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はじめに

2002年 10月、メキシコ市長ロペス・オブラ

ドール (Andrés Manuel López Obrador, 2001–)

は、ニューヨーク市の前市長ルドルフ・ジュリ

アーニをメキシコ市の治安政策アドバイザーと

して迎えると発表した1。契約期間は一年で、費

用 430万ドルは民間企業のイニシアティブに

よって調達される。ジュリアーニはニューヨー

ク市長時代 (1994–2001)、「ゼロ・トレランス」

と呼ばれる治安プログラムを実施し、彼の就任

期間中、総犯罪数を約 45パーセントも減少させ

た2。しかし同時に警察による人権を無視した取

り締まりへの不満も著しく増加した（La Jornada

紙、以下 LJと表記。2002/10/11）。メキシコで

も、特に人権に対する配慮からジュリアーニの

採用に対してさまざまな批判が展開された。

そこで本稿では、ニューヨークで適用された

ゼロ・トレランス政策を概観した後、それがメ

キシコ市でどのように導入されたのかを論じる。

議論の過程で、メキシコ市全体に適用されるは

1本稿では慣例に従い、メキシコ連邦区 (DF)を「メキシ
コ市」と表記する。

2この間の犯罪数の減少をジュリアーニの政策に帰すこ
とには、異論がある。Young (1999: 121-147)参照のこと。

ずのゼロ・トレランス政策が空間的に限定され

た形で「経済的に」導入されていることを明ら

かにしたい。

１. ニューヨークのゼロ・トレランス政策

「
ゼロ・トレランス

寛容なき政策」というアイデアは犯罪学者

ウィルソンとケリングが 1982年に発表した「割

れた窓」理論に基づいている。彼らによれば、

人々が窓を割る行為を処罰せずに放置しておく

と、やがてその地域で全ての窓が割られてしま

う。つまり、地域の「無秩序」な外見を放置し

ておくと、それがさらなる犯罪を引き起こすと

彼らは主張する3。そこから軽犯罪や、さらには

軽犯罪の温床となる「無秩序」自体に、寛容な

き取り締まりが適用されることになった。アメ

リカでは、1980年代からさまざまな政策分野で

この「ゼロ・トレランス」政策が取り入れられ

た。例えば教育現場におけるゼロ・トレランス

政策とは、生徒の武器所持を厳しく取り締まる

ものである。

3この節の議論は次のような文献による。酒井 (2001),東
京知事本部 (2001), N. Smith (2001), A. Puddington (1999),
C. Cunneen (1999).
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ゼロ・トレランス政策はやがて、都市の街路

で実践されるようになり、ニューヨーク市長就

任とともにジュリアーニがはなばなしくこの政

策を展開した（酒井 2001, Cunneen 1999）。

具体的に見てみよう。ジュリアーニは警察組

織を改革し、警察官が現場で十分な取り締まり

を行えるようにした。まず分署長への大幅な権

限委譲を図った。次に IT化をすすめ一般職員を

現場警察官へ配置転換し、現場での対応能力向

上を図った。また、コンピュータを活用した犯

罪統計による管理システム「コンプスタット」を

導入し、犯罪率の高い地域に警察官を効果的に

配置できるようにした（東京知事本部 2001:16）。

具体的には、次のような人々や行為が取り締ま

り・逮捕の対象になった。公共の場所での飲酒

や大麻喫煙、地下鉄無賃乗車、自転車無謀運転、

売春婦（夫）、信号停車中の車の窓拭き人、ホー

ムレスなど。

この新しい取り締まりを熱心に行ったのは、

ニューヨーク市警察庁のエリート秘密警察官の

グループ「路上犯罪部隊」(street-crime unit)で

ある。彼らは犯罪を未然に防ぐことを目的に、

犯罪率の高い地域で取り締まりに当たった。し

かし彼らの横暴への批判も多い4。最も眼を引

く警察力濫用の例は、ギニア移民のアマドゥ・

ディアロのケースだろう。4人の私服警官に声

をかけられたディアロがポケットに手を入れた

とき、警官たちは 41発の発砲を行い、うち 19

発が命中しディアロは死亡した5。しかしディ

4「路上犯罪部隊」は 1997年から 98年の間に、地域
のマイノリティを対象に 45,000人をその取り締まりの対
象にしたが、逮捕に至ったのは 9,500件にすぎなかった。
このような非白人を対象とした、証拠無しの取り調べとい
う警察力の濫用は「人種的プロファイリング」と呼ばれる
(Puddington 1999)。

5同様の例にハイチ移民のパトリック・ドリスモンドの
例がある。「路上犯罪部隊」の警官の一人に大麻を買ったか
どうか聞かれた彼は、怒って自分は麻薬売人ではないと言
い返した。それを聞いた警官は、銃で彼を殺害した。

アロのポケットから武器は発見されなかった。

この事件をきっかけに、警察の横暴を糾弾する

さまざまな運動が生じた（Puddington 1999）。

２.メキシコ市の警察体系とゼロ・トレランス

政策

メキシコ市にジュリアーニのやり方を適応

するという市長と警察庁長官の決定は、多く

の批判を引き起こした。メキシコ市長は左派

民主革命党（PRD）に所属し、貧者切捨ての

政策を行ってこなかっただけに、ジュリアー

ニとの提携は市民を驚かせた。批判の多くは、

メキシコの警察がニューヨーク市警のような

抑圧的取り締まりを行うことを危惧したもの

だった (LJ 2002/10/11, 2002/10/12, 2002/10/18,

2003/05/13, Rueda 2003)。

犯罪学者のマリオ・アロジョによると、メキ

シコ市へのゼロ・トレランス政策の適用によっ

て、心配されているような警察の腐敗や権力濫

用が増加するだけでなく、防犯上の効果も限定

的なものに留まるという (Arroyo 2003:17)。彼

はゼロ・トレランス政策適応の際の障害を何点

か挙げている。その中から主な障害について、

適宜補足しながらまとめてみよう。

1）情報の欠如

ニューヨークで使われた、コンピュータを活

用した犯罪統計による管理システム「コンプス

タット」について、警察庁長官エブラー (Marcelo

Ebrard)はメキシコ市に導入したいと言明して

いる (LJ 2002/10/11)。しかしメキシコでは警察

機能が各区 (Delegación)ごとに分散していて情

報の統一を図るのが難しい上、犯罪の届出率も

民間の調査によると 20パーセントに達するの

みと非常に低い (Arroyo 2003:7)6。これではコ

6警察庁長官エブラー自身が 2003年 4 月 9 日に私
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ンプスタットを適用するにはデータ不足と言わ

ざるを得ない。

2）「犯罪予備軍」取り締まりを不可能にする法

的制限

メキシコの警察体系はニューヨークのそれと

は根本的に異なり、警察庁 (Secretaría de Seguri-

dad Pública)と司法警察庁 (Procuraduría Gen-

eral de Justicia)に警察機能が二分している。警

察はパトロールを主な任務とし、司法警察は取

り調べを主な任務としている。つまり、犯罪が

起こる前の予防的な任務を担うのが警察で、犯罪

が起こった後の調査を担うのが司法警察である。

警察庁警官は「取り調べ」を行うことを法的に

禁じられているし、司法警察は犯罪が起こった

後の調査ができるのみである (Arroyo 2003:6)。

つまり、メキシコの警察体系には「路上犯罪部

隊」のように、「犯罪予備軍」を取り調べでき

る部門はない。警察庁長官のエブラーはメキシ

コ市の予防警察 (policía preventiva、警察庁に所

属)の権限を拡大したい意向を示しているが、メ

キシコ市司法警察側はそれは憲法違反であり、

ありえないと断言した (LJ 2003/02/23)。つまり

メキシコの警察体系には「路上犯罪部隊」が法

的に存在する余地は、現在のところないのであ

る7。

3）警察構造の欠陥

予防警察官になるのに多くの資格は必要ない。

申請して、6ヶ月の研修を受ければよいのみであ

る。研修が足りないので、予防警察官は危険地

域でパトロールしたがらない。給料も安く（年

大で行った講演で、警察・司法警察・政府・公共省の間
に共有するデータベースがないことが問題だと述べた。
http://www.ccm.itesm.mx/

7メキシコ市の予防警察官は 3万人いるのに対し、司法
警察官は 3,000人しかいない（講演会でのエブラーの発表
による。注 3参照）ので、司法警察官が「路上犯罪部隊」
として行動できる余地は実質的にない。

給約 6,000ドル）、社会保障も少ないのでインセ

ンティブが働かない。

また警察の実績は低く、1999年のデータでは

犯罪者の 93パーセントが逮捕されていない。

警察内部の腐敗も多い。例えばある交差点で

銀行前が持ち場の警察官の場合、自分の持ち場

を維持するため、毎日 5-22ドルを上官に支払

わなければならない。さらに半月毎に 12ドル

払わねばならない (Arroyo 2003:8-10)。

アロジョは結論として、ゼロ・トレランス政策

のメキシコ市への適用というのは、政治的掛け

声にすぎないとしている (Arroyo 2003:17)。そ

れが具体的にどのような政治的意味合いを持っ

ているのか、アロジョはそれ以上明らかにして

いないが、以下では実際のゼロトレランス政策

のメキシコ市での適応のなかにその点を探って

みたい。

３.メキシコ市でのゼロ・トレランス政策の適用

2003年 8月、契約から 10ヵ月後にジュリ

アーニは最終的な勧告書を提出した。勧告内容

は大きく分けて 3つに要約できる。1)警察の近

代化、2)刑法体系の修正、3)コミュニティの

参加促進である。現実にはどう適用されている

のか。

1)警察の近代化: 司法警察側はゼロ・トレラン

ス政策に対して積極的姿勢を見せておらず (LJ

2003/02/23)、ジュリアーニが行ったように警察

全体をスリム化し統合を図るきざしはメキシコ

市側には見えない。今のところ警察庁は断片的

な「治安作戦」を増加させたのみである。

2)刑法体系の修正：重罰化を図りたい旨を警

察庁長官エブラーが述べている (LJ 2003/01/17,

2003/1/26)。

3)コミュニティの参加促進：警察官と地域住

民のあいだのコミュニケーションを密にし住民
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の信頼を勝ち取るために、数年前から実施して

いる「バリオ（コミュニティ）警察」計画をいっ

そう促進した。2003年 3月の時点で、バリオ

警官の活動地区は約 80箇所に上る (Secretaría

de Seguridad Pública 2003)。

しかし予定を 3ヶ月遅れて届いたジュリアー

ニの勧告書には、苦い感想が寄せられた。メキシ

コ市議会司法行政委員会の副委員長ヒルベルト・

エンサスティガ・サンチアゴ (Gilberto Ensástiga

Santiago)は、「何の新しさもない」とこの勧告書

を一蹴した。「ジュリアーニと契約を交わさなく

ても誰でも考え付くようなことだ」と付け加え

た（LJ 2003/08/08）。野党 PRIの議員フロレン

ティーノ・カストロ・ロペス (Florentino Castro

López)も「（勧告書で言われているようなこと

は市民は）もう知っていた。ただ市政府が実行

したがらなかっただけだ」と勧告を批判した（LJ

2003/08/08）。

他にも似たような批判がなされる中、ジュリ

アーニとの契約に出資したうちの一人で、全国

商業会議所 (Canaco)会頭のフアン・マヌエル・

アリアガ (Juan Manuel Arriaga)は「防犯に取り

組むために大変いい提言もある」と楽観的なコ

メントを寄せた (LJ 2003/08/08)。

勧告書の内容が月並みなものなら、出資した

企業家こそ落胆を見せそうなものなのに、なぜ

アリアガは楽観的な構えを見せたのか。この謎

はジュリアーニの勧告が
・

ど
・

こ
・

で適用されたのか

を見れば明らかになる。

４.セントロの防犯

2002年 11月にメキシコ市を訪れたジュリ

アーニ・グループの代表たちは、ダウンタウン

が防犯上の「実験室」として役に立つと表明し

た (LJ 2002/11/28)。メキシコ市のダウンタウン

はスペイン人たちがメキシコに到着する以前か

ら儀礼・政治の中心地だった。その跡地をスペ

イン人たちも行政や住宅の中心地として利用し

た。このことから、ダウンタウンは「歴史的中

心区 (Centro Histórico、以下＜セントロ＞と表

記)」と呼ばれる。1970年代に郊外の発展とと

もにセントロの人口減少が始まったものの、現

在でもこの 9キロ平方メートルの地区に大統領

府やカテドラル、市役所、上院、最高裁判所な

どが居並び、文字通りメキシコの「中心」とし

ての機能を担っている。またセントロには多く

の小売店や行商人が集中する。地下鉄の駅も多

く、一日 500万人の地下鉄利用者のうち 350万

人がセントロの駅を利用するというから、商業

の中心地でもある (Legorreta 1996)。またセン

トロのコロニアル様式の街並みは、1987年にユ

ネスコの世界遺産に登録されている。

歴代の市長たちはこのコロニアル様式の街並

みを活かして観光客を呼び寄せようと、セント

ロ再開発計画を進めてきた。現市長ロペス・オ

ブラドールの元でも再開発計画が進められて

いるが、前市政との顕著な違いはセントロ開発

のイニシアティブの大部分を民間が担っている

ことである。積極的にセントロに投資している

のは、ラテンアメリカでも有数の富豪で、電話

会社 Telmexやカルソ・グループを所有するカ

ルロス・スリム (Carlos Slim Helú)である。彼

は 2001年 8月にセントロ諮問審議会 (Consejo

Consultivo del Centro Histórico)の議長に就任

した。彼はここ 5～10年間に、彼の会社を通し

て約 1億ドルをセントロに投資すると発表した

(LJ 2002/12/26)。彼はすでに 40の不動産を購

入、さらに 60の不動産が彼の会社に賃貸され

ているという (JL 2003/05/16)。

ジュリアーニをメキシコ市の治安コンサルタ

ントとして雇用した民間グループの呼びかけ人

もまたスリムその人である。そしてジュリアー
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ニとの契約締結以来、セントロは実際に防犯プ

ロジェクトの中心になっている。市長ロペス・

オブラドールとスリムは、セントロを国内一安

全な「犯罪ゼロ」の地区にしたいと述べている

(LJ 2003/05/15)。また警察庁年次報告によると、

2002年 5月から 6月にかけてセントロでの警察

官配置区域は 19ブロックから 90ブロックに増

加した。さらにセントロに 100個の防犯カメラ

が設置された。そしてセントロの中心部から西

に延びる「ソカロ－アラメダ街道」には 24時間

体勢で 400人の警官がパトロールに立つことに

なった (Secretaría de Seguridad Pública 2003)。

プラディジャによると、セントロの「金融街

道」に焦点をあてたジュリアーニのゼロ・トレラ

ンス政策の採用は、企業の行動を直接支援する

ものだ (Pradilla Cobos 2003a)。またカルロス・

ラミレスによると、メキシコ市とジュリアーニ

の目的は、
・

セ
・

ン
・

ト
・

ロ
・

地
・

区
・

に治安問題解決策をも

たらすことだった。というのもこの契約を仲介

したのは、セントロの不動産ビジネスに利害が

ある企業家たちだったからである。だから警察

庁長官のエブラーはこの契約がセントロだけの

ものではなく、街全体の治安に関わるものだとカ

モフラージュしなければならなかった (Ramírez

2003)。

不動産業界とジュリアーニの採用は確かに結

びついている。ジュリアーニは 2003年 3月、メ

キシコ市で不動産業者を集めたテレビ会議を開

催し、ニューヨークを「世界一安全な街」に変え

た彼の実績を根拠に、業者たちにメキシコ市の不

動産インフラや防犯に投資するよう呼びかけた。

会議の開会の辞を述べた市長ロペス・オブラドー

ルは、メキシコ市が不動産業界に好条件を提供

できることを強調したという (LJ 2003/03/12)。

メキシコ市政のセントロ再開発計画は、民間

企業優先の都市計画として批判を浴びている8。

バリオ会議 (Asamblea de Barrios)の代表は、メ

キシコ市政が「カルロス・スリムのビジネスを

支持している。…（セントロには 1985年の震災

によって）荒廃した集合住宅に 100家族以上が

住んでいるが、金持ちの住宅建築のためにを彼

らの立ち退きを推進している」と批判している

(LJ 2002/09/18)。また、セントロの北東には巨

大な「ブラックマーケット」9、テピートが存在す

るが、テピート研究所のアグスティン・エルナ

ンデス (Centro de Estudios Tepiteños, Agustín

Hernández)は、当局が「カテドラル－バシリカ

観光・巡礼街道」の建設や度重なる「取り締ま

り作戦」によってこの地区を消滅させようとし

ていると批判した。エルナンデスによれば、こ

の街道の建設はテピートへの不動産投機を促進

し、不動産評価額は 400パーセントまで上昇

する見込みだ。この金額を払いきれないものた

ちは郊外へ追い出されることになるという (LJ

2002/12/22)10。

ジュリアーニ契約の目的がビジネスのために

8プラディジャは、フォックス大統領やロペス・オブラ
ドール市長の支持のもと、セントロでスリムが行っている投
資は「セントロの民営化」だと批判している (Pradilla Cobos
2003b)。ハラも同様の批判をしている (Jara 2003)。週刊誌
『プロセソ』も「セントロ・イストリコー民間の私有財産」
という特集を組んだ (Proceso 2003/10/05)。

9テピートは密輸品、麻薬、武器販売などのブラックマー
ケットで有名だが、元々は革製品や靴工房で有名な場所だっ
た。集合住宅（ベシンダー）の中庭を工房にして、住民たち
は独自の相互扶助の文化を発展させた。エルナンデスはテ
ピート文化の促進・保存運動に関わっている。詳細は (Ayala
1991, Nájar 2001)を参照してほしい。

10金を持たないものたちだけが郊外へ追い出されるので
はない。ジュリアーニの戦略に関して言えば、治安強化作
戦の敷かれたセントロのような地区から、そうでない地区
へ犯罪自体が押し出されることになるだろう。ジュリアー
ニの防犯作戦はメキシコ市のみを対象にしているが、メキ
シコ市の周囲には巨大な首都圏がある。レゴレッタによる
と、メキシコ市 (DF)は首都圏の 4割を占めるに過ぎない。
犯罪の大多数はメキシコ市で行われ、犯人は市外の首都圏
に逃げる。市外の首都圏では予防警察も司法警察も管轄の
違いにより活動できない。このようなシステムの元では効
果的な治安対策は難しいだろう (Legorreta 1997a)。
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セントロの治安を向上させることにあるのなら、

本節冒頭にあげたアリアガ全国商業会議所会頭

の楽観的コメントも納得のいくものになる。も

し彼が治安対策をメキシコ市全体の必須課題と

してではなく、セントロ地域のみの課題として

受け取っていたのなら、セントロでの警備の強

化によってその課題は解決に向かっていること

になるからだ。さらにソナ・ロサ地区に治安対

策をしき、メキシコ市で最も安全な地区の一つ

にするという市政の提案は、治安対策とビジネ

スの結びつきを暗示している。司法警察庁の発

表によるとセントロは確かにメキシコ市で最も

犯罪数の多い場所だ (LJ 2003/03/27)。しかしソ

ナ・ロサを含むクアウテモック区は、犯罪数の

多い 10区の中に含まれていない。ソナ・ロサ

もまた、セントロのように観光客の多い場所で

あり、飲食店が集まっている。警察庁長官エブ

ラーは、浮浪者・民芸品売り・ストリート・チ

ルドレンなどを当地区から駆逐し、屋台の規制

も行うとした (LJ 2003/02/21)。このような規制

は防犯上の観点に立ってのものというよりは、

ソナ・ロサ地区でビジネスを進めるものの立場

に立ってのものだろう。

５.ゼロ・トレランスと都市政策

メキシコ市の例をいったん離れて、ゼロ・ト

レランス政策とダウンタウン開発の関連性につ

いてみてみよう。ニール・スミスはゼロ・トレ

ランス政策が世界各地でダウンタウン再開発の

ために採用されているという。「ゼロ・トレラ

ンスは今や「都市再生」や都市中央部の大規模

なジェントリフィケーション11を補完する戦略

とみなされている」(Smith 2001)。またニュー

11ジェントリフィケーションとは、都市中心部から貧困
層を追い出し、そこを中産階級向けに開発することである
(Smith 1996)。

ヨークやシカゴでは、ゼロ・トレランス政策がダ

ウンタウンのマイノリティに適用された後、不

動産会社がそこに新興富裕層向けの住宅をつぎ

つぎに建設したという。その結果、以前はダウ

ンタウンに貧困層、郊外に富裕層が住んでいた

のに、現在ではダウンタウンに富裕層、郊外に

貧困層が居住という逆転現象がおきている。こ

のプロセスを後押ししたのが連邦政府で、45億

ドルの連邦予算が 5万戸以上の公営住宅の取り

壊しに当てられ、結果として貧困層はダウンタ

ウンから追い出されることになった (Venkatesh

2003)。

メキシコ市でも起こっていることは同じであ

る。レゴレッタはメキシコ市のケースについて

次のように述べている。「貧困は都市の不動産

賃貸料の値上げを妨げる要因のひとつである。

上流・中流階級の商業的・文化的・居住的需要

は新しい空間を求めるが、その多くは貧困層に

よって住宅として使われている。…だから貧困

層を郊外へ追いやる必要性が存在するのだ」。

(Legorreta 1997b)

おわりに

メキシコ市とジュリアーニとの契約によって、

多くの人々が警察の横暴の増加を心配した。警

察庁長官のエブラーは、警察のモラル強化をう

たい、さらにモルディーダ（警察が市民から受

け取る賄賂。主に交通違反などの微罪を見逃す

ために受け取る）を取り締まるためのビデオカ

メラの活用などを行った。

しかし批判が「警察の横暴」だけに向いている

分には、セントロ民営化と結びついた防犯政策

は人々の眼を引かない。民間企業の利益に添っ

た形で都市開発が行われ、その警備に警察が動

員されるプロセスは「警察の民営化」とでもい
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える事態なのではないだろうか。

付記）本稿は、執筆過程にある博士論文「民営化さ

れる都市：メキシコ市セントロの事例をもとに」の

一部をなすものである。
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