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インターネット上のサパティスタ戦士

米国スォースモア大学 JustmPaulsonのパーソナル，ページ（http:I I secs. swarthmore.edu/ 

～iustin/ index. html）をめくっていくと”EZLl'¥J＂といろタイトルのページ（ h仕p:I secs‘swarthmoτe 

ed：.：／寸ustin/Docs/ ezln／己zln.html）が現れるコそこにはサパテイスタの声明からの引用丈ととも

に、ラ・了t<.1vナーダ紙に掲載された、パイプをくわえて罵にまたがる副司令官マルコスの写真が貼

りつけられている。一方、 Institutefor Global Communicationsの”副司令官マルコスとEZ口寸’のペー

ジ（h社p:/I www.igc.apc.org I zaps I ezln.html）では、マルコスがおそらくジャングルのどこかに

腰を漆ろし、いつものようにパイプをくゆらしながら誰かと話をしている写真が飾られている。こ

うしたWe.ridWide Web tへの副司令官マルコスの立場及、明らかにマルコスがサパティスタ草の

単なるスポ日クスマンにとどまら公い、重要な窓味を帯びたひとつの記号ないしは象霞として扱わ

れていることを示すものである J ただ、インタ』示ットという情報のあり方（後述）に鑑みた場合、

ぞれらの写真は単にサバアイスタに関する情報がそこに存在することを示すために用いられたピク

トグラフ的な記号などではなI,)u ディスプレイの図面に映し出されたマルコスは、孜々をサノTテイ

スタたちの戦闘空間へと誘ろ、電子空間の震に現れたサパティスタ戦士そのものごとのだ。

物語としてのサパティスタ情報

昨年（1994)1月1日に武装決起したサパテイスタ窓（ Ej岳民itoZapatista de Liberaci6n Nacional) 

に調達する情報は、インター不ツトのUSENETやメーリング・リストのデfスカッション・グル）

プをはじめ、さまざまなサーバー（Gopherゃいんγw、ドロヲ）を通じて多数提供されている。このイン

ターネット上に流通するサパテイスタ情報に関しで筆者がここで強調しておきたいのは、決して提

供される情報量の膨大さや伝達の迅速さではない。かしろ、そこにサパティスタをめぐるーワの物

語空間が形成されているという事実である。サパテ fスタに関する情報は、決して一つの事実に関

する中立的な報道としてネット上に存在寸るのではないυ それはサバディスタ支持者もしくはその

京勢力によって書き込まれたメツぞージである。それゆえに、そこにはサパティスタたちにまつわ

る物語としての戦闘空間が現出する。インターネット上のサパティスタ関連情報はインターネット
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のユーザーが描いたサパテイスタ戦鱒員たちの物語なのである。その物語が何を語ろうとしている

のか、また人々はその物語に何を読み取ろうとしているのかといった問題については、本稽では触

れない。本稿の目的は、インターネット上に構築されるサパティスタ情報がフイクシヨナルな性格

を帯ぴたものであることを指摘することである。

インターネットとは世界中に無数に存をするコンピュータをくもの巣状に接続した巨大なネット

ワーク・システムである。ぞれは、どれか一つのコンピュータないしは回線がダウンしでも全体と

しては不都合なく 24時間ぶっとおしで稼働している。それにさらに多くの、一時的にネットに接続

される我々のコンピュータがぶら下がっている。米国の情報スーパーハイウェイ構想によって一躍

締光をWHfだ、このインターネットの本質は単なる情報提供のためのインフラ整備ではない。今日

のインタ）ネットでは、アクセスのための回線教を無限大に京げることでシステム全体としてのダ

ウンを回避しようとする本来の自的とは別個に、その回線を提供するためのサーバー（コンピュー

タ）が同時にデータの貯蔵庫としても機総するようになってきている。しかも、各サーバーに蓄え

られるデータに制限を加えることのできる背理者は基本的には存在しない。それは、インターネッ

トに接続したサーバーは会て情報の発信基地となりうることを意味している。実際、個人のコン

ピュータにおいて容易にそうしたインターネットの使用方法を実現できるようになったことが、今

日のインターネットの爆発的な拡大の要因となっているのである。インターネットに接続すること

によって、我々は情報の一方的Q:受儒者であるだけでなく、発信者ともなりうる。こうした特徴を

持つインターネットは、清報の結五発信によって物語と Lての情報空間を、自然発生的に多数生み

出す可特性を本来的に秘めたものなのである。

サパテイスタ・ネット

1991年10月18日から翌年3月318まで朝日新聞の朝刊に I靭の汐スパールjという題名の新聞小

説（作者：筒井康経）が連載された。この新聞小説は、主にパソコン通信による ASAHIパソコン・

ネット「電脳筒井線jへの書き込みメッセーヅを取り込みながら、物語を構築する実験小説として

金頭された。読者の意見が物語にフィ…ドパックされ、読者も一人の作者となるという作品の構成

方法は、小説の技法としては必ずしも斬新なものではない。また、作中パソコン・ゲーム fまぼろ

しの遊撃隊Jの戦闘員たちが現実の世界に飛び出してくるという物語の設定にもさしたる新鮮味が

あるわけでもない。作品としては特別注目に値するわけではないこの小説も、日常生．活にインター

ネットというコンピュータを用いた情報の伝達がより実際性を帯びたものとなりつつある今日の状

況においては、物語の形成に関する実験を行ったものとして非常に興味深い事例であるの

f靭のガスパールjlま「電脳筒井線一朝のガスノ＼－ル・セッションjという虚構世界に読者を誘

い込み、彼らをそこの住人に転換する装置であった。そこでは毎朝「一番鶏jが鳴いて、その日の

物語の最初と最後の文字を知らせていた。 「電脳筒井線一一朝のガスパール・セッションjは f朝の

ガスパールjという小説が読まれている限りにおいて存在する物語空間であると同時に、ネットワ一
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カーたちにとっては一つの現実世界だったのである。 「電脳筒井線jにアクセスし、そこに書き込

まれたメッセージを読む限りにおいて、ネットワーカーがそこが彼らにとっての現実空間であるこ

とを理解することは容易ではないかもしれない。だが、彼らが一旦メッセージを発信し、 「朝のガ

スパール・セッションjの中の登場人物と化した時、彼らは一つの巨大なロール・プレイシグ・ゲー

ムの中にいることを発見するはずである。 f朝のガスパールjは、彼らの現実世界にまで侵入して

くる自己言及的な物語だったのである。

ここで、視点をそのままインターネット上のサパテイスタ関連ニユースにスライドさせれば、サ

パティスタ調~！ニュースが単なる情報ーすなわち、我々が勝手に書き換えたりできないノン，プイ

クションーーというカテゴリーにヰはまるものではないことカf見えてくるはづrである。イシター永ット

i二のサパナイスタ調達情報は、本来多数の人々が何らかのヨ的で書き込んだメッセージである J 一

つのメッセージは別の新たなメッセージを呼ぶ。それゆえに、イ J夕、ーネット i二のサパティスタ！調

達情報；立一つの巨大なメタ・フィクションを構h立する J それはサパテイスタの闘争が終了し、まだ

インター示、ットが消滅することがない限＇ J、永遠Jこ続けられるとi己主主的な！ーサパティスタ，ネッ

トjとよのであるつ

サパテイスタ戦闘空間

キ十バテイスタ 7J＇？ス・メディア、特に欧米ジャーナ ＇）ズムを巧み；こ利用し、メキシコ国内だけで

なく全世界の人々の同情ないし；ょ支持を獲得していづたことは現知の事実である J アム大ステ 1 . 

インターナシヨ ）＼， など既存のNGOを：手じめ、新たに結成されだ支援唱団体ズハサ＇＼子 fスタの活動を

側面から支援してωるJ しかし、サパテデスタの活動を実際に支えているのは、そうした現場で働

く人々以上に、彼らの活動を見守る世界中の多くの人々であり、またその同情ないしは良心（サパ

テ rスタから晃れば正義）？ある＇ J 実際、 EZLNは19<)1年HHDの戸明で、国際赤十字社などの国

際機関が彼らの戦闘そ監視し調整するように安；脅しているコ

このようなサパティスタの情報操作戦術において、 インター永ット lま単に新聞やテレビに代わる

情報伝達の手段であるだけでなく、ネット・ユーザー今介Lて徐々な人々の意見そ積極的かつ直接

的にほふ上；Tる装置ともなっている σ 通常マス：コ三；こは流れない1$:の恨的な情報が、ネットに登場

するのは、その具体的な例である c もちろん、サパディスタに関する l清報をインターゑット；こ書き

込んでいるのはチアパスで実際に戦う十パティスデ兵士たらではない。むしろ、彼らのシンパであ

るネット・ユーザーである；まずだコただ、このサパティスタ情報の提供者；ま単なる事実の伝達者と

してのネット・ユーザーで；まない。彼らは、サバテイスタの情報戦術が作り出すロール・プレイ j

グ・ゲーム的な環境においで；立、明らかに「サパナイスタ・ネットjの住人であり、サパティスタ

を支援する「サパティスタ戦闘員」あるいはその「反勢力jであるの

筆者は、決してインターネットにおけるサパティスタ関連の 1）ソースが増えてきたことを比倫的

に表現しようとしているのではないのまた、サパテ fスタに関するヂイスコースを作りだ、したり、
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それに耳を傾げる者がすべて自動的に「サパテイスタ戦闘員Jや「反勢力Jになると言いたいので

はなしL サパテイスタの戦いが、 メキシコ国内における「先住民jと「メステイソ’クラートjと

の間の対立にとどまらない、人煩に普遍的な「正義」に訴えるものである限り、 サパテイスタは、

すべての人々の意識に潜入してくる可能性を龍、めている。その意味において、サパティスタは武装

蜂起をなしえたのであり、 また良識者によ之J支援という形での戦関空間も構成されうるのである。

つまり、 サパテ fスタの戦闘は我々の意識空間なくしては存在し得ないし、 またおそらく成功もし

ないi'.f:未来的な戦闘なのであるつ と向日寺に、 l戦闘員」としての我々の行動がその戦局に少なから

ぬ影響を与えることもありうる、 メタ h フィクシヨンとしての時代ゲームでもあるの Jでコ

サパテイスタ空間へのアデそス・がイント

このよろ令サパティスタの戦関空間にあッて、 fii;.qイン中ーネット ユーザーは子の！殺L、jiこ

どのように加わるべきかについての議論は、本格の日的をはるかに超えるものであろ。 ここで；土、

199雪年三月1日現在でのサパナイスタ空間ヘジ〉主要なアクセス・ポイント （アドレス） を紹介するに

とどめておきたし＼なお、 インタ－ ：｛， ットの利用方法に掬しては、各自の所長高機関のネプトワーク

脊理者：ニ F<~ ＇－、合わせていただきたし～

什パテーィスタ関連の最新情報はUSH・JETの soc.cul ture.mexican, soc.culture latm-amenc;:i, 

alt.mis仁 progn~~弓iv告などに掲載される 一九十ご；
J」／」 し戸、 これらのニュースグループの情報；よその伐のゾー

スからの転裁が多い。 ICCの PeaceNet (gopher I I goph日r.igc.apc‘org / 11 / peace）に；土 MεXPAZ

lnfonnation Serviceの iチ？・1＼ス・ニュース jが定期的に掲載される〔

メキシコv）新聞記事；ヰ ElEconomista、五1Nacional、LaJornada、UnoM出 Unoなどのものが

ftp: I I condor. dgぽ a.unam. mx I pLtb 1 imagen I notic1a I peri6dicosからt凶形式のイメージ・ノア

イル（zipi主総ファイル）？？入手することができるし！日vierPaez Cardenas氏のnotipaezメーリング

リストに登；泳Lておけば、 Cく1之されたラ.：；，ルナ』ダ紙の記事が白動的に配信されてくるり笠録に

は listproc@lista日unam.mx）.：：、 subject行を空にして本文に”subscribenotipaez名前’のHiをき＇＂＇

／：.メールを送る。

サバナイスタの戦闘開始後まちな〈、サパテ fス？に関するディスカッション，グ J（＿，ーブとして

UNAM Kこ設置された chiap昌吋メ~－ 1）ング’リストに；よ、注コccu!ture.mexicanに掲載されるモ要な記

事のほとんどが配信されて’くる。登録先は、 m：可ordomo@profmexis.dgsca.unam.mしなお、 この

メーリング・リストの過去のメールはすべて gopher:I I pro fmexis.dgsca. unam. mx:70 

/ lm/ foros/ chiapas/ chiapas-l 1こ保存されている。

サパテイスタ関連の過去の情報を収集し一般に公開している主な

ある。オークランド大学のftp:I I vela.acs心akland.edu/pub/ anthap I Chiapas _News _Archive/ 

には1994年1月から4月までのチアパス関連情報が集められている。まだ、ニュー・メキシコトl・J立大

学図書館の gopher://lib.nmsu.edu:70//11 I subjects I。borderI .news/ .netnews iよ1994年8円以降
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にネット上に流れたニュースをカバーしている 3 テキサス大学ラテンアメリカ研究セシターの

gopher: I I lanic. utexas. edu: 70 I 11 I Ia I M巴xicoI Zapatistasには、 1994年1月から同年6月まで

のEZLNの声明文（英訳） を集めた Zapatistus!:Document5 of the New Mexican Revolutionの電子

テキストが置かれているつ

上に挙げたものが、現時点でのサパティスタに関するインターネットとの基本的なリソースであ

り、 W WWやGopherのほとんどはこれらのサーバーにリンクを張ヮているつぞろいったWWWサー

パーとしては冒頭に紹介したものの他に、 recの”MexicoOut of Balance＇’（http：町 I/www. igc org I 

nacla I mex1co.html ）や、 soc.culture.mexicanのFAQを作っているアイオワ州立大学RicardoJ. 

Salvadorの＂CurrentChiapas Situation・・ (http:/ I www. public. iastate 日du／－可salvadI scmfaq / 

chiapas. html）、 テキサス大学経済学部 HcirryCleaverの＂Th己Z」何回t.:is111 Cyberspace＇’（http:/' 

kuhttp.cc. ukans.edu／『mareI g四 graphy/latinam/ mexico／沼pabstas.html ）などがある なお、

本掲のタイトル！？電子空間のサパテ Jスタだち I:;t このWWWサーバーのページ名称を和訳n~1庁 L

たものである。インタ｝ネ y トを使ってこれからサパ千 Jスタ情報 H之そうとする人i士、 まずこの

"The Zapatistas in Cyb巴rspace”のページ；こ7クザマスして最新情報を入手するといU だろうコ

(199c:;年2月1日脱稿、静司）

｛追記］

サパティスタ R ゲームの終了一マルコスの素顔が明かされるとき

［~憶を一旦書き終えてからまもなくして、サノ：ティスタ，ネット；、：新たな動きがあった J メキン

工1・シティおよびベラク ；vスでEZLNの［アジト jが克っかり、 j玄；市さ才二たS...7LN兵ーとのlfX.つ；調べ

からマルコスの j身元jが判明し、逮捕命令が出されたというニコースが流れたのである 阜のと

ニろにはメキシコで政府発表が行われたその日（メキシコ時間：2iJ 9日）に、 notipa0zからこの二ニー

スが届いていたが、 4るのウイ Jレス騒動を経験して間もなくだったこともあり、情報を確認できたの

；ヰ朝日新聞の夕刊（2月10日）にそのニュースが報じられてかλであコた「指名手配されたマルコスの

名前i土Rafo己lSebac;tian Guillen Vicente., 

しかし、 もしかしたらえット情報は偽りで、朝日新習もガヤ・ネタを報じたのかもしれなしυあ

るいは、自分は何かの夢の中でそんな新聞記事を読んだと忠ヮてu、るだけなのかもしれない、そろ

だっ明日になったら、きっとマルコスが逮捕されて、素顔の写真が新聞に掲絞守れているにちがし1

ないっ今夜の夢がj楽しみだJ

CNN の五』t~討l放送で湾岸戦争がテシピ・ショー fじしたのが、 1991 年。 1.3 が覚めたら、 NHKが通常

番組を中止して阪神大漫災のニユースを流し続けていたのが、今年1月17日コ段々はこうした

ニュースを常に自らの生活レベJしにまで引き寄せて理解しているとは限らないっ時には、自分と；ょ
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どこか遣い場所で起きた夢物語として理解していることがあるはずだ。そうあってはな関係ない、

自分に限ってそんなこと誌ないとか、そんな言い訳や議論はどうでもよ Uミ。マス・メらなし、とか、

子勺’ 7；よ現実にノシ・フィクション・:rブ子クションイとする手段を我キに提供しているのである。そ

I眺めJ、れに、我々はマス・メディアが作り，ゼすソ fクショ；，号、気が趣くままに「読みj、

「開いてjいるではないかコ中にはブ fアションを読んノゴり関しミたりするだけで、は飽きたらず、現
つわもの

そのフィクションを娃似体験してしまおうといろ丘ーまでいる。場までわざわざ出かけて、

ノン・フイクショフィクシヨン；立フィクション、マス・メダイアから流れてくる情報に閣しで、

J’は／ン・フィクションとしてきちんと判別づる能力を自分は持っていると誰しもカ？思っているは

そうしぺ認識こそが支は危険なのだべ？ }, .メ 7'fア；.Jそろした我ヤの能刀をはるか一？、？とド ？こう）主、

：越え，七次元；こフ 7’クションを構築する笈置なの？あ三〉

什〆PTディスタの戦溺iまそうしたマス・メ -:r-・ （アの持・コブ fクションとしての徐式を逆手に攻るこ

それは一般大衆を動員すなわち、ンペ jしでの較し、でもあるごとによってはじめてB了能になるメタ

-1 ；；，ごとによってのみ存立可能な戦留であると同時に、 Jえ与のj哉閣下lこ投写されることを目的とし

／て：道徳的な諸争なのだο その論争に公正さを求めようとすれば、論争の提案者；ま霞名でなければな

らない？素顔は同情を呼び、こそすれ、公正さを見失わせかねないうサパ！？イスタはあくまで覆面一

しかし、サパラュ fスヤ私；ま個人的にほマルコスの素顔に興味そひかれる r、々けれ；まならないのだ

今夜、夢を克るのはやSうるここにし仁丹、の戦協刀f終わってしまうのは寂しし hよ「な気もする v

ところで．峠パニィスタの広報紙の役割を来た i~てきたラ・ボルナーダが、ユ月 6 日からイ〉ター

w、、vV句、E亡立当

swarthmore. cdu I～)Cl吠1n! jomad.a I mdcx. html, "EZLi¥J＂べージを開設して U叩ジャズアイシ ［＼；

の協力~·得た汁）ピスのよう 7'.~＇ c. 内容は 1 函と長終ベ ジ、

r円
ド
B

＋
L
 

I
 

’n
 

ネ、ントへの情報提供を開始したので紹介しておこう J アクセ：z. ;j-;イントぽ

それに社説と読者の lオlイニ寸シ iか

ら・l十ノ〈子 fスタに関連寸る記事が集められているつ 2月9日分からは風刺漫画の函像i.）登諒されて、ハ

ラ・ボ ））／づ～ーグの記事はnotipaezがラ・ホ 1しすーダに代ってOCR原橘を配信してくれてる従来、

（人刀ミスは見ぞれも役目を終えたよろ円。 notipu己z時代と：主連って、誤認識丈字もなくし、たが、

しからアクセント付さのち hんとしたスベイン諾丈が読めるようになった。ただかifられる治宝｝、

し！嶋田氏機jでは、 Windowsを使って英字ブオントで2ミ示し公い！浪り、 j主に之字化げするという

DOS/Vでもマノ’キン（なお、これは日ノド諸7 Tントを使っている限 i）、問題が生乙てしまったソ

iヲ引のMS-DOSでは」吋〉んともしがたい J もっとも、 MS町 DOSだトシュでも事情；ょ同じであるコ

けではWWWサーパーにアクセスできないJ 少なくとも、サバディスタを面白・ 1こ呼ぴ、出すことはで

メキシコの新聞を読めるよろにしてくれとラ・ホルナ占ダ紙とジヤスティきなし～）1.≫ずれにせよ、

今までラ・オ、jレナーダの主要記事を配信してくれていた Jav1er it:こ、シ氏のご好意に感謝したL、。

Paez Cardenas氏の努力に敬意を表したいっ

ぞれから、本文ではサパティスタ関連のサーパ」として：＇ TheZapatistas in Cyb己rspac巴”を准薦し

"EZLN”ページであしているのはジャスナイン氏の
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ておいたが、現在、情報源として一番［充実j

るごとを付け加えておころけ



(1995年2月10日）

［追記への補記］

読売新聞、毎日新聞の2月11日付け靭刊には「マルコスjの顔写真が掲載されていたっイ多を見て

いるのは、果たして私だろうか、セディージョ大統領だろうか、それともマルコスなのだろうかコ

(1995年2月12日）
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