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在ベネズエラ日本大使館専門調査員�

�．チャベス、モラレス、ウマラ、ルーラ、キ

ルチネル、ロペス・オブラドールなど、ここ数年

喧伝されるようになったラテンアメリカ（以下

ラ米）の左傾化に関する学術書が『ラ米の新し

い左翼：その起源と将来への軌跡』としてコロ

ンビアのノルマ・エディトリアル社から����年

に刊行された。元々本書は、米国ウィスコンシ

ン大学マディソン校ヘブンズ社会構造・社会変

動研究センター及びオランダ・トランスナショ

ナル研究所の共催で ����年 �月 ��日から �月

�日の間に開催された同名タイトルのセミナー

を基礎としている。同セミナーには本書各章を

分担執筆した大学研究者のみならず、ラ米各国

の左派政党の代表者も招かれている�。

『ラ米の新しい左翼』とのタイトルが示すよ

うに、本書ではラ米と呼ばれる地域において広

義の「左傾化」が進展していることを所与のも

のとして議論を行っている。無論、かかる左翼

の台頭を既成事実として議論を進めることに慎

重である論者が存在しないこともない。左派と

�本稿における見解は著者個人のものであり、外務省な
らびに在ベネズエラ日本大使館の見解を代表するものでは
ない。

�本書 �J� 頁

は言っても内実はばらばらで十把一絡げにする

ことは各国、各政党、あるいは各社会運動間に

存在する差異を均質化し、そこに作用するダイ

ナミズムを捨象しかねないとの主張があっても

当然である。

本書は「新しい左翼」内に見られる共通点に

注目している。つまり、「新しい左翼」は存在す

ることを前提としている点で上の論調とは異な

る。それによると、左派内部に見られる多様性

こそがむしろ「新しい左翼」の特徴の一つとな

る。ここではまず、本書が提起するラ米の左翼

像を整理する前に、本書の構成を紹介したい。

本書は「ラ米の新しい左翼」に関する概念を一

般的に整理した各章（第 �章、第 ��章、第 ��

章）と、各国のケーススタディ（第 �章～第 �

章）に大別される。各章の構成は以下のとおり。

前書き及び謝辞

第 �章 蘇るユートピア：ラ米の新しい左翼

研究のための序章（セサル・ロドリゲス・

ガラビト、パトリック・バレット）

第 �章 ブラジルにおける労働党の台頭：ネ

オリベラリズムに対する代替案としての民

主主義と参加の分配（レオナルド・アブリ

ツェル）

第 �章 左翼とポピュリズム：ベネズエラにお

けるネオリベラリズムへの代替案（エドゥ

ガルド・ランデル）

第 �章 拡大戦線党（ＦＡ）から新多数派へ：

政府展望に対するウルグアイの左派（ダニ

エル・チャベス）

第 �章 コロンビアの新しい左翼：起源、特徴

及び展望（セサル・ロドリゲス・ガラビト）

第 �章 現代アルゼンチンにおける政治的左

翼と社会運動（フェデリコ・シュツェル）

第 �章 懐旧とユートピア：第 �世紀におけ
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るメキシコの左翼（アルマンド・バルトラ）

第 �章 ボリビアにおける左翼と社会運動（ル

イス・タピア）

第 �章 褐色の荒野から種を蒔こう：エクア

ドルにおける左翼、ユートピアと社会運動

（パブロ・ダバロス）

第 ��章 ��世紀初頭におけるラ米左翼（ア

ティリオ・ボロン）

第 ��章 将来のある左翼（ボアベントゥーラ・

デ・ソウサ）

本稿では、「ラ米の左翼」の概念化を試みた �

章（第 �章、第 ��章、第 ��章）を整理すると

ともに、評者が研究・調査の対象とするベネズ

エラのケースを紹介することとしたい。

�．アカデミズムにおける研究・調査の習わ

しとして、本書も冒頭で先行研究の不備あるい

は不在を指摘し、その存在意義としている。そ

れによると、ラ米の新しい左翼に関する先行研

究は �つの問題点を抱えている。一つは、各国

のケーススタディが比較或いは地域的、グロー

バルな視点という大局的な視座を欠いたまま個

別・排他的に展開していること。そしてもう一

点は、左派政治の分析が「政党政治」、「労働組

合」に限定されてきたが故に、��年代以降とり

わけ顕著となった左翼内部におけるアクターの

多様化�政府、政党、ＮＧＯ、社会運動その他�

を等閑視する傾向にあり、またそれらの相互作

用が無視されているという事実である�。

本書内で強調されるように、「新しい（#�'6�）」

という形容詞は価値評価的なものではなく、事

実描写的なものであり、「新」が「旧」の優位に

立つという排他的な関係にはない�。これは、両

者がある特定の歴史的地点を境に完全に二分可
�本書  頁
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能な、異なるものとして表象されることを避け

るために重要である。著者らは、ノルベルト・

ボッビオに依拠し、対立概念である「右翼」と

の比較から、あくまで新旧問わず左翼が平等の

促進をその思想的基盤としてきたことを強調す

る。何が違うのかとの比較の視点は、直面する

新たな状況を解釈する上で不可欠であるが、何

が違わないのか、との視点を欠くことは顕在化

しつつある左傾化の潮流が、旧来の左翼の失敗

あるいは評価すべき点より学んでいるという事

実を看過することにつながりかねない。

かかる連続性の問題に関し、ボリビアを扱っ

た第 �章でルイス・タピアは、昨今の政党及び

社会運動（モラレス現大統領が所属するＭＡＳ

を念頭においている）と対比しつつ、平等の促

進のみならず、政治・マクロ経済決定に関する

主権、天然資源に関する法、経済、政治的コン

トロールの回復をはじめとする国家主権の確立

をも新旧左翼の連続点と指摘している�。翻っ

てみると、キューバは言うに及ばす、カルロス・

アンドレス・ペレス（第一次）による石油産業、

サルバドール・アジェンデの米国系資本の銅産

業、ラサロ・カルデナスの鉄道、石油産業、サ

ンディニスタ革命下のコーヒー、砂糖、綿花企

業、フアン・ベラスコの国家基幹産業など確か

に旧左翼による国有化に関しては多くの事例が

存在する。

今日では、ベネズエラ石油公社（ＰＤＶＳＡ）

による旧操業協定の合弁企業化（ＰＤＶＳＡが

�� ％以上の資本参加）が代表的な事例である

が、モラレスも当選後、米国の対麻薬政策とぶ

つかりあうコカ栽培の自由化を主張しており、

同氏の掲げる天然ガス国有化に関しては、チャ

ベス大統領が盛んに支持する意向を表明してい

�本書 ��J� 頁
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る。ウマラ・ペルー大統領候補も同様に、天然

ガス、原油の国有化を主張し、資源ナショナリ

ズムの様相を強めている。

�．それでは、新旧左翼の相違点とは何か。旧

来の左翼の失敗とは、グローバル化、情報化、共

産主義の実験の失敗という新しい社会条件の下

で表出する新たなイシュー（あるいは主体）をす

くい上げる柔軟さに欠けたことである。何も異

議申し立てを行っているのは労働者だけではな

い。ボアベントゥラ・デ・ソウサ�も、あるグルー

プの利益（＝団結した労働者による革命成就）が

他者の利益に従属を強いるという思想的全体主

義を排し、「分極化されない複数性 	8.���.�/�/'

/'8�.�.�$�/��」を模索していくことが今後の

課題であるとしている�。こうして見ると、ソウ

サあるいは第 �章でベネズエラを担当するラン

デルがともに「多中心的 	8�.��1#"�����」を掲げ

る世界社会フォーラムの運営に強くコミットし

ていることは決して偶然ではない。ロドリゲス

とバレットが本書序章で強調するように、新し

い左翼の大きな特徴の一つとは、階級という同

一性のみならず、民族、宗教、ジェンダー、セ

クシュアリティといった差異 	.� /�T'�'#����へ

の高い感受性である�。こうした差異がヒエラ

ルキー関係をなすことなく混在するのが今日の

新しい社会運動の特徴のひとつと言える。

本書は、新旧左翼の歴史的な区分を、ベルリ

ンの壁～ソ連邦の崩壊、ニカラグアのサンディ

ニスタ政権の選挙における敗北においている。

このような歴史区分において、「旧来型の左翼」

の特徴と見られたマルクス・レーニン主義の教

�『世界社会フォーラム：帝国への挑戦』ジャイ・セン
他編（武藤他訳、作品社、���� 年）にて、ソウサの諸論文
を邦訳で読むことが出来る。ぜひ参照されたい。

�本書 ��� 頁
�本書 �� 頁

条的解釈は、平等の言説を旗頭にする左派政治

の領域にさえ包摂されぬ他者の存在を忘却する

ことを通じて、左派政治の参加主体を「明確」

で「わかりやすい」ものとしてきた。旧来の左

派政権による先住民問題（著者は、��年代ニカ

ラグア・サンディニスタ政権下の「ミスキート」

問題に言及している）	に対する不寛容な姿勢が

本書でも指摘されているが、それは労働者とい

う「革命主体」にその他の主体が従属され、革

命実現後にその他の社会的格差、差別が解決さ

れるという主体形成のあり方を問題視するもの

であると解釈できよう�
。

�．かかる社会情勢の大幅な変化こそが新し

い左翼の登場を準備した。ボルトンは、第 ��章

「��世紀初頭におけるラ米左翼」において、「な

ぜ今なのか？」との直截な問いを用意し、ラ米

における新しい左翼の台頭の理由として以下の

�点を挙げている��。

（�）��年代から ��年代半ばまでのネオリ

ベラリズムに立脚した小さな政府を志向する構

造調整が、中産階級を含め広範なセクターに犠

牲を強いるものであったこと。財政緊縮により

インフレを抑制し、天然資源のみならず一般市

民の生活とも密接に関わる水道、電気、あるい

は年金事業を民間の手にゆだね競争原理を導入

することによって、「効率化」を目指す。極力小
	本書 �� 頁、�'� 年代末オルテガ・サンディニスタ民

族解放戦線司令官は、カリブ海側の先住民集団ミスキート
保護のため識字教育などの援助を開始。しかし、これによ
り自らの歴史・文化を学んだミスキートは逆説的にもミス
キート文化の退廃を感知し、サンディニスタの展開する保
護政策からの自律を主張するようになる。サンディニスタ
はこれに対し抑圧を強め、後に米国からの援助を受けたミ
スキートとサンディニスタの対立は先鋭化する。小泉他著
『中米地域先住民への協力のあり方』（独立行政法人国際協
力機構、���� 年）&&�'�	(� を参照されたい。

�
ラテンアメリカ左派運動内部における性差別に関して
は、拙稿「マチスモを通して見るラテンアメリカ・フェミ
ニズム」『ラテンアメリカ・カリブ研究』第 � 号、���� 年
を参照されたい。

��本書 ��J� 頁
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さな政府を目指すとともに、産業保護や、外資

に対する規制の解除、自由貿易の推進がこの時

期積極的に行われた。しかし、これはリストラ

の増加による失業、インフォーマルセクターの

拡大、そして治安の悪化、政府補助金の削除に

よる貧困層の脆弱化、競争力の高い米国農産品

の流入による国内農業セクターの衰退等をもた

らすこととなった��。

（�）��年代のラ米では、民主主義は選挙的

機会の平等へと矮小化され、資本に支配された

寡頭支配的な政党が、強力なマスメディアを駆

使し民衆をコントロールする。何年かに一度開

催される選挙は、誰が今回の民衆支配を担当す

るかを決定するための儀礼へと落ちぶれる。民

主主義がこのように、儀礼化、形骸化、矮小化

されたことがその再検討の必要性をもたらした

。ダバロス（第 �章）の言葉を借りるならば、ラ

米における民主主義は、����年のメキシコの対

外債務危機及びＩＭＦ・世銀主導の構造調整開

始を契機に失墜し、「改革」の大義名分の名のも

とに権力構造を正当化し、経済社会的な不平等

を免罪するためのメカニズムへと堕したのであ

る��。

��このような危機の季節に台頭した左派が特に「社会的
なもの G�� ������I」に強いアクセントを置いていることは重
要である。チャベス大統領による社会ミッションがその代
表的な事例である。ロドリゲス・ガラビト（第５章）は、ボ
ゴタ市長に就任した左派のルイス・エドゥアルド・ガルソ
ン氏が選挙運動中、雇用や治安問題に言及したことを挙げ、
これが暴力の直接的な被害者となる貧困層のみならず、低
階層の不満爆発を危惧する中・上流階級からの得票に結び
ついた、としている。ガルソン治下、ボゴタの企業家、銀行
家がメキシコの富豪カルロス・スリム氏を中心に組織され
た会議に参加し、中道左派による都市政策の重要性を議論
している（本書 ���J'頁）。同じく中道左派のロペス・オブ
ラドール前メキシコ市長による治安政策に関しては、島村
「メキシコ市におけるゼロ・トレランス政策の導入」『ラテ
ンアメリカ・カリブ研究』G����I が詳しい。ちなみに、島
村氏によると、スリム氏出資のメキシコ・シティのセント
ロ再開発計画は「スリム・タウン」計画とも呼ばれている。

��本書 �� 頁

（�）ネオリベラリズムは多様な社会セクター

を排除するものであった。しかし、旧来の左翼、

つまり広範な大衆を支持基盤とする大政党や労

組という組織化はかかる多様なセクターからの

異議申し立てやニーズをくみ取るような柔軟性

に欠けていた。それ故に、「新しい」と形容する

ことの出来る左派主体、社会運動、ＮＧＯが登

場することとなった。ブラジルの土地なし農民

運動、ボリビア、エクアドルの先住民運動、ア

ルゼンチンのピケテロ運動、そして北米自由貿

易協定（ＮＡＦＴＡ）発効となる ����年 �月

�日に蜂起したサパティスタ等がその事例とし

て本書で論じられている。

（�）新自由主義的グローバリゼーションに

反対する左派・社会運動それ自体がグローバル

化しているという現実。����年のＷＴＯシアト

ル第 �回閣僚会議に反対するＮＧＯグループの

抗議活動や、����年にブラジルのポルト・アレ

グレで産声をあげた世界社会フォーラムがイン

ターネット等を通じてラ米大陸、世界規模の参

加者を受け入れたことはあまりにも知られてい

る（カラカス社会フォーラム参加者もその大半

が外国からであった）。また、サパティスタに

よるインターネットの流用はもはや純粋な閉域

に拘束されてきた「先住民」のイメージを大き

く変容させただけではなく、その主体性、創造

性の一端を示すのに貢献した。エクアドルで対

米ＦＴＡ反対の先住民が蜂起するや否や、同国

政府がチャベス大統領の関与を告発しているの

もかかる「抵抗のグローバル化」の証左といえ

るのかも知れない。

�．「将来有望な左派はストリートにいる」��。

メキシコを論じるバルトラは、今日の左翼、ある

いはその将来像をこのように描写している。カ

��本書 ���J�
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ラカスで先頃開催された第 �回世界社会フォー

ラムほど評者に「ストリートの左翼」を強く印

象づけたものはない。カラカス市内の会場周辺

はさながら縁日の様相を呈した。オープニング

のマルチャでは、ロックコンサートや各先住民

による「エスニック」音楽とともに、反米（反

ブッシュ）、反戦、反差別、反グローバリズムの

声明が同じひな壇を共有した（ちなみに司会は

本書第 �章のランデル氏）。市内にはマルチャ

やストリート・パフォーマンスが溢れ、大小数

千とも言われた会場では、知識人の発表やディ

スカッションが開催された。

社会主義を延々と語る知識人の傍らで、批評理

論で武装したゲイのディスカッサントがメディ

アにおける先住民表象批判を行う「ワイユ」（ベ

ネズエラとコロンビア国境周辺の先住民）の参

加者に、メディアの批判的流用を説くのを目撃

したり、一言も語ることなくパントマイムに興

じるものや、「会場」には足を運ばずバイレやマ

リファナを媒介に他者との連帯を体感するもの、

環境保護を主張し、市内を自転車で横断するも

のなどが混在する異様な雰囲気が見出された。

しかし、同時に、一見ばらばらな要素の寄せ集

めにしか見えない参加者が団結する場面もしば

しば見受けられた。チャベス大統領固有の表現

である「ＡＬＢＡ（米州ボリーバル代替構想）」、

「��世紀型社会主義」、「ボリーバル革命」等は

発表者が観衆の注目を引きつけ、大喝采を受け

るのには格好なフレーズであったし、キューバ

革命、モラレス政権誕生への賛辞、あるいは「ネ

オリベラリスト」ウリベ大統領への批判に、聴

衆は我が事のように沸き立った。このフォーラ

ムが「第 �回アメリカ大陸社会フォーラム」と

しても開催されたことを忘れてはならない。

�．ある米国の有名紙は、カラカスが今やサ

ンディニスタ革命下のマナグアやキューバ革命

下のハバナを彷彿とさせ、ユートピアを求める

米国からの知識人が「革命ツアー」とさえ呼び

うるような勢いでカラカス入りしている旨報じ

ている��。そこであげられるのは、歌手ハリー・

ベラフォンテ、俳優ダニー・グローバー、黒人知

識人コーネル・ウエスト、反戦活動家シンディ・

シーハン、ジャクソン師、ラ米からも例えば、ウ

ルグアイの作家エドゥアルド・ガレアノ、アル

ゼンチンのノーベル平和賞受賞者アドルフォ・

ペレス・エスキバルなどがカラカスを訪れてい

る。その中でも興味深かったのは、政府関係者

とともに講演を行った『帝国』の著者Ｔ・ネグ

リとＭ・ハートであった��。

����年 �月 �日、カラカス首都区庁主催で

ベネズエラ中央大学の講堂で行われた同講演会

は、チャベス派で不動産接収や治安対策のため

の地域住民の武装化などで物議をかもしている

バレート首都区庁長官が司会を務めたこともあ

り、ひな壇に近い前列は制服を着用した首都区

庁管轄の消防及び警察関係者に軒並み占拠され、

残る部分を赤シャツのチャベス支持者が占める

というアカデミックな雰囲気からはほど遠いも

のであった。ハートはスペイン語で、帝国とマ

�� @P������� ���. � 2���� � 9����)���� �� P���?)����A %�&

3��4 ������ �������� 同様の記事はベネズエラ国内にも見
受けられる。@7� P���?)��� �� ���)����� �� ������ &��������

�� �� �?B)������A 
� %�������� ���������ここでは、世界社会
フォーラムを訪れた欧州からの @����������A がその後もカ
ラカスにとどまり就業、就学しながら「ボリーバル革命」の
行く末を共時的に体感している様子が描かれている。

��エル・ウニベルサル紙 G��������I は、チャベス大統領
の外交政策を支える国際的なイデオローグとしてイグナシ
オ・ラモネー「ル・モンド・ディプロマティーク」編集長、
ノーム・チョムスキー �/2教授、作家のマルタ・ハーネッ
カー氏等のリストを挙げているが、その中には本書第 �章
を担当するアティリオ・ボロン �-
�,! 所長も名を連ね
ており、「反米、反資本主義で、キューバがラ米で最も民主
的と主張する」論者と指摘されている。
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ルティチュードについて論じた。彼は本質的に

左翼と呼べる政権など存在せず、あるのは左翼

にスペースを与えることが出来る政権のみであ

ると言う。また、ネグリは、チャベス大統領を

はじめラ米の左派指導者が盛んに使用する「民

衆 	8�'4.��」概念の再考に多くの時間を費やし

た。ヨーロッパ出自のネグリにとってこの概念

はファシズムに結びつくものであり、排除の機制

を包含するこのタームにかえてマルティチュー

ドという多中心的な公共性の可能性を提案した。

しかし、これらに聴衆は激しく噛みついた。

学生と思わしき者や、チャベスの展開する社会

ミッションで初等教育を受けている主婦その他

の雑多な聴衆の、「ポストモダニスト」と紹介を

受けた �人への批判は要約すると、運動の背骨

となり、共同的アイデンティティの基礎となる

「民衆」という概念を勝手に「知識人」が脱構

築することへの憤りと、マルティチュードなる

概念があまりにも抽象的、ユートピア的で現実

生活とどのように切り結んでいくのか、という

素朴な問いに答えていない、というものであっ

た。「ユートピアはいらない。我々には現実の

生活がある」とでも言わんとするこれらの批判

にこそまさしく革命を生きる人々のリアリティ

が表出されているのかも知れない。

�．ランデルはベネズエラにおける左翼の「現

実」とそれを描き出そうとする「理論」の乖離を

主張している��。現実は理論を常に裏切ってい

く。盛んに声援を送った聴衆は単にバレート長

官の歓心を買いたかったのかも知れない。チャ

ベスのばらまく金が欲しかったのかも知れない。

帰途の乗り合いバスの中で、もしかしたら、無

理してフーコーなんか援用してしどろもどろに

なった長官を嘲笑しているのかも知れない。あ

��本書 �J 頁

るいは、ユートピアに取り憑かれた研究者が「革

命」を夢見てありもしない『ラ米の新しい左翼』

などという学術書をでっちあげたのだろうか。

「ラ米の新しい左翼」などといったフレーズこ

そが、出版、報道あるいはセキュリティ関連企

業の「市場」を活性化する極めて「ネオリベラ

ル」な造語なのかも知れない。

しかし、カラカスに身を置いて日々の報道に

触れていると、こうした熱狂的な（あるいはそ

れを装う）ラ米各国国民の表情を目にしない日

はない。大統領選を控えた各国首脳、政府高官

がチャベスの「内政干渉」を批判する。コロン

ビアの内務警察がチャベス暗殺計画に関与して

いたとの報道が流れるやＦＡＲＣがウリベを責

め、次期大統領選への出馬取り下げを迫る。米

国先住民の代表が「アロー・プレシデンテ」で

チャベスを解放者シモン・ボリーバルの再来と

絶賛する。「アダンとエボ」とチャベスが弟のよ

うに慕うモラレスが大統領当選後最初に飛んだ

のはキューバだった。そしてその足でカラカス

に。そこにはウマラもいた。ＡＬＢＡに沸いた

フォーラムの聴衆@�.��( �.��( �. %���G�U@、

ネグリの「本質主義」に怒ったチャビスタの経

験は、まさに本書で議論されているようなラ米

に到来した新たな政治＝文化状況に担保されて

いるのである。 □■


