENA と「与党連合」を組む緑の環

境党（PVEM：中道）と労働党（PT：左派）の獲得予測議席を合算すると、下院過半数の 251 議席を上回り

そうだ。すなわち、INE の暫定予測では与党連合の獲得議席数は 265～292 議席となる見込みだ。 
他方、伝統政党が構成する｢野党連合｣は、国民行動党（PAN：中道右派）、制度的革命党（PRI：中道）、

民主革命党（PRD：中道左派）の 3党合計の獲得議 
席を大幅に増やす見通しだ。 
 Nexos 誌電子版による下院の政党別議席獲得予想 
によると（表 1）、MORENA が第 1 党で 199 議席を 
獲得（39.8％）、第 2 党は PAN で 111 議席（22.2％）、 
第 3 党は PRI で 70 議席（14％）、第 4 党は PVEM で 
43 議席（8.6％）、第 5 党は PT で 39 議席（7.8％）、 
第 6 党は新興野党の市民運動（MC：中道）で 23議 
席（4.6％）、第 7 党は PRD で 15 議席（3％）を獲得 
する。かくして、与党連合は全 500議席中 281 議席 
（56.2％）を、野党連合は同じく 196 議席（39.2％） 
を占めると予想される。したがって、与党連合は、 
下院の過半数を押さえて法律を成立させることは可 
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表 1. 下院の政党別議席獲得予想 
 選挙区 比例区 合 計 改選前 
与党連合 186 95 281 307 
 国家再生運動 123 76 199 252 
 緑の環境党 31 12 43 11 
 労働党 32 7 39 44 
野党連合 107 89 196 140 
 国民行動党 70 41 111 79 
 制度的革命党 30 40 70 49 
 民主革命党 7 8 15 12 
市民運動 7 16 23 24 
出所：議席予想数は Nexos 誌電子版 6月 16 日. 2021.07.02アクセス. 
改選前議席数は下院ウエブ(2021.06.30 現在)より作成.この他に社会結集 
党(PES)の 23 議席,進歩社会党(SP)の 6 議席がある.2021.07.02 アクセス. 
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能だが、しかし、AMLO 大統領が目指す憲法改正には 53 議席が不足することになる。憲法改正には上下両

院で 3 分の 2 以上の賛成が必要であり、とくに AMLO 大統領が目指すエネルギー改革に強いブレーキがか

かりそうだ。下記に上院（議員任期は大統領と同じ 6 年）の政党別議席数一覧を掲げる（表 2）。 
表 2 上院の政党別議席数(現行) 

政党名 MORENA PVEM PT PAN  PRI  PRD  MC  PES  無所属 合 計 
議席数 62 6 6 25 13 3 8 4  1 128 
占有率%   48.44  4.69  4.69 19.53 10.16  2.34  6.25  3.13  0.78 100.01 
出所：上院ウエブより作成. https://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 021.07.02 アクセス. 
注：2018 年総選挙では MORENA,PT(労働党),PES(社会結集党)が与党連合｢共に歴史を作ろう(JHH)｣を結成も 2020 年末に解散. 

2021年選挙では MORENA と PT と PVEM(緑の環境党)が与党連合を形成. 
 

AMLO 大統領の「変革」は先行き不透明 
今般の中間選挙は与野党ともに相応の「満足」が得られる結果といえよう。しかし、大勝利あるいは大敗

北のない局面はこれからの政治過程に複雑かつ微妙な政治的影響を及ぼすとの見方もある。 
例えば、与党連合が上下両院で 3 分の 2 超の改憲可能勢力を持たない現状では、AMLO 大統領が「急進

化する可能性は限定的だ」との言説がある。大企業団体の長は、MORENA が下院で約 2 割の議席を失い、

メキシコ市区長選挙の半数以上で敗北した事実は、AMLO 大統領が「いっそう急進的な政策課題に舵を切

ることを許さないだろう。我々企業も社会も彼の流儀に慣れるしかない」と語る。また別の産業人は、大統

領就任から 3 年を経た今回の選挙で「大統領が今後とも政治的にも変わらず経済政策も従来通りだと分かっ

たのは大きな安心材料だ」とする。さらに国内銀行トップは、中南米諸国の左派指導者と異なり「大統領は

債務の膨張を許さない財政健全主義者だ」とその姿勢を称賛する。確かに金融市場では通貨ペソ高と株高の

方向に動いた。市場は与党連合の「ほどよい勝利」を好感する格好だ。金融市場の次の焦点はメキシコ中銀

の金融政策（利上げ）とされた（中銀は 6月 24日、政策金利を 0.25％引き上げ 4.25％とした）。 
他方、現職は通常、中間選挙で支持を落とすものだが、AMLO 大統領はエネルギー開発や選挙法改正、

治安維持などに関して憲法を改正する方針を強く打ち出しており、今回選挙で「望んでいた結果（3 分の 2
超の改憲議席）」を得られなかったことで、「より急進的になろうとする可能性は高い」との指摘もある。 

AMLO 大統領自身は開票後の記者会見で、各種選挙が事故なく実施されたことはメキシコの民主主義の

成熟を示すものであり、かつ自らの政策に対する国民の支持を示すものであるとして「満足、満足、満足」

と述べた。大統領は今後とも貧困層支援を強化し、「メキシコの第 4 次変革（4T）」を継続し加速すると表

明した。対外政策は独自の外交政策を遂行し、不法移民問題などについて引き続き米国政府と協力するとし

た。また、増税せずとも言明した。デルガド MORENA 党首は、選挙結果を「歴史的な勝利」だと自賛した。 
 AMLO 大統領は他方で「偏屈で毒舌かつ不道徳」なメディアが自分を悪徳人物に仕立て上げたと非難し、

中間層に対しても「自分さえ良ければいい」と考えていると攻撃の矛先を向けた。彼一流のけんか腰の物言

いは選挙後も変わらないが、メキシコの「変革」を旗印に推進してきた政策プログラムを大きく変更する可

能性はないだろうと見られている。「変革」の主要政策目標は、①深刻な所得格差の是正に取り組む社会プ

ログラム、②貧しい南東部での雇用創出を目指したインフラ整備、③化石燃料によるエネルギー自給などだ。

大統領は開票後に早速、サルディバル最高裁長官の任期延長法令を公布したが、野党は 2024 年に任期満了

となる AMLO 大統領の続投画策（現行憲法は再選絶対禁止）への布石だと非難している。他方、国政選挙

費用の 20 億ドルを節約すべしとして、上下両院比例区の上院 32 議席と下院 200 議席を廃止し、連邦選挙管

理庁 INE や連邦選挙裁判所 TEPJF も市民視点で改革すると独立機関の合理化方針をも表明した。 
 

経済回復の先行き不透明 
 AMLO 大統領は 2018 年 12 月の就任以来、前政権が進めたエネルギー産業の民間開放などの新自由主義

的自由化に反対する立場をとり、とくに電力や原油といった資源分野での国営企業の権限拡大に力を入れて

いる。このため外国企業の間には「今後は国営企業の保護策が一段と加速しかねない」と、ビジネス環境の

更なる悪化を警戒する声が広がる。今年も民間ビジネス拡大制限政策を相次いで導入しており、3 月の電力

産業法改正では、国営電力公社 CFE が民間企業と締結した電力不足時の融通契約内容を遡及変更可能に改

めた。4 月の労働法改正では人材派遣が原則禁止され、自動車部品製造などの分野で進出済の多くの日本企

業は対応に追われている。4 月改正の炭化水素法では国営石油公社 PEMEX による寡占に逆戻りする規定が

盛り込まれた。 
AMLO 大統領は 18 年選挙で圧勝後、各種補助金や年金の増額、最低賃金の大幅引き上げなどにより支持

層をつなぎ止めてきた。ところが大統領は財政規律主義者であり、債務膨張を拒否して引き締め政策を続行

している。新型コロナウイルス（COVID-19）のまん延を前にしても有効な経済対策を打ち出せず、20 年通

年の実質 GDP 成長率は 8.5％減と落ち込み、2 年連続のマイナス成長となった。メキシコ銀行は米国の巨額

の経済刺激策を追い風に回復に転じるとして 6 月 2 日、21 年成長率をプラス 4.8％から 6.0％に引き上げた。

だが、経済の先行き不透明感は拭えない。大統領は就任以来、メキシコ市の新空港やビール工場の建設中止
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を求めるなど「反ビジネス」的決断を下して、長期低成長から抜け出すために必要な大規模投資を妨げてき

た。これまで大統領は富裕層やメディア、経済エリートなどの「政敵」を執拗に攻撃しており、既に亀裂が

深まり暴力がはびこるメキシコ社会を更に分断させかねないとの懸念も高まる。実際、今回選挙では 2018

年選挙に比べて麻薬・犯罪組織などによる凄惨な暴力的介入（殺人）事件が頻発して「流血の選挙戦」とも

報道された。ある国内銀行トップは「最も重要なことは格差拡大の阻止であり、貧富の格差や南北の地域差

の解消だ」と述べ、「船を前進させるには国民全員が同じ方向に向かって漕ぐ必要がある」と指摘する。 
 

知事選挙：MORENA が 11 州で勝利、女性知事が 6 人誕生 
州知事選挙では、MORENA 候補が改選 15 州のうち 11 州を制覇して圧倒的な強さを見せつけた。この結

果、MORENA が現職知事 6 州と合わせて全 32 州の半数と全国民の約半分 5,846 万人を統治することになる。

他方、メキシコ伝統政党の雄だった PRI は改選前に 15 州のうち 8 州の知事ポストを占めていたが結果は当

選者ゼロで、4 州の現職ポストを保持するのみとなり影響力の凋落が甚だしい。また、同じく伝統政党の

PAN は 2 州を失い 8 州に、同 PRD は 1 州を失いゼロとなった。全国州知事の政党別新布陣は MORENA が

17 州、PVEM・PT 連合が 1 州、PAN が 8 州、PRI が 4 州、MC が 2 州となり、各地方の有力ボス（カシー

ケ：cacique）が住民を支配する伝統的な地方政治の構造に地殻変動が生じているといえよう（表 3/4、図 1）。 
なお、日系進出企業が多い州の知事選挙はケレタロ州とチワワ州で PAN 政権が継続、ヌエボレオン州で

新興野党 MC 候補が PRI・PRD 連合候補を抑えた。サンルイスポトシ州では PVEM・PT 連合候補が

MORENA 候補と PAN・PRI・PRD 野党連合候補とを破った。サカテカス州では MORENA 候補が当選した。 
また、今回の知事選挙で女性知事が新たに 6 人誕生した。所属は MORENA が 5 人と PANが 1人で、現職

のメキシコ市長と合わせて同時に 7 人の女性知事が在職するのはメキシコ史上初めてという。ジェンダー平

等進展の証だが、本当の平等達成には女性知事が女性人口比 45％、すなわち 14 人必要との指摘もある。ま

た、連邦選挙管理庁 INE によれば今回の選挙の結果、女性下院議員 246 人が誕生するという。 
 

表 3 MORENA 知事の 17 州と住民数       図 1 全国知事の党籍別一覧 

出所：El Financiero 紙 6月 7 日付電子版転載.(注)Campeche 州は MORENA 候補当選． 
表 4 女性知事州一覧 

新任知事 6 人：Baja California, Colima, Tlaxcala, Guerrero,  
Campeche(以上 MORENA), Chihuahua(PAN) 

現職知事 1 人：Ciudad de México(MORENA) 
出所：El Financiero 紙 6 月 7 日付電子版より作成. 

出所：El Financiero 紙 6 月 14日付電子版より作成. 
人口は INEGI(地理統計院) 2020 年データ. 

メキシコ市区長・州議会議員・自治体首長 
メキシコ市（CDMX）の区長選挙では野党連合が大躍進した。首都メキシコ市は官選市長から民選市長に

なった 1990 年代から左派の牙城で、当時 PRD に所属した AMLO 大統領も 2000～05 年に市長を務めた。し

かし、今回の区長選挙では MORENA は大敗し、メキシコ市の有権者は MORENA に「背を向けた」と評さ 
図 2 メキシコ市区長選挙結果            れている。すなわち、MORENA を中心とする与党連合は、前

回 2018 年には全 16 行政区のうち 14 区で勝利したが、今回

選挙では東部の 7 区で当選者を出した。しかし、PAN を筆頭

とする野党系が西部 9 区で区長の座を獲得し、うち野党連合

の 8 区長は区長連盟を結成して同一行動をとる。 
メキシコ市の東部地区は総じて一人当たり所得が相対的に

低く、かつ人口も少ない地域で、他方、西部地区にはミゲル

イダルゴ、ベニートフアレス、アルバロオブレゴン、コヨア

カン、クアウテモクなど人口も多く高所得者が多く住む有力 
出所：Forbes México 6 月 7 日付電子版                 区があり、野党連合はこの西部地区で強固な政治基盤を確保 

新知事 11 州 Baja California: 769,022 人 
Baja California Sur: 798,447 人 
Campeche: 958,363 人 
Colima: 731,391 人 
Guerrero: 3,540,685 人 
Michoacán: 4,748,846 人 
Nayarit: 1,235,456 人 
Sinaloa: 3,026,943 人 
Sonora: 2,944,840 人 
Tlaxcala: 1,342,977 人 
Zacatecas: 1,622,138 人 

現職知事 6 州 Ciudad de México: 9,209,944 人 
Morelos: 1,971,520 人 
Puebla: 6,583,278 人 
Veracruz: 8,062,579 人 
Tabasco: 2,402,598 人 
Chiapas: 5,543,828 人 
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したことになる。したがい、シェインバウム・メキシコ市長（MORENA。女性）は残る任期の 2024 年まで

の 3 年間、市長としての意思決定に際して政治的な困難に直面する場面がありそうだという。 
州議会議員選挙の暫定速報では、改選 30 州のうち MORENA が改選前と同じ 18 州（19 州との報道も）で

第一党となる見通しだ。このほか PAN が 4～7 州で、PRI と MC が各 1 州で第一党となりそうだ。しかし、

残る 5 州では優勢党は各党バラバラとのこと（El Economista 紙 6 月 13 日付）。 
図 3 州議会の第一党勢力          かくして MORENA など与党系諸党が国家予算のうちの

地方交付金総額の 60％超を差配する強大な政治力を得た

という。主要州で見ると PAN がチワワ、タマウリパス、

ヌエボレオンで議席を失い、前 2 州では MORENA が、

後 1 州では PRI と PRD がその間隙を埋めた。他方、

MORENA はミチョアカン、サンルイスポトシ、ドゥラ

ンゴで議席を減らし、PAN・PRI・PRD の野党連合が多

数派となった。また、サカテカスでは MORENA と野党

連合が拮抗しているという（Forbes México 6 月 8 日付）。 
地方自治体の首長等選挙は今回、全国 2,469 自治体の 

出所：Forbes México  6 月 8日付電子版.            うち 1,576 で行われた（INEGI 地理統計院）。速報ベース

では、連邦政権与党の MORENA が確かな存在感を示し 220 人の同党単独首長が誕生した。加えて何らかの

与党連合候補の当選は 568 人に及ぶ。また、友党の PT は単独 34 人、連合 386 人が、PVEM は同じく 70 人、

153 人がそれぞれ当選した。他方、野党の PAN は単独候補が 137 人、連合候補が 427 人当選し、同じく PRI
は 188 人、487 人が、PRD は 48 人、398 人が、MC は都市部を中心に 107 人、3 人が当選した。なお、ドゥ

ランゴ州とイダルゴ州では首長選挙はなかった（第 4 図。El Economista／Forbes México）。 
 他方、今回改選の 13 州都の市長選挙では MORENA が 5 市で、PT が 1 市で、PAN が 3 市で、MC が 4 市

でそれぞれ所属候補が当選した（第 5 図。El País紙）。 
図 4  地方自治体：政党別支配率(％ 単独+連合)   図 5  13 州都の市長選挙：党派別当選結果 

出所：El Economista 6月 13 日付電子版             出所：EL PAIS 6 月７日付電子版 
 

結び：これからどうなる 
 AMLO 大統領はメキシコ憲政史上「異形の大統領」として高い支持率を維持し、中間選挙前の 5 月世論

調査では支持 59％、不支持 39％、選挙後の 6月調査は 56％、40％だった（El Financiero 紙 6月 1 日付、7 月

5 日付）。課題は順に安全確保、経済安定、腐敗撲滅、感染対策で、54％が再選賛成、41％が反対だ。 
AMLO 大統領は恒例早朝記者会見で 6 月 15 日、政権後半に憲法改正を伴う三大改革を目指すと公言した。

第 1 は電力公社 CFE の改革で発電の民間比率を 46％までに制限する。第 2 は選挙制度改革で連邦選挙管理

庁 INE の真正中立化と各種選挙助成金の削減、上下両院比例区の全廃を図る。第 3 は市民生活の安全確保

に向け、国家警護隊 GN の所管を安全市民保護省から国防省へ移管する法案を 2023 年に上程する（Foebes 
México など各紙 ）。2022 年 3 月に大統領信任投票が予定され、三大改革の成否が注目される。また、

AMLO 大統領は 7 月 24 日、ラ米カリブ諸国共同体 CELAC 外相会議が議長国メキシコで開催された折りに、

ベネズエラとボリビアへの対応を不服として、OAS の中立組織への改編を提起した（各紙 7 月 25 日付）。 
 対米関係では、安全で秩序ある移民政策と環境・国境・エネルギー産業規制強化などを巡る連携、通商関

係などが焦眉の課題となろう。ハリス副大統領はじめ国土安全保障局 NSC 長官や連邦捜査局 FBI 長官など

米政府高官の訪墨が相次いでおり、両国の懸案事項をめぐり活発な閣僚級外交が展開されよう。 
日本企業にとっては、米加墨協定 USMCA（新 NAFTA）と日墨 EPA、TPP11 の枠組みでのビジネス環境

改善が望まれる。通貨ペソも物価も安定的に推移し政権による輸入制限などの保護主義的動きもなく、在墨

日系輸出型製造企業にとって目先の大きな課題はなかろう。メキシコ国内市場向けビジネス分野では、財政

緊縮策による内需の低迷が続きそうだ。エネルギー関連分野では、既述のようにメキシコ政府による国家管

理指向が強く慎重な事業評価が必要となろう。なお、年初には茂木外相が訪墨し外相・経済相との会談で、

今後の戦略的連携の一層の強化などが確認された。（完 2021.08.01記） 
 

（注:文中の意見にわたる記述は執筆者の私見です） 
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アミーゴ会活動報告 

アミーゴ会「2020年度決算案・2021年度予算案」の報告 
メキシコ・日本アミーゴ会 幹事会 

メキシコ・日本アミーゴ会は2020年度、新型コロナウィルスの蔓延と政府の緊急事態宣言等でオンラインによ

るメルマガや「アミーゴ会だより」の配信のほかは対面活動を展開できませんでした。2021年度も総会・懇親会

や講演会などの諸々の対面事業はコロナ禍の収束を待つことになります。ここに「2020年度決算案」を「2021年
度予算案」とともに本号にてご報告し、会員の皆さまのご承認をお願いしたく存じます。なお、決算案は南郷監

査役に5月11日付でご承認いただき、メールやウエビナー幹事会での審議を終了しております。また、下条宗男さ

んが幹事退任と退会を申し出られたので承認しました。長年のご貢献に心よりお礼を申し上げます。 
2021年7月5日 事務局長 笠井道彦 

2021 年度予算案 

収   入 （円） 

1) 会費収入（100 名＋御宿 2 万円：注 1） 320,000 
2) 事業収入   
 懇親会費 150,000 
 ゴルフ同好会費 0 
３）その他収入 100,001 
 当期未精算金 0 
 受取金利 1 
 振替金（資産勘定：FM 協賛金として：注 2） 100,000 

収入合計① 570,001 

支    出 (円) 

１）事業費 240,000 

①総会・懇親会（日時場所未定） 150,000 

②講演会事業費（2 回 x3 万円＋講師旅費 3 万円） 90,000 

２）管理費 245,000 

 郵送費 15,000 

 雑費・コピー代 10,000 
 WEB サイト HP維持費 40,000 
 西日本幹事旅費(交通費 28,000+宿泊費 10,000) 38,000 
 西日本懇親会支援金 10,000 
 2021 年度編集取材費 50,000 
 2021 年度事務局費 50,000 
 経理業務委託費（新規：注 3） 30,000 
 振込み手数料 2,000 

３）特別支出 100,000 

 FM(フィエスタ・メヒカーナ)協賛金（注 2） 100,000 

支出合計② 585,000 

当期損益  ① - ② -14,999 
（参考）資産勘定 2021年度予算 
当期損益 -14,999 
前期繰越額 2,589,613 
期中振替（現金勘定へ） -100,000 
次期繰越額 2,474,614 

2020 年度決算案 
収   入 （円） 

会費  内訳 89 名+御宿 286,560 
    小計：みずほ銀行分 221,000 
     みずほ銀行受取利息 3 
    小計：郵貯銀行分 65,560 
     収入合計（A) 286,563 

支   出 決算案 
未払金（19 年度編集費･事務局費） 100,000 
小口現金支払い計(注 1) 33,852 
WEB サイト HP 維持費 31,100 
2020 年度編集部費 50,000 
2020 年度事務局費 50,000 
その他振込及び資料費 9,133 
支出合計  (B) 274,085 
当期損益 (A) - (B) 12,478 
(注 1）小口現金支払い明細  

幹事会交通費(出席幹事@千円) 6,000 
コピー代金 2,595 
郵送費 23,380 
消耗品 1,877 
小口現金支払計 33,852 
（参考）資産勘定  

2020 年期末残高（内訳） 2,589,613 
前期繰越額 (2,577,135 円+当期利益 12,478 円)  

             みずほ銀行 305,640  
             ゆうちょ銀行 2,280,094 
             手持現金 3,879 
2021 年度へ繰越金 2,589,613 

2021年度予算案の注記： 
注1.会費納入個人会員数は2019年度173人,2020年度89人.御宿

は団体会員. 
注2.FM(フィエスタ･メヒカーナ)は台場会場が五輪で9月使用

不可.別会場での5月開催案も中止.時期･会場の変更や中止も. 
注 3.事務局業務軽減の一環で経理月次処理の委託を検討中. 
注 4.今後の便宜も慮り予決算表の体裁を記載のように変更． 
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私の本棚 

『メキシコ経済の基礎知識（第3版）』 
著者：中畑貴雄 JETROメキシコセンター所長 

メキシコはNAFTA(USMCAに2020年7
月改編発効)の枠組みで､2018年には世界

第6位の自動車生産大国となり自動車産

業を中心に日系進出企業が1,200社を超

えた。国民の平均年齢27歳､世界第10位の

1億2,650万人の人口､巨大消費市場の可

能性も有する｡しかし過去10年間の経済成長率は年平

均2％程度と低迷､そのポテンシャルを生かしきれてい

ない｡メキシコ経済の現状と課題につきメキシコ担当 

歴連続20年の著者が実相を解説｡AMLO政権誕生後1
年までの政治経済社会を記述｡ビジネス関係者の必携

書。2020年3月刊｡306ページ｡価格(税込)3,190円｡ 
JETROオンデマンド出版申込先：
https://www.jetro.go.jp/publications/ 
＜目次＞ 
序 章 政治体制の概要とAMLO 政権の誕生 
第１章 安定したマクロ経済 

第 2 章 変化する消費市場 

第 3 章 米州全域に向けた生産拠点として成長した輸出産業 

第 4 章 外資系と財閥の影響力が強いメキシコ市場 

第５章 通商政策重点地域は米州からアジア太平洋へ 

第 6 章 経済成長を加速させるための中長期的課題 

第 7 章 ビジネスアプローチに必要な実務知識 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

私の本棚 
『ゆびのこと、しってる?』 

～ユリ子おばちゃんのおしゃべりえほん～ 
著者：黒沼ユリ子 イラスト：大西三朗 

ヴァイオリニストの黒沼ユリ子さんが､

小学生時代の恩師と手がける「おしゃべ

り絵本」シリーズ第1作。親指は｢のみつ

ぶしゆび｣､中指は｢こころゆび｣…ふだん

何気なく使っている指には、それぞれ役

割や名前の由来があります｡指使いのプ 

ロでもあるユリ子おばちゃんが､ぼく･わたしとお喋り

しながら｢ゆび」がもつ奥深い世界へと導きます｡そこ

では知る喜びだけでなく､思いやりや努力､そして平和

の大切さも感じ取れることでしょう｡かつて笹塚小学

校で自由な絵の楽しさを教えた大西先生と､才気煥発

の少女ユリ子くんが70年の歳月を経て共作した“奇跡

の絵本”です[富山房HP]｡お薦めの黒沼会員の快作です。 
2021年6月刊｡31ページ｡価格(税込)1,980円｡ 
冨山房Int’lHP：https://www.fuzambo-intl.com/ 
＊本書はアミーゴ会メルマガ7月10日付でご案内済みです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

私の本棚 
『高地文明～「もう一つの四大文明」の発見』 

著者：山本紀夫 国立民族学博物館名誉教授 
｢四大文明｣は､ナイルや黄河などの大

河のほとりで生まれたとされるが､は

たしてこれは正しいか｡これら以外に

も、独自の文明が開花し､現代の私たち

にも大きな影響を与えた地域があるの

ではないか｡それが熱帯高地だ｡本書は

アンデス､メキシコ､チベット､エチオ

ピアの熱帯高地に生まれ､発展してきた４つの古代文

明を紹介する。驚くほど精巧な建築物､特異な環境に根

ざした独特な栽培技術や家畜飼育の方法等､知られざ

る文明の全貌とは？[商品解説]｡文明の大河発生論を 

覆す中南米古代文明研究の到達点｡類書中でも読み易

い｡2021 年 6 月刊｡価格(税込)1,155 円｡中公新書｡ 
＜目次＞ 
第１章 歴史教科書の記述は正しいか 
第２章 ｢高地文明｣の発見にむけて 
第３章 ｢それは雑草から始まった｣ 

－メキシコ中央高原に栄えた石器文明 
第４章  ジャガイモが生んだアンデス高地の文明 

－ティティカカ湖畔にて 
第５章 高地文明としてのインカ帝国 

－天空の帝国が生んだ文明 
第６章 チベットの高地文明 

－チンコーとヤクとチベット仏教 
第７章 もうひとつの例 

－エチオピア高地の文明 
終 章 ｢大河文明｣説の見直しに迫る 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お知らせ 
メキシコ革命 200 年 美術展｢メヒコの衝撃｣ 
～メキシコ体験は日本の根底を揺さぶる～ 

会期：2021 年 7 月 10 日～9 月 26 日 
会場：市原市立湖畔美術館 入場料：一般 1,000 円 
詳細：メヒコの衝撃―メキシコ体験は日本の根底を揺さぶる | 市原

湖畔美術館／ICHIHARA LAKESIDE MUSEUM (lsm-ichihara.jp) 
内容：メキシコの歴史･風土･人･芸術に衝撃を受け自ら

の表現に向きあってきた 8 人のアーティストに焦点を

当て､メキシコの何が彼らを惹きつけたのか､そのメキ

シコ体験を多角的に解き明かそうとする[同館 HP]｡ 
出展作家：北川民次､岡本太郎､利根山光人､深沢幸雄､

河原温､水木しげる､スズキコージ､小田香｡ 
＊本展はアミーゴ会メルマガ7月7日付でご案内済みです。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お知らせ 
写真展｢Territorios：空から旅するメキシコ｣ 

～サンティアゴ・アラウのドローン写真展～ 

会期：2021 年 7 月 21 日～8 月 21 日 

会場：メキシコ大使館の下記デジタルギャラリー
https://www.kunstmatrix.com/en/embamexjp 

内容：サン・イルデフォンソン美術館に続き東京芸術

劇場で8月3日まで公開された若手写真家アラウによる

上空から捉えた多彩で魅力的な景色。 
＊本展はアミーゴ会メルマガ7月22日付でご案内済みです。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お知らせ 

｢メキシコ料理へのアプローチ｣の終了 
メキシコ料理のパイオニア渡辺庸生シェフにご寄稿願

った｢食の世界遺産:メキシコ料理へのアプローチ｣は

先号 4 月号を以て最終回となりました｡ご多忙のなか

12 回にわたって無償連載を頂きました｡改めてお礼を

申し上げます｡近々の再登板を熱望します。 
 
 
 
 
 
 

あとがき：COVID-19 の猛威まん延で TOKYO2020 を横目に

Quédate en casa／Stay home の毎日ですが､猛暑酷暑続きの

日々には程良いかもしれませんね｡しかし予防接種頼みの無

策からは一日も早く脱却したいものです｡正しく恐れて元気

に乗り切りましょう｡予定稿の未着で発行が１ヶ月遅れまし

た｡皆さまの積極果敢なご寄稿をお待ちします｡[20210803 か] 
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