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インターネットを利用したラテンアメリカ研究の

可能`性とその課題

一データベースの構築と研究ネットワーク作りに向けて竺

慶應義塾大学山本純一

１はじめに

インターネット（')はマスコミで話題にならない日がないほど、日本でブームを

巻き起こしている。自然科学ではインターネット抜きでは研究そのものが成り立た

ないほどに利用されている(2)。しかし、社会科学、とくに地域研究の分野ではそ

の利便性と重要性が広く認識されているとはいいがたい。フィールドを重視する地

域研究者にとってインターネットは２次的な研究手段かもしれないが、日本のラテ

ンアメリカ研究者がフィールドに常駐できない以上、情報の受発信源および共同研

究手段としての価値は、利用者の激増が見込まれている近い将来(3)飛躍的に高ま

ると思われ、これを利用しない、または利用できない研究者は自らが想像する以上

のハンデを負うものと予想される。そこで本稿は、日本のラテンアメリカ研究に

とってのインターネットの価値と意味を問うため、ネット上で利用可能なラテンア

メリカ関連愉報(`）を紹介した後、インターネットを利用した研究の可能性と課題

について論じる。そして最後にそれまでの論述を踏まえ、学会およびラテンアメリ

カ研究の発展のための提言を行いたい。

２インターネット上のラテンアメリカ情報

本稿注の後に資料５としてラテンアメリカの主な地域・国別ホームページー覧表

(以下、一覧表という）を掲載する。紙幅の関係で筆者と筆者のゼミ生諸君が調べ
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たすべてのホームページを紹介することはできなかったが、それをご覧いただくだ

けでも驚くほどの量の情報がインターネットで入手可能なことがわかる。ただ、問

題なのは地域．国による情報格差である。たとえば、検索エンジンのaltavista

（http:"ｗｗｗ・altaviBtacom/）を使って「ブラジル」というキーワードで検索す

ると、１０万件ほどのホームページがヒットする。これに対して、エクアドルやエ

ルサルバドルホンジュラス、ニカラグア、パラグアイといった国々の情報は少な

い。一般に、ネット上で公開されている情報の量は、その国の経済的発展度と正の

相関関係にあると言えるかもしれない(5)。経済的な南北（南々）問題は、情報化

の南北（南々）問題につながる可能性を示唆している（６）。

次に情報の質である。筆者の研究対象であるメキシコを例にとって考えよう。た

とえば、メキシコの最新の貿易収支を知りたいとする。そこで一覧表メキシコ

３）の経済情報パンク（Bancodelnformaci6nEcon6mica）にアクセスしてみ

る。最初の画面が出たところで、統計情報（InfOrmaci6nEBtadiBtica）の項目を

クリックする。すると、さらに細かく項目が分かれており、経済面（Aspectos

Econ6micos）をクリック、次に最近の経済指標（IndicadoresEcon6micoBde

Coyuntura）をクリック、やっと貿易収支（BalanzaComercial）が出てくるの

でまたクリック。ここでもいくつかの項目に分かれている。まずは貿易収支の概要

（ResumendelComercioExteriordeM6xico）を見る。これをセーブしてワ

ープロ原稿に読み込んだのが資料１である（？)。

検索時間は5分ほどであったが、この場所を予約（Bookmark）しておけば、次

回からは一気に目的のページに飛ぶことができる。この検索を行ったのが97年４月

１２日午後11時5分で、９７年２月までの速報値が得られた。９７年４月１１日にデータを

更新しているので、速報性という点では十分満足のいく質ではなかろうか⑬)。

次にメキシコ銀行が公開している経済白書TheMexicanEconomy（http:

//www・banxico,or９．ｍx/public-html/doyai/mexecon96/ｍ９６ｉ､ｈｔｍｌ）に飛ん

で、長期的な輸出構造の推移を調べてみよう。StatisticalAppendixの中の

StructureofMerchandiseExportsをクリック。今度はネットスケープの

Print機能を使って印刷してみよう。得られた表が資料２である。
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インターネットで得られる情報はこのような統計資料だけでない。数は多くない

が、論文のフルテキストも入手可能である。たとえば、一覧表メキシコ５）の

DocumentsonMexicanPoliticsには、メキシコの政治に関する興味深い論

文・評論が70篇以上と政府・政党の公文番がいくつか公開されている。その中か

らCarlosFuentesの論考SalinasversusZedillo：Lasfaldasdela

Coatlicueの一部を取り出してみよう（９）。
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(資料３）
田②畠

研究分野によっては検索できる資料に不満も残ろうが、いずれにしてもこれまで

メキシコ大使館やアジア経済研究所に行かなければ手に入らなかった資料・文欝

が、自分の研究室や自宅でマウスを動かし、クリックするだけで入手できる時代が

来たことは確かである。もちろん、画面のページを印刷するのに多少の時間がかか

るし、インターネットにすべての資料・文書が公開されているわけではないが、少

なくともラテンアメリカ研究にとって「インターネットIまからっぽの洞窟」（１０'で

はなく、探せば「情報の宝庫」となる。いや、中毒患者が出るくらいであるから(血)、立
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花隆氏が言うようにまさに「悩報の怪物」「情報のカオス」（、)である。問題は、

必要なハードとソフト、通信手段といった憎報環境を整え－それにはむろん経済

的な負担を伴うが－－、操作方法に習熟するとともに、ネットサーフィンをしなが

ら時間をかけ、どのへんにどんな情報があるかを直感的に探り当てる方向感覚を磨

くことであろう。図護館を巡り歩く従来の方法と並行して利用可能な、新しい文献

渉猟法である。

３インターネットを利用したラテンアメリカ研究の可能性

インターネットを利用した研究としては、単に情報を得るだけでなく、相互編集

性(１３)を活かした次のような学術研究活動が可能であろう。

１）ネット上での研究・作品発表

ハイパーテキストの利用と音声・静止画・動画を組み込んだ新しい表現形態が

可能。ラテンアメリカ研究ではないが、筆者の研究室では音声・静止画・動画を

取り込んだスペイン語入門教材を開発し、ＷＷＷ（WorldWideWeb）上に公開

するプロジェクトが進行中である。

２）ネット上での共同研究の実施

注(2)で紹介した地球科学技術推進機樹の中本氏はインターネット上でバー

チャル・ラボラトリーを実現し、外国からの研究者もこれに参加している。

３）ネット上でのセミナーやシンポジウムの開催

一覧表ラテンアメリカ・カリプ全域８）のUniversityofLund（スウェーデ

ン）では、ラテンアメリカの哲学や思想に関するバーチャル・セミナーを開催し

ている。また、シンポジウムや学会発表の場合、ペーパーを事前に公開し、開催

前の予備討論や開催後の総括討論としてインターネットを利用することができる

（Ｕ』）
。

４）ネット上でのデータベースの樹築（'5）

一覧表ラテンアメリカ・カリフ全域１）のLatinAmericanNetworklnfbr‐

mationCenter（ＬＡＮＩＣ）には数々のデータベースが構築されている。また、

慶応大学では研究情報アクセス・オン・デイマンド（ＲＥＡＤ：Researchand

EducationAcceBsonDemand）を現在構築中で、これが完成すればＷＷＷ経

由で学内外から、学術論文、レポート、シラバスなどのフルテキストや統計デ
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一夕、小地域データ、画像データといったコンテンツがインタラクティブに利

用可能になる。

５）ネット上での学術雑誌・情報誌の発行

メキシコの経済誌Ｉ０Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉａｏ１のホームページ（ｈｔｔｐ.〃

ｗｗｗ・planet・commx/macroeconomia/）はこの一例である（資料４参照）。

『ラテン・アメリカ論集』もこのように電子テキスト化できればと思う。

(資料４）
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４インターネットを利用したラテンアメリカ研究の課題

前節および前々節の記述を読むと一見バラ色に思えるインターネットにも、思想

的、倫理的、技術的な問題がある。その例として、

１）VirtualRealityはRealWorldにとって代わることはできない。

とくにフィールドリサーチを重視する地域研究に当てはまることであるが．

仮想現実で現実世界を正確に記述し尽くすことはできない（!⑪。また、筆者も

インターネットを利用した研究が従来の地域調査法（１ｱ)にとって代わると主張

しているのではない。ただ、研究分野にもよるが、インターネットはもはや地

域研究においても無視できない研究手段（メディア）に成長しており、その成

長速度から考え、やがてインターネット抜きでは地域研究が成り立たない時代

が来るかもしれない。

２）英語（米国）が中心で、マイナーな言語（地域）が排除される傾向にある。

多言語・多文化主義が唱えられてだいぶ時が経つが、現在のインターネット

の言語・文化状況は「英語帝国主義」と「多言語主義」がせめぎあい、どちら

かといえば、英語が優勢である。技術的にも同一画面上に日本語とスペイン語

やポルトガル語が混在できないという、われわれ英語圏以外を研究対象とする

日本人研究者にとって決定的な欠陥がある。また、ＯＥＣＤの発表によると、９７

年１月現在、インターネットを構成するホストコンピュータの数は米国が1,011

万台で、全世界の約2/３を占めている（'8)。

３）現在の情報は玉石混清（大部分は石）であり、貴重な情報を探すのに時間がか

かる。

オフイシヤルな情報も重要であるが、地域研究者はそれに劣らず民間または

個人から発信される学術的に意味のある情報を大切にしたい。インターネット

上ではそのような情報が公開されており、実際にこれを利用している研究者も

存在する⑪,)。しかし、その「宝」を探り当てるには、検索するときのキーワ

ードの設定の仕方やネットサーフィンに費やす時間、あるいは偶然性や直感に

左右されることの大きいのが現状であろう。このことは、インターネットを学

術目的で利用する人の割合が少ない（２０)一因かもしれない。

４）セキュリティ、速度、動画・音声の送受信、画質に問題がある。

せっかく学術的に価値の高いホームページを作っても、暗号技術が進歩してい
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ない現状では、勝手に轡き込みや改変・改悪・消去される恐れがある。また、

ネットワーク環境が整傭されていないキャンパス、研究所、家庭では、受信に

多大の時間・コストがかかるとともに、静止画・動画・音声の質も、従来のメ

ディアよりも劣悪な状態にある。

５）日本の教育研究機関および研究者に閉鎖的な傾向が見られる。

インターネットがこれまで発達してきた背景には、これを作ってきた人たち

のボランティア精神、システムの開放性、公平さが存在する⑫!)。部外者に対

して利用制限が厳しい現在の日本の教育研究機関の閉鎖性や、研究者自身、情

報を独り占めして自分だけの研究に役立てようという態度は、上記のネット精

神に反する行為と言えよう。学問水準を引き上げ、真の学術貢献を果たすに

は、もはや旧来の「情報をたくさん有する者が地域研究の権威になる」といっ

た悪弊を正すべきであろう。情報の共有と公開が新しい知のモラル（…であ
る。

等々、指摘できる（23)。また、中央大学教授・国本伊代氏が述べられた(２４)よう

に、日本ではネット上のデータベースを構築する以前あるいはそれ以上の問題とし

て、図欝館情報処理技術が未熟で、真の意味でのライプラリアンが不足している点

も挙げられよう。さらに、インターネットをビジネス目的で利用する機会が増えれ

ば増えるほど、デファクト・スタンダード（世界標準）を確立した企業が技術と市

場を独占し、学術目的または利用者の利便と必ずしも両立しない利潤目的で行動す
る恐れも生ずる（25)。

５おわりに－データベースの構築と研究ネットワーク作りに向けて

以上、ラテンアメリカ研究にとってのインターネットの価値と意味、さらには研

究手段としてのその重要性と課題を考察してきた。拙論を終えるにあたり、今後の

学会の活性化とラテンアメリカ研究の発展のため、また、「個別知」を「共同知」

（コミュニティ・ナレッジ）へと高めるために以下のことを提案したい。

１）学会ホームページの作成

むろんホームページの作成には時間と費用を要する。しかし、国際的な学会

ではホームページをすでに公開し、大会の案内や活動を紹介しているに`)。日

本の学会でもバーチャル・セミナー、バーチャル・シンポジウムの開催や、会
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員の同意が得られれば、そのプロフィール・業綱の紹介をネット上で実現して

ほしいものである。

２）共通データペースの構築

前述したように、慶応大学ではＷＷＷ上で学外からもアクセス可能なデータ

ベースの榊築を計画している。今後は学会会員が所属するそれぞれの研究教育

機関のデータペースを相互に利用可能にし、ラテンアメリカ研究の発展に資す

るべきであろう。

３）地域・分野別の研究ネットワーク作り

筆者はフェイスツーフェイス・コミュニケーションの意義と重要性を否定す

るつもりはないが、日本のラテンアメリカ研究者がさまざまな研究教育機関に

分散している以上、これをネットワークで結び、バーチャル・コラボレーショ

ン（ネット上での意見交換や共同研究）を実現すべきと考える。メーリングリ

ストを使ってフォーラムを開催したり、ネットニュースで情報交換．討論を行

うことは今すぐにでも実現可能であろう。

以上の提言の実現には制度的・経済的・技術的な課題も大きい。しかし、本稿の

下敷きとなった口頭発表を契機に電子メール利用者のアドレスを公開したところ、

これまで学会でしか話し合う機会がなかった研究者とメールで意見交換ができるよ

うになった。このことは筆者にとって大きな喜び、知的刺激であり、多くの学会会

員もこのようなつながりを求めているのではなかろうか。編集工学研究所長．松岡

正剛氏がいみじくも述べているように、「傭報は似ているものが集まりたがってい

る」（2ｱ)。筆者としては、狭い世界に閉じこもる危険性のある地域研究者もまた、

同じ地域に関心をもつもの同志、つながりを求めていると信じている。

【注】

＊本稿は1996年１０月５日、天理大学で開催されたラテン・アメリカ政経学会第

３３回大会で行った「インターネットを利用したラテンアメリカ研究の可能性と限

界一データベースの櫛築と研究ネットワーク作りに向けて－」と題する口頭発

表を改題、修正、加筆したものです。発表時およびその後の懇親会で貴重なご意

見、コメントをお寄せ下さった方々に厚く御礼申し上げます。また、本研究は、平

成９年度慶慰義塾学事振興資金による研究補助を受けたことを記し、関係者の方に
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深く感謝いたします。

（１）「インターネットとは、世界最大のコンピュータ通信ネットワークで、コン

ピュータの遠隔操作（ロッギング）、ファイル転送、電子メール（Ｅメー

ル）、ニュース（電子告知版）などの使い方ができて、研究、教育、商業に

用いられる」（赤木昭夫『インターネット社会論』岩波書店、１９９６年、

ｐ124）。他に、利用法の概説書として堤大介『Internetの上手な使い方教

えます』1996年、技術評論社が参考になる。

(2)たとえば、地球科学技術推進機櫛主任研究員・中本正一朗氏はインターネッ

トを利用して、海外の研究者と電子メールでの意見交換、海洋モデルシミュ

レーションのためのデータ収集を行い、そのシミュレーション結果をネット

で公開し、世界の異常気象の予測を行っている（『立花陸のインターネット

近未来』ＮＨＫ衛星第１，１９９６年７月１９日放送）。

(3)1999年には約6,000万台のコンピュータがインターネットでつながり、その

利用者は数億人に達すると予測されている（黒田登『インターネット・ワールド

ー米国シリコンバレーより』丸善ライブラリー、１９９５年、ｐ,４）。ただ

し、このような予測に対し、「インターネットがいまの調子で成長しつづけ

れば、西暦2003年には全人類がインターネットに接続しているということに

なる。そんなのどう考えても不可能だ」（クリフォード・ストール『インタ

ーネットIさからっぽの洞窟』草思社、１９９７年、ｐ､３１）との異論もある。とは

いえ、1996年の推計によると、１分間50ページ、１日７万5,000ページものホ

ームページが世界で誕生しており、日本のインターネットユーザーも、１９９７

年４月現在、５００万人以上に達している（日本経済新聞１９９７年４月１９日朝

刊）。

(4)これまでの簡単な情報として、浜口伸明氏の紹介による「Gopherでラテン

アメリカ情報検索」『ラテンアメリカ・レポート』アジア経済研究所、１９９４

年、Vol､１１，Ｎｏ．４と「ＷＷＷで知るラテンアメリカ情報」『ラテンアメリ

カ・レポート』1995年、Vol,12,No.３がある。

(5)例外は社会主義国のキューバで、その経済力に比べればかなりの情報が入手

できる。ただし、情報は国家が管理しているので個人間の電子メールのやり

とりも直接はできず、いったん国家機関を経由して本人に移送されると間い
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ている。また、機能していないアドレスも数多い。

（６）情報格差や情報弱者の問題については、「貧しい国と豊かな国の格差は、テ

クノロジーによって、かえって開いていくばかりなのです。技術や情報を手

に入れることができる人たちにだけ一層の富と権力が集中し、世界の大多数

のひとびとは取り残されたと感じている。これはとても危険なことだと私は

思っています」というエール大学サーラ・スレーリ教授の意見（朝日新聞

１９９７年４月１４日付夕刊）が一つの典型的な考え方であろう。しかし情報化の

流れは、かつての工業化と同様に、だれも止めることのできない歴史的潮流

で、岩井克人氏が指摘したように（『岩井克人資本主義を語る』講談社、

１９９４年）、差異（格差）こそが利潤の源泉、したがって資本主義のエンジン

であることも認めざるをえない。

(7)インターネットからテキストとしてセーブした後、ワープロファイルに読み

込んだため、スペイン語の特殊文字が文字化けしているが、画面上では正し

く記述されている。

(8)前回同じサイトにアクセスしたのが97年４月４日で、１月までのデータ（３月６

日のデータ更新）しかなかったことを考えると、かなり頻繁にデータが更新

されている。

(9)モニタ上の画面をハードディスクに取り込み、それを本稿のワープロ文書に

ペースト（貼り付け）した。資料４も同じ方法で取り込んだ。

(１０）ベストセラーになったクリフォード・ストールのこの本の原題は，'Silicon

SnakeOil0，（「コンピュータ時代のガマの油」とでも訳してみようか）で、

本を読めばわかるが、彼自身はインターネットがまったくの役立たずと言っ

ているわけではない。彼が言いたいのは原題にあるように、インターネット

は万能薬でないという点である。インターネットが人間のすべてのニーズを

満たしてくれるように喧伝する風潮やVirtualRealityがＲｅａｌWorldに

とって代わると言わんばかりの論調を批判しているのである。

(１１）』．Ｃ・ハーツ『インターネット中毒者の告白』（1996年、草思社）がいみ

じくも指摘しているように、「ネット接続を失うことは、サイパースペース

のどんな住人にとっても死の恐怖に等しい」（P､13)のである。

(１２）立花隆『インターネット探検』講談社、１９９６年。

(１３）編集工学という新しい知の方法論を提起している松岡正剛氏は「さて、イ
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ンターネットの最も注目すべき特徴は『関係は変化しつづける』ということ

と『相互に編集が続いていく』ということにある。インターネットの枠組

は、ワイヤードされたネットワークが彼岸にあって、此岸に世界中の人々が

端末化されてぶらさがっているという櫛図にはない。それなら単に双方向の

通信ができるというだけのことで、どこかに大きなホストマシンがある通信

世界と変わりない。そうではなくて、『むこう』（there)と『こちら』（here）

とが不断に関係しあいながら相互接続世界をつくり、自生的に情報の意味内

容を変化させ続けていくというところ、そこに良くも悪しくもインターネッ

トの醍醐味が生まれてくるのである。いいかえれば、どこにも中心がなく、

それでいてどこにも複合的な多中心が生じうるという可能的世界をどのよう

に扱っていくのか、その''使い勝手叩こそがインターネットの真骨頂をひらくの

だ。逆に、もしもインターネットが単なる交信広場であるだけだというのな

ら、インターネットの未来なんてタカが知れているのである」（吉村伸、金

子郁容、松岡正剛『インターネットストラテジー－遊牧する経済圏」ダイ

ヤモンド社、1995年、pp251-252)と鋭く指摘している。

(１４）学会ではないが、電子メールを利用した「ラテン研究会」（世話役：長銀

メキシコ駐在員事務所長・芦田信裕氏）がすでに活動している。

(１５）ネットワーク上でのデータベースの基本コンセプトについては、（社）日

本私立大学連盟『ネットワーク時代の学術情報支援』第９章「情報資源の共

有と公開」（開成出版、１９９５年）を参照。また、インターネットで利用でき

る既存のデータベースとしてはFirstSearch（http:〃medu8a・prod,oclc，

org:3050ノ非営利目的の国際機関ＯＣＬＣが提供するオンライン・レフェレン

ス・サービスで、世界最大の書誌情報データベースWorldCat、学術雑誌の記

事情報が検索できるArticleFirBt、ビジネスおよび経営学関連の主要雑誌が

検索できるＡＢＩ/ＩＮＦＯＲＭなど、６０以上の分野のデータベースを検索するこ

とができる。ただし、登録が必要で有料）やＤＩＡＬＯＧ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・

dialogcom/世界最大の商用データベース。海外の主要新聞・雑誌の全文、ロ

イターなどの通信社の外電の入手が可能）がある。洋轡の注文も、文教堂が

インターネット上の書籍卸イングラムと提携して内外価格差なしのサービス

を提供している（http://www､sky､cojp/)。

(１６）西垣通『聖なるヴァーチャル・リアリティー情報システム社会論』岩波
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書店、１９９５年、ｐ､66．

（１７）佐藤誠編『地域研究調査法を学ぶ人のために』世界思想社、１９９６年が参考

になる。

（１８）１９９７年４月５日付日本経済新聞夕刊。なお、日本のホスト数は約７３万台

で、９６年７月に比べ４８％増、世界2位へと伸びているが、米国とはまだ圧倒的

な差がある。

（１９）慶應義塾大学総合政策学部・井上輝夫教授は、インターネットを利用して

湾岸戦争に関する貴重な一次資料（従軍した兵士や当時のサッチャー英国首

相を始めとする関係者の証言）を収集し、研究に活用している。

（２０）『日経マルチメディア』１９９６年７月号の８，０００人を対象としたアンケート

（実施は96年５月２７日から６月９日の間）によると、被調査者全体のうち２７．６

％が研究者であるにもかかわらず、利用主目的として学術目的を挙げた人は

全体の10.0％で、５２．７％が娯楽を主目的としている。

(２１）吉村伸・金子郁容・松岡正剛、前掲醤、第１章「インターネット・ボラン

ティア・編集的世界観一構造変革への序章」での吉村氏、金子氏の発言を

参照。

(２２）小林康夫氏が述べた「まさに言葉をもたない者に言葉を貸し与えることが

できるのが知だ」（小林康夫・船曳建夫編『知のモラル』東京大学出版会、

1996年、ｐ､12)の中の「言葉」は「情報」という言葉に瞳き換えてもよい。

(23）このほかの重要な問題として著作権が挙げられる。事実、アメリカ合衆国

では「論文盗用を手助けするホームページがインターネット上に広がり、多

くの教育関係者が．『インターネットは、不正な論文の密造工場のようなも

の』と懸念を強めている」（朝日新聞1997年６月９日付朝刊）。著作極の問題

については、名和小太郎『サイパースペースの著作権一知的財産は守れる

のか』中公新欝、１９９６年、苗村憲司・小宮山宏之編著『マルチメディア社会

の著作権』慶感義塾大学出版会、１９９７年を参照。

(24）ラテン・アメリカ政経学会第33回大会での錨者の発表に対するコメント。

(25）インターネットの分野ではないが、少なくとも文系の研究者にとってより

ユーザーフレンドリーであったMacがWindowsに席巻されている現在のパソ

コン業界はその一例と言えるかもしれない。

(26）一覧表ラテンアメリカ・カリプ全域13)のＬＡＳＡ（LatmAmericanStudies
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Association）のホームページが一応の参考になるが、もっと学術交流の場を

設けなければと思う。

(27）『未来潮流インターネットルネッサンスー傭報はひとりでいられない

－」ＮＨＫ教育テレビ、1996年５月２５日放送。

【参考になるホームページ・アドレスプック】

Ｂ・ボウトン編『1996-97ＷｏｒｌｄＷｉｄｅＷｅｂイエローページ』プレンテイスホー

ル1996年。

大竹政慶『インターネットアドレスブックＷＷＷホームページ』中央経済社、

1996年。

鋼談社編『インターネット情報源』1996年。

PointCommunications，ＲＦ・Holznagel箸『ＷＷＷペストホームページ』日経

ＢＰ社、1997年。

Ｒｏｓｉｔａｎｏ，ＤｅａｎＪ・ｅｔａｌ.，ＯＭｅｇａＤｉｒｅｃｔｏｒｉｏｄｅｌＷｏｒｌｄＷｉｄｅＷｅけ，，Ｍ６ｘｉｃｏ，

Prentice-HallHispanoamericana,ＳＡ.，１９９６．
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(資料５）

ラテンアメリカ地域・国別主要ホームページ一覧表（注）
（右上にアステリスクマークの付いているホームページを見本として最後に掲載）

ラテンアメリカ・カリプ全域（国際機関・学会を含む）

１）LatinAmericanNetworklnfbrmationCenter(LANIC)＊
httpW1anic・utexaaeduノ

ラテンアメリ力全域（国別・分野別）に関するテキサス大学オースチン校のホー

ムページ。本一覧表に掲載されていない地域・国についてはこのホームページで
検索することをお薦めします。

また、検索用にhttp:ﾉﾉIanic・utexas､edu/World/search/index・htmlもある。
２）LatinAmericanStudentOrganizatiｏｎ(LASO）

http:"ｗｗｗ・colostate・edu/OrgB/LASＯ/Paginasnatinoamericajngles・ｈｔｍｌ

コロラド州立大学ラテンアメリカ学生機構（ｕｋＳＯ）によるラテンアメリカ全域
に関するホームページ。

3）LatmWor1d‐LatinAmericaontheNet

http:"ｗｗｗ・latinworldcom

ラテンアメリカ全域に関するイエローページ。北米、中米、カリプ、南米の地域

別に分かれ、政治、経済、地理から観光情報まで幅広い。

4）ＭｕｎｄｏＬａｔｍｏ

ｈｔｔｐＷｗｗｗ・mundolatino・org／

Investigaciones,Guialnternet,CentroCulturaLQuioBcodePrenBa,Nuestra

Gente,EBcaleraTemdticaの項目別に分かれているイエローページ。

5）Latlnfb‐ThPistero,sLatmAmericanlnfbrmationCenter

http:"ｗｗｗ・tristerocom/Latlnfbノ

ラテンアメリカの様々なホームページをリンクしてあるサイト集。探しやすいの
で初心者向き。

（注）この表に掲載されているホームページはすべて筆者が実際にアクセスしたもので

す。ただし、個々のサイトの事情によりすでに閉鎖しているホームページやアクセスしに

くい所があるかもしれません。なお、一覧表の作成にあたっては、慶應義塾大学湘南藤沢
キャンパス・ラテンアメリカ研究会（山本ゼミ）メンバーの協力をいただきました。ここ
にそれを記し、厚く御礼申し上げます。また、本表以外のもので学術的に有用なホームペ

ージをご存じの方は筆者（Uamame@sfb・keioacjp）までご一報いただければ幸いです。
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6）DemocracyandHumanRightBmtheAmericas

httlpWWorldpoUcy・org/americasノ

人権問題について活動しているＮＧＯ団体のページ。人権条約等を批准しているか

どうか、各国がどのような形で活動に関わっているかが表や地図でわかる。ま

た、ラテンアメリカの政治・社会問題等を研究している学者の主張やメールアド

レスも記蛾してある。

7）TheJournalofLatmAmericanPerspectives
htqD:"wizard・ucr・edﾉｰaBampaionap・ｈｔｍｌ
ホームページの案内文によると、IatinAmericanPerEMpectivesiBatheoretical

andBcholarlyjournalfbrdiBcuBsionanddebateonthepouticaleconomyof

capitalism,imperialiBm,andsocialismintheAmericaB､投稿論文も募集してい
る。

8）TheLatinAmericanSemmarofPhiloBophyandHiBtoryofldeaB
httP:"ｗｗｗ１ｄｃ､lu・seﾉｰlatinam/

UmversityofLund（スウェーデン）のホームページ。ラテンアメリカの哲学や

思想などに関するバーチャル・セミナーを開催し、掲載論文はフルテキストで入

手可能。

9）TheLatmAmericanSpeakerB

http:"ｗｗｗ・internet・commx/empresasUatinospeﾉindex・ｈｔｍｌ

ラテンアメリカの雑誌・新聞に論文・記事を褐砿しているオピニオン・リーダー

たちの専門分野別紳士録。

10）PomticalDataba8eoftheAmerica8

http:"ｗｗｗ・georgetownedu/LatAmerPoUticalﾉhome､ｈｔｍｌ

ジョージタウン大学ラテンアメリカ研究センターのデータベース。

11）ＩＤＢＨｏｍｅＰａｇｅ

ｈｔｔｐＷｗｗｗ・iadborgノ

米州開発銀行のホームページ。

12）WelcometotheOrganaizationofAmericanStateB(OAS）

http:"ｗｗｗ・oaaorgノ

米州機樹のホームページ。

13）IatmAmericanStudieBAssociation(LASA)＊
ｈｔｔｐＷＷｗｗ・pittedu:81卜Iasaノ

米国ラテンアメリカ学会のホームページ。今後、学会のホームページを作るとき

の参考になる。

14）UnitedNationBECLAC

httpWWww,eclac,cMndex､ｈｔｍｌ

国連ラテンアメリカ・カリプ経済委員会のホームページ。
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中米・カリプ地域

1）PoliticalResourceBontheNet、CentralAmericaﾉCaribbean

http:"www・agora・stmjtﾉPolitic/c-amer､htm

中米カリプ主要国政府機関のホームページをリンク。政治問題に関する論文もい

くつか掲載。

2）CentralAmericaToday

http:"ｗｗｗ,centramericacomノ

中米諸国のビジネス、経済、政府、法律、人口、関連サイト等の項目から情報を

引き出せる。

3）Re8ourcesfbrCentraLAmericanandCaribbeanArchaeology

httpWBpirit.Ⅲb・uconn・edlMArchNetﾉRegions/CentralAmericahtml

コネチカット大学ArchNet（考古学研究ネット）の中米・カリプ地域に関する情

報。

アルゼンチン

1）TexaBArgentmeChamberofCommerce

ｈｔｔｐＷｗｗｗ・phoenix,netﾉｰtaccノ

テキサス州アルゼンチン商業会議所のホームページ。ＭＥＲＣＯＳＵＲに関する情報

も掲載。

2）ＨＯＭＥＰＡＧＥＤＥＬＡＰＲＥＳＩＤＥＮＣＩＡＤＥＬＡＮＡCIONARGENTINA

httpWwww･presidencia・gov・arノ

アルゼンチン大統領府のホームページ。大統領を含む各閣僚や国・地方の紹介が

中心。

3）MinisteriodeEconomia,Obra8yServiciosPUblicos

http:"ｗｗｗ､meconar/

経済公共事業サービス省のホームページ。各種政府刊行物をフルテキストで入手

可能。

4）LaNaci6nOnLme

http:"ｗｗｗ・lanacion・comﾉ97ﾉ03/29/index・htm

ブエノスアイレスの日刊紙。ホームページ・アドレス中のc０ｍ以下の数字が日付

で、これを変えることによってその日の記事を読むことが出来る。ただし、古い

日付の新聞は褐戦されていない。

ボリビア
＊

1）Bolivia‐LANIC

http:"ｗｗｗ・Ianioutexeduﾉla/Ba/boUviaノ

テキサス大学オースチン校LatmAmericanNetworklnfbrmationCenter

（LANIqのボリビアに関するページ。Ａｒｔｓ＆Culture，Business＆Economy，
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Education,Generallnfbrmation,Government,Ｎｅｗｓ＆NewBgroupB,Travel＆

Tourism,ResourceBmBoUviabyTypeofSewiceのコーナーに分かれている。

2）BienvenidosaMegalmkBolivia

http:"wwwmegaUnk,comノ

ボリピアに関するニュースが読める。

ブラジル

1）WebdoGovernodoBrasil

http:"ｗｗｗ・brazil・gov.Ｍ

ブラジル政府のホームページ。各省庁のページに飛べる。

2）MeuBrasilbySergioKoreisha

htm:ﾉﾉdarkwing・uoregon､eduﾉｰsergiok化rasn.ｈｔｍｌ

オレゴン大学教授SergioKoreisha氏のホームページ。歴史、文化、経済・ビジネ

ス、ブラジルの有名人、お天気のコーナーなど。個人が一つの国についてホーム

ページを作る際の参考になる。

3）TheBrazilianSocietyinCardiH;Wale8‐ＵＫ

ｈｔｔｐ:"ｗｗｗ・cfac・uk/uwccﾉsuon/brazi1ﾉbraz・ＢＯＣ・ｈｔｍｌ

ウェールズ・カーディフ大学のホームページ。ブラジルの概要、経済、文化、

ニュース等。

4）BrazilianEmbassymLondon

http:"ｗｗｗｄｅｍｏｎｃｏ・uk/Itamaratyﾉwelcome,ｈｔｍｌ

ロンドンのブラジル大使館が開設しているブラジルに関する総合案内。

5）Bramlonlme・BuBinee8

httpWwww､brazilonline､com/bp・ｈｔｍｌ

ブラジルをビジネス、趣味、音楽などの視点から見る。

チリ

1）BienvenidoaChile

http:"Bunsite.｡cc,uchile.。ﾉchileﾉchilehtml

チリ国内の大学を中心とするホームページをリンクした総合案内。

2）Bienvenidoalabrlhjula,elmdicedewebsenChile

http:"www,brujula・ｃＵ

チリ全国のサーバーを分野別に網羅したイエローページ。

3）CONICYTINTERNET‐PROYECTODOMEYCO
http:"wwwconicyt・Clノ

Comisi6nNacionaldelnfbrmaci6nCientificayTecnol6gica(CONICYDのホー

ムページ。
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コロンビア

1）RepublicofColombia
httpWwww､colostate・eduﾉOrgs/ＬＡＳＯﾉColombiaノ
コロラド州立大学ラテンアメリカ学生機櫛（LASO）によるコロンビア関連のホ
ームページ。Generallnfbrmation，History，Geography，RegionBandCitiea

ArtsandLiterature,Economy,Busmess等、様々な分野に分かれている。

2）COLOMBIAHOMEPAGE
http:"ｗｗｗ・uniandes,edu､ＣＯ/Colombia/IndiceColombia・ｈｔｍｌ
コロンビア・ロス・アンデス大学のコロンビアに関するホームページ。

Economia,Historia,Noticias,BancodelmdIgeneB等の項目に分かれている。

3）ReptiblicadeColombia

http:"ｗｗｗ､preBidenciagov・ＣＯノ

コロンピア政府のホームページ。

コスタリカ

1)GObiernodeCoBtaRjca

http:"ｗｗｗ・casapreago・crノ
コスタリカの地理、人口、主要産業などの基礎データから政府関連機関のホーム

ページまで。

2）ActualidadEcon6mica

http:"wwwactualidad.c０．cmＭ

経済専門誌ActualidadEcon6micaのページ。

3）ＤｉａｒｉｏＬＡＮＡＣＩＯＮ

ｈｔｔｐＷｗｗｗ・nacion・ＣＯ・crノ

日刊紙LaNaci6nの記事が1995年４月分から検索できる。

4）BienvenidoaCostaRica
http:"ｗｗｗ､CUPノ

コスタリカの総合案内。

5）AbouttheCostaRicaLAmericanChamberofCommerce
http:"magi・com/Crica/ampubahtml
アメリカ商業会識所のページだが、コスタリカの経済指標の変化を表やグラフで

提示。

キュー（

１）RepUblicofCubaWorldWideWeb
http:"ｗｗｗｕｎｉｐｒ・itﾉｰdavide/cubaﾉhome・ｈｔｍｌ
キューバ関連の様々な情報がある。

2）CubalntemetReBources

httpWix・urz､uni-heidelbergdeﾉｰpklee/Cubaノ
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キューバに関するインターネヅト情報を網羅。

3）FidelCas位oSpeechDatabase,1959.1995

gopherW1anic,utexas・edu:70/11/1a/CubaﾉCastro

1950年代から1995年までのカストロのスピーチを英訳してある。

4）CubanAHhirB（ABuntosCubano8）

httpM/ｗｗｗ､BOC・qoedu/Cubaノ

キューパの政治や経済に関する論文が載っている。

5）ＣｕｂａＰｒｅｓ８

ｈｔｍ:"ｗｗｗ､cubapresS､comノ

キューバの報道機関のホームページ。

ドミニカ共和国

1）BienvenidosaCODETEL

http:"CodeteLnet・doノ

塵CompaiiiaDominicanadeTel6fbnosのホームページ。

2）DEDOM

http:"codetel・netｄｏ/dedom/Welcomhtml

DianoElectr6mcoDominicanoのEDOM)のホームページ。各種ニュースが読め
る。

エクアドル

l）HomepageEcuaNet

http:"Ｗｗｗ３ｅｃｕａ・net､ecノ

エクアドルの総合案内。

エルサルバドル

1）E1Salvador‐People1

hthD:fAwww､beachway､com/e1-Balvador/people/people､ｈｔｍｌ

エルサルバドルはインターネヅトがまだ未整備なようで、利用価値のあるページ

が見あたらない。その中で地理、閣僚、宗教、経済状況などが総合的に説明され

ている。ただし、学術的ではない。

グァテマラ

1）RepubncofGuatemala

http:"guate,net/arzmarzu・ｈｔｍｌ

グアテマラのAlvaroArz1h大統領のホームページ。グアテマラに関する質問や政策

に関する意見は副大統領へ、ということで、副大統領のホームページにリンクさ

れている。
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2）陸gislaci6ndeGuatemalaenInternet

ｈｔｔｐＷＷｗｗ・pronet､net・gt/leyes/demoOO1ノ

グアテマラの憲法、法律、歴代大統領に関する情報がある。

3）RigobertaMenchuTnmWinnerofthel992NobelPrizemPeace

http:"wwwalmaz・comﾉnobelﾉPeaceﾉ1992a・ｈｔｍｌ

ノーベル平和賞を受賞したMenchu氏のページ。彼女の生い立ちや先住民への支

援運動について。

ハイチ

1）Haitilmerface

http:"ｗｗｗ・Desk.､】ﾉｰhaiti-iDmamhtml

ハイチの人権、女性、環境、文化などの社会問題のページ（英語）。

2）Haiｕ2004

http://www・Ｃａｍ・orgﾉｰinterso/h2004/H2004html

ハイチ経済についてのページ（仏語）

3）ＣＨＲＤ

ｈｔｔｐ:"ｗ3.iprounk､chﾉchrd/ＩＮＤＥＸ・ｈｔｍｌ

ハイチの週刊情報誌のページ（仏語）

ホンジュラス

1）RepumicofHondurasHomePage

http:"ｗｗｗ・hondunetnetノ

政府機関、銀行、地図、その他、ホンジュラスに関する情報検索の入り口。

メキシコ
★

1）MexicoIslndex

httpWwww,trace-Bc,com/menuhtm

メキシコ関連のホームページ１万件以上を分野別にリンクしてある。

CoTD2mlzDdloCener副deM6xicoenNuevaYork

http:"ｗｗｗ・quicklink､comﾉmexicoノ
連邦政府、経済指標、公的機関、文化コーナー、バーチャルギャラリー、

2）

連邦政府、経済指標、公的機関、文化コーナー、バーチャルギャラリー、などの

コーナーがある。

Ｈｍｃｏｄｅｌｎｆｂｒｍ麺6ｎＥｃｍｍｄｍｉ璽一BDINEGI

httpWdgcnesyp・inegi､gobmx/bie・ｈｔｍ

ｌnBtitutoNacionaldeEstadistica,Geo廓afiaelnfbrmaci6n(INEGDが提供して

いるメキシコ経済に関する時系列データベース。

MexicanEconomy

http:"ｗｗｗ､banxicqorg・ｍｘ/Public-html/doyaiﾉmexecon96/m96i・hｔｍｌ

3）

4）
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メキシコ中央銀行の年次経済レポート（膨大な統計資料付き）。

5）DocumentBonMexicanPoUtics

http."daiByuwaterloo・Ｃａﾉｰalopez-o/PoUnd・ｈｔｍｌ

メキシコの政治に関する論文を集めた、AlexL6pezOrtiz氏編集のホームペー

ジ。

目的・コンセプトが明確で、個人がホームページを作るときの参考になる。

ニカラグア

1）Noumx:Noticia8deNicaragua

http:"ｗｗｗ・notifhx・comノ

ニカラクアの国内・国際問題、政治、経済からスポーツまで幅広く掲救している

ネット上の新聞。

パナマ

1）PanamaHomePage‐FeUpeTYibaldos

httP:meviathan､tamu・eduﾉPanama/Panama､ｈｔｍｌ

画像、地図、統計情報、天気、パナマの他のサーバー、ニュースなどの総合案

内。

パラグアイ

1）Paraguay、LANＩＣ

http://www・lanic・utex・edu/ｌａﾉＢａﾉParaguayノ
テキサス大学オースチン校LatmAmericanNetworklnfbrmationCenter

（LANIC）パラグアイに関するページ。

ペルー

l）PERUHomePageﾉRCP-IP

http:"ekeko・rcp､netpeノ

ペルーに関する総合案内のホームページ。観光、教育、政府、公的機関、ビジネ

ス、ニュース等。

ウルグアイ

1）REDACADEMICAURUGUAYA

http:"ｗｗｗ・rau・edu・uy

RAIJctedAcad6micaUruguaya)のホームページ。学術ネット、ウルグアイの概

要、MERCOSURについての情報もある。

ベネズエラ
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1）Venezuela`sWebServer

httpWvenezuela.ｍit・eduノ

ベネズエラのサイトを網羅してあるイエローページ。

る。

歴史や画像などの紹介もあ
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