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3 月 5 日に、 同氏の追悼集会が開かれた。 ロ
イター通信によると、 集会には全国から数万人
が参加したとみられる。 現大統領のマドゥロ氏
もこれに参加し、 チャベス氏の棺が安置され
た陸軍博物館を訪問した。 マドゥロ氏は追悼
集会によって前大統領の威光を利用する意図
があるとみられるが、 ベネズエラでは 2 月頃か

ら現政権への抗議デモが活発化しており、 こ
の日も追悼集会の阻止のために、 反政府派
が夜明け前から道路封鎖などを行った （赤旗
3/7 ほか）。

［文責 ： 李和珍 ・ 加藤久子 ・ 小林宏至 ・ 間
永次郎 ・ 藤井修平 ・ 光成歩］
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小特集

教皇フランシスコ就任 1 年
１． メディア戦略の成功
2014 年 3 月、 教皇フランシスコの就任から 1 年を迎え、 報道各紙は 1 年間の言動や成果を
取り上げた特集記事を掲載した。 まず特筆すべきは、 広く全世界へと発信されるバチカン関連
報道の増加である。 庶民的な人柄や社会的弱者に寄り添う姿勢を取り上げたエピソードが頻繁
に配信され、 日本のマスメディアでも大きく取り上げられるなど、 カトリック教会の内外で教皇の
言動が注目を集めた。 米国の調査会社 GLM は、インターネット上の英語での情報発信 （ニュー
スサイトやブログ、 ソーシャルメディアなど） を分析した結果、 2013 年に最も話題になった人物
は教皇フランシスコであるとの結果を発表した （SANKEI EXPRESS2013/11/15）。
教皇のツイッターへの投稿に対するフォロワーは 1 千万人を超え （赤旗 2013/10/31）、 2013
年 3 月末の就任から年末までの 9 か月間でミサや交流行事のためにバチカンを訪問した信者
は約 662 万人 （2012 年は年間約 230 万人）、 1 か月平均では前年の 3 倍となった （読売 1/4
ほか）。 2013 年末には、 米誌 『タイム』 の 「パーソン ・ オブ ・ ザ ・ イヤー （今年の人）」 に選
出された ［→ 『ラーク便り』 61 号 53 ～ 54 頁参照］。 ただし、教会内部には、教皇の言動を 「教
皇の神聖性を弱めるような姿勢」 とみて問題視する勢力もみられ （産経 3/16）、 「大衆迎合的」
との批判も根強い （信濃毎日 3/12）。
もちろん、 教皇に関する報道数の増加は自然発生的な現象ではない。 バチカンについては、
「世界的な監査法人や広報企業を雇って一部の実務を委託し助言も受けている」 との報道があ
り （読売 3/12）、 2012 年 6 月以降、 米 FOX ニュースの元ローマ特派員バーグ氏が広報分野
の顧問を務め、メディア戦略に一層の力を入れていると報じられる ［→ 『ラーク便り』 57 号 41 頁参照］。
とはいえ、 総体として、 教皇フランシスコの言動に多くの人々の関心が寄せられていることは事
実とみて良いだろう。
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２． 目立った成果
（１） 外交
教皇の動向は各国政府も注視している。 教皇は 2013 年 9 月、 露サンクトペテルブルクで
開催された G20 サミットに際し、 シリア問題の平和的解決を訴える書簡を送り、 軍事介入の回
避に向けた環境作りの先鞭をつけるなど、 世界の政治情勢を左右する 「究極のソフトパワー」
（毎日 3/20） としての役割を演じることに積極的とみられる。 カトリック信者の多い欧米諸国は
もとより、 イスラエル、 パレスチナ、 ヨルダンなど中東諸国、 長年あまり関係の良くなかったロ
シアなどからも、 首脳の 「バチカン詣で」 が引きも切らない。 さらに、 国交のないミャンマー
の野党指導者アウンサンスーチー氏と会談し ［→ 『ラーク便り』 61 号 52 頁参照］、 昨今で
は中国との関係正常化を視野に入れているとも報じられている ［→バチカン参照］。 2014 年 8
月にはアジアン ・ ユース ・ デーの開催にあわせ韓国を訪問予定であるなど （カトリック 3/23）、
アジアにも目を向ける。
こういった教皇フランシスコの外交政策の特徴として、 単なる平和主義ではなく、 大国との力
関係や教会の利益を重視する 「リアル ・ ポリティクス」 （現実主義政治） に近い側面があると
の評価がある （毎日 3/20）。 シリア内戦においては、 アサド政権寄りのキリスト教徒とイスラム
系の反体制派との対立構造のなか、 キリスト教徒の保護を第一義とした。 一方、 昨今のウクラ
イナ情勢をめぐっては、迫害を怖れたカトリック信者のクリミア半島からの退避が始まるなか （カ
トリック 4/6）、 ロシアとウクライナ双方に 「誤解」 の解消を促すよう発言するに留め、 プーチ
ン露大統領に 「気兼ね」 しているとの声も聞かれる （毎日 3/20）。

（２） 人事
そのほか、 人事の刷新も耳目を集める。 コンクラーベの際に教皇候補として報じられた世界
各地の有力大司教や、 コンクラーベ前に記者会見を開き、 組織改革が手ぬるいとバチカン官
僚に噛みついたオマリー枢機卿 （ボストン大司教） やペル枢機卿 （シドニー大司教） を要職
に引き立て ［→ 『ラーク便り』 59 号 41 頁参照］、 教皇庁に関する報道では 「現場派」 ・ 「官
僚派」 という二分法が定番となった感もある。 このような手法で現場のニーズを吸い上げると
同時に、 バチカンの要である国務長官 （首相に相当） には 50 代の 「働き盛り」 で国務省
外交畑のエリート、 パロリン大司教を取り立てるなど ［→ 『ラーク便り』 60 号 47 頁参照］、 人
事面での 「したたか」 な 「バランス感覚」 が評価されている （読売 3/12）。 当然予見される
こととして、 バチカン内部の保守派からは反発の声が上がっているというが （読売 3/11 ほか）、
そのような批判が、 まとまった形で見えてくるには至っていない。
なお、女性の叙階について、「扉は閉ざされている」 と明言したと報じられてきたが （Newsweek
2013/8/13、 20 ほか）、 ここにきて、 バチカンの省庁幹部に女性の有識者 （一般信徒） を
任命する可能性が指摘されている （日経 3/13）。

［文責 ： 加藤久子］
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