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ソノラ州ヤキ平野のメキシコ革命
水利紛争と民族紛争

岡田敦美(A O)

東京大学大学院

はじめに

メキシコ北西部のソノラ (Sonora)州、シナ

ロア (Sinaloa)州の沿岸部は、メキシコ有数の

穀倉地帯で、NAFTA（北米自由貿易協定）締

結後も国内随一の農業先進地域として注目を浴

びている。ソノラ州南部のヤキ河河口に広がる

ヤキ平野 (Valle del Yaqui)は、その中核をなす

地方である。ここではカルデナス期 (Cárdenas,

Lázaro,1934-1940)以降、連邦政府のイニシア

ティブのもと農業生産性を上げるための様々な

巨大プロジェクトが行われてきた。集団エヒー

ド (ejido colectivo)が創設されるとともに、「緑

の革命」と呼ばれる一連の技術革新が、私有地、

集団エヒード双方に導入された。1950年代に

なると灌漑事業がほぼ完成した。それゆえ、多

くの研究者はこうした農業改革を推し進めたカ

ルデナス期以降の時代に注目してきた1)。

しかしながら、ヤキ平野の灌漑化は、既に 19

世紀末頃にスタートしていた。米国南西部に隣

接するメキシコ北部地域は、米国資本が呼び水

になり、新たな産業が立ち上がっていった。ソ

ノラ州の場合、カナネア (Cananea)を中心とす

1)代表的な研究は、Hewitt de Alcántara, Cynthia,La mod-
ernización de la agricultura mexicana, 1940-1970, México,
Siglo Veintiuno Editores, 1978.

る州北東部の鉱山地帯と、州南部のヤキ平野、

マヨ平野 (Valle de Mayo)の新興農業地帯は、米

国経済との結びつきを通して急成長を遂げた2)。

これらの地域は、1910年にメキシコ革命が勃発

すると、革命運動の拠点となったが、なかでも

ヤキ平野は、ヤキ族を核とした農民の革命が大

規模に起こった地域のひとつとして知られてい

る。事実、19世紀末からのヤキ平野の灌漑農地

化は、先住民族であるヤキ族をヤキ平野からの

立ち退かせようとしたために、激しいヤキ族の

抵抗を引き起こしていたのである。

そのために、従来の研究では、ヤキ平野におけ

る革命の要因を、ヤキ平野が蒙った社会経済構

造の変化やそれに伴うヤキ族の土地と水の収奪、

及び「未征服」のヤキ族を巡る民族問題、という

大きく分けて二つの要因で説明してきた3)。本

2)メキシコ革命前のカナネア銅山における労働運動につ
いては、佐藤勘治「1906年メキシコ・カナネア銅山ストラ
イキ：ソノラ・アリゾナ国境地帯の労働運動」『アジア経済』
第 35巻 11号、1996年 3月、33-53ページ。

3)前者の要因をより重視する、最もオーソドックスな研究
は、Aguilar Cam´ın, Héctor, La frontera nómada: Sonora
y la Revoluci´on Mexicana, México, Siglo Veintiuno Edi-
tores, 1977; Aguilar Cam´ın, Héctor “The relevant tradition:
Sonoran leaders in the revolution,” in David A Brading, ed.,
Caudillo and Peasants in the Mexican Revolution, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 92-123;後
者の要因に重点を置くのは、Hu-DeHart, Evelyn,Yaqui Re-
sistance and Survival: the Struggle for Land and Autonomy,
1821-1910, Madison, University of Wisconsin Press, 1984;
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論では、これら従来の研究に基づいてヤキ平野

における革命の背景を概観した上で、今まで具

体的に検討されてこなかったヤキ平野での水利

紛争を取り上げることで、州外から移民してき

た非ヤキ族の農民の果たした役割に注目したい。

民族問題と米国資本

ソノラの革命を、ヤキ族を巡る民族問題を軸に

説明しようとしたのは、エスニック・スタディー

ズを専門とするフー・デハートであった。フー・

デハートは、植民地期から現代までのヤキ族の

歴史に注目し、ヤキ族のメキシコ革命への参加

を、国民国家確立の過程でメキシコ周縁地域に

起こった、少数民族による国家支配に対する長

い抵抗の歴史の一部として捉えた。ヤキ族は、

植民地時代にイエズス会ミッションの支配下に

入り、ヤキ川沿いに 8つの村落共同体を形成し

農業を営みながらヤキ平野南側の半砂漠地帯、

北側の丘陵地帯などで狩猟採集を営んできた。

植民地の周縁地域では、ただでさえ植民地行政

機構の統制力が脆弱で、植民地期を通して植民

地行政が先住民を掌握するに至らなかったが、

ブルボン改革に至るミッションの支配は、ヤキ

族の生活に必要な諸技術を伝達しただけでなく、

スペイン系企業家による搾取からヤキ族を保護・

隔離する役割を果たした。こうしてミッション

時代に自律的性格を培われたヤキ族は、独立後

の政府が弱体な時代に入ると、民族固有の自治

領土、ヤキ族の独立国家の獲得を目指す反乱を

Hu-DeHart, Evelyn, “Peasant Rebellion in the Northwest:
The Yaqui Indians of Sonora, 1740-1976”, in Friedrich Katz,
ed.,Riot, Rebellion, and Revolution, Rural Social Conflict in
Mexico, Princeton University Press, 1988, pp.141-175;オブ
レゴン主義の分析を通し、ソノラ南部の農村問題の軸を
先住民の農地問題だとした点で、前者の見解に近いのは、
Hall, Linda B, “Alvaro Obreg´on and the agrarian movement,
1912-1920”, in Brading, D A, ed.,op. cit., pp.124-139.

多発させることになったのである4)。ヤキ族の

民族帰属意識の歴史的起源に注目するフー・デ

ハートにとって、灌漑化がもたらすヤキ平野の

経済的潜在力の発見や、共同体名義の土地所有

を認めない自由主義諸法令の導入は、ヤキ族の

武装化を説明する二次的要因に過ぎない。

フー・デハートはまた、ソノラ南部でのヤキ

族の労働力を巡る問題を通して、被抑圧民であ

るヤキ族と非ヤキ族メキシコ人の間の階層化さ

れた民族関係が、如何にソノラ南部の革命の重

要な要素であったかを明らかにした。ヤキ族の

民族意識とヤキ平野の開発政策が相容れないこ

とが明らかになると、連邦政府は非戦闘員をも

含めてヤキ族をユカタン (Yucatán)半島に強制

移住させサイザル麻 (henequ´en)プランテーショ

ンに奴隷として引き渡した。民族固有の地を喪

失した記憶に加えて、人種偏見に彩られた連邦

軍による弾圧は、ヤキ族を、更なるゲリラ戦の

応酬と、革命軍への参加へ駆り立てた。一方で、

ヤキ族はヤキ平野周辺のアシエンダの主要な労

働力であったから、ヤキ族のユカタン強制移住

によって労働力を奪われたソノラ南部のアシエ

ンダ経営者達は、ディアス (Dı́az, Porfirio)体制

からの離反していった5)。その背景にはヤキ族

が人種主義に起因する非ヤキ―ヤキ族間の二重

賃金制によりヤキ族が極めて安価な労働資源と

なっていたことがあった6)。

一方でアギラール・カミンは、メキシコ北部地

域が、米国南西部と国境を接するが故に体験し

4)Hu-DeHart, “Peasant Rebellion,” pp.142-154.同様の見
解は Katz, Friedrich, “Rural Uprisings in Preconquest and
Colonial Mexico,” in Katz,op. cit., pp. 84-87.

5)Hu-DeHart,Yaqui Rersistance.., pp. 169-181;ヤキ族の
強制移住の告発本として名高いのは、Turner, John Kenneth,
Barbarous Mexico, Austin, University of Texas Press, 1969;
佐藤勘治「メキシコ北西部国境地帯における新社会の出現と
メキシコ化」『ラテンアメリカ・カリブ研究』第 5号、1998
年 5月、18-19ページ。

6)Hu-DeHart, “Peasant Rebellion,” p. 164.



ソノラ州ヤキ平野のメキシコ革命 25

た、世紀転換期前後の社会経済上のドラスティッ

クな変化を、ソノラの革命の背景として重視し

ている。当時のソノラが経験した鉱山開発、鉄

道建設などのインフラ整備、土地開発などを、

メキシコ市を中心とする経済圏の中で捉えるの

ではなく、国境を越えた経済の流れの中で、具

体的には米国資本主義の西進、という文脈で捉

えたのである。更に、ソノラは、半砂漠気候で

水資源の確保が逼迫しており、メキシコ中央部

と較べれば先住民の村落共同体が限定され人口

密度が低い、という北部地域に共通する地理的

な特質を持っていた。これら北部の地理条件に

より、広大で「未開拓」のソノラ南部の農業潜

在力が注目を浴び、米国資本がヤキ平野などの

灌漑事業に大量に流入するようになったのであ

る7)。

かくして 1904年にロサンジェルスに設立さ

れたリチャードソン建設会社 (Compañı́a Con-

structora Richardson,リチャードソンと略す)

が、ヤキ川河岸南部の平野部の灌漑化事業に取

り組むことになった。リチャードソンの事業計

画は、近代ダムと運河を建設することで計 30

万ヘクタールの灌漑農地をヤキ平野南部に開く

という当時のアメリカ大陸でも最大規模のもの

で、今日ヤキ平野の特徴とされる近代的、資本

集約的な農業は、リチャードソンの時代に起源

がある、というのが殆ど通説になっている8)。

が、ヤキ平野の灌漑化は先住民の立ち退きを

前提にしたものであり、そこには商業的で生産

性の高い近代農業の導入のためには、伝統農業

に基盤を置くヤキ族の生活を犠牲にするのは経

済合理性に適っている、という判断があった。

リチャードソン主導のヤキ平野の近代化は、間

7)Aguilar Cam´ın, La frontera nómada, pp. 20-23,431-
432; “The relevant tradition”, pp. 98-100.

8)例えば Hewitt de Alcántara,op. cit., pp. 120-124.

接的に、ヤキ族の村落共同体からの土地や水の

収奪を引き起こしたのである。この事実に注目

したアギラール・カミンは、ヤキ平野の革命の原

因を、米国発信の資本主義経済にソノラが取り

込まれる過程で起こった先住民の伝統的農業の

切り捨てに対する異議申し立てとして捉えた9)。

ヤキ族は革命が勃発すると、失われた土地と水

を回復する為に、マイレナ率いるマデロ (Madero,

Francisco)派、後にビジャ (Villa, Francisco)派

に加わる一方、多数派はオブレゴン (Obregón,

Alvaro) 率いる北西部隊の主力戦闘員として、

護憲派の勝利に重要な貢献を果たすことになっ

た10)。

一方 1920年までのオブレゴンの農村政策を

研究したホールは、オブレゴンの政策を、農地

改革への一定の理解と、農業の近代化指向、と

いう二面性で特徴付けた。マヨ語、ヤキ語を自

由に操ることができたマヨ平野出身のオブレゴ

ンは、その軍事的基盤をマヨ族とヤキ族に大き

く依存していたから、共同体への土地の返還を

軸にした農地改革をいち早く実現した点ではそ

れまでの指導者とは一線を画す。とはいえ自ら

ヒヨコマメの生産で成功を収めたオブレゴンは、

流通、融資システムを整備し、高生産の品種を

導入するなど、究極的には独立自営農民主体の、

近代農業を目指していたとホールは考える11)。

以上のように、これまでの研究は、ヤキ族を

民族的マイノリティーと捉えるにせよ灌漑事業

によって「駆逐」された伝統的農民と捉えるに

せよ、ヤキ平野の革命の主体を、ヤキ平野の武

力紛争の主体で、オブレゴンの北西部隊の中核

9)Aguilar Cam´ın,La frontera nómada, pp. 47-48, 53, 247-
253, 334-337.

10)Aguilar Cam´ın, Ibid, pp. 46-49, 55-59; “The relevant
tradition,” pp. 92-96.

11)Aguilar Cam´ın, La frontera nómada, pp. 51, 54, 60-64,
75-84, 130.
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となったヤキ族農民に限定してきたと言っても

良い。また、ヤキ平野など北部の新興農業地帯

では農地問題だけではなく水利問題が地域内の

緊張の主要因であったという見方は広く受け入

れられて来たものの、ヤキ平野での具体的な水

利紛争が取り上げられたことはなかった12)。水

資源の問題が主体的に扱われてこなかったのに

は、資料の制約の他に、北部でより切実だった水

の問題が、農地問題が急務であったメキシコ中

央部の常識により、軽視されてきたからと思わ

れる。そこで、次節では、ヤキ平野における水

利紛争を極めて簡単に眺め、紛争の当事者が誰

であり、灌漑事業と水利紛争の因果関係はどの

ようなものだったのか、検討することにしたい。

ヤキ平野の水利紛争

ヤキ平野の灌漑化は、ヤキ族の同化という社

会政治的目的で開始した 1880年代の連邦政府

の事業に遡る。これら連邦政府の費用で造られ

たヤキ村落内の水路のうち最大ものがディアス

水路 (canal Porfirio D´ıaz)であった13)。ディア

ス水路はココリ (Cócorit)、バクム (Bácum)、サ

ン・ホセ (San Jos´e)の三つのヤキ村落共同体を

通り、その耕作地の灌漑に役立ってきたが、1890

年代にヤキ平野南部の大規模な灌漑事業を請け

負った最初の民間企業がディアス水路より少し

上流に中央運河 (canal principal)を建設すると、

中央運河と最短距離になる地点でディアス水路

12)Aguilar Cam´ın, Ibid., pp. 19-21, 46; Hu-DeHart,Yaqui
Resistance..., pp. ix, 212; Carr, Barry, “las peculiaridades
del norte mexicano, 1880-1927: ensayo de interpretaci´on”,
Historia Mexicana, XXII:3(187),1973, pp. 320-346;水利問
題とメキシコ革命に関する研究の一例として、綿花栽培の
中心地ラグナ地方を扱ったものは、Meyers, William,Forge
of Progress, Crucible of Revolt: origins of the Mexican Rev-
olution in La Comarca Lagunera, 1880-1911, Albuquerque,
University of New Mexico Press, 1994.

13)Dabdoub, Historia de El Valle del Yaqui, México,
Porrúa, 1964, pp. 252-280.

を中央運河と繋げ、ディアス水路のヤキ川への

取水口を閉じてしまった14)。これ以降、ディア

ス水路の古くからの利用者は、中央運河を引き継

いだリチャードソンから水を買わねばならなく

なったばかりか、水の供給を完全にこの事業者に

依存することになったのである。これらディア

ス水路の利用者は、革命後のカランサ (Carranza,

Venustiano, 1917-1920)政権以降、リチャード

ソンによる水の供給の不手際について繰り返し

農業勧業省へ陳情を行い、遂には 1919年にリ

チャードソンを一時的に利権剥奪の窮地に追い

込んだ15)。

重要なのは、本来ヤキ族の村落共同体であっ

たこれら三つの村落は、1910年頃までには非ヤ

キ人口が過半数を占めるようになっていたこと

である。新しい住民の多くは、鉄道・水路建設

の労働者やヤキ・ゲリラ封じ込めの連邦政府軍

の兵士としてヤキ平野にやって来て、その後豊

かな灌漑農地を持つこれら三つのヤキ村落に定

住した州外からの移民であった16)。ココリでは

1899年の時点で既にヤキ族 740人に対して非

ヤキ族メスティーソ・メキシコ人が 1330人に

達しており、通常村長は非ヤキ族メキシコ人で

あったし、バクムは今世紀初頭には「実質的に

非ヤキ族の村落」になっていた17)。これらのこ

とは、ヤキ平野での水利紛争が、近代的・商業的

農業を導入したリチャードソンという米国企業

14)Archivo Histórico de Agua(AHA), Aprovechamiento
Superficial(AS), caja 1041, expediente 14634, foja 47-50,
Informe sobre la Compa˜nı́a Constructora Richardson por
Secretar´ıa de Agricultura y Fomento(SAyF), 26 de agosto
de 1918.

15)一例として, AHA, AS, foja 114; foja 75, carta de nu-
merosos agricultores de C´ocorit al ayuntamiento, 6 de oc-
tubre de 1917;バクムではディアス運河の水の不足により収
穫が 50％も減少した。Archivo Histórico del Gobierno de
Estado de Sonora(AHGES), a˜nó 1915, tomo 3018, carta de
varios agricultores de Bacum, 21 de junio de 1914.

16)Hu-DeHart,Yaqui Resistance..., pp.138-139.
17)Ibid, pp. 138, 162.
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の利害と、先住民・ヤキ族の前近代的農業の対

立という単純な構図では説明しきれないことを

如実に示している。ディアス水路でのリチャー

ドソンによる水の供給の件でしきりに苦情を申

し立てたのは、ヤキ族というより、むしろ外来

の非ヤキ族・メスティーソ・メキシコ人の農民

であった。彼らは、一方ではヤキ族からヤキ族

村落共同体の最も肥沃な土地と水へのアクセス

を奪いながら、中央運河沿いに農地を持つ米国

人入植者と比べれば水の供給面で差別された存

在であった。メスティーソを中心とするこれら

三つの村落は、まだヤキ族が多数を占める村落

共同体同様、護憲派運動の支持に回り、多くの

村民が護憲派軍に兵士として参加したため、村

が過疎状態になったほどである18)。これらのこ

とから、ヤキ平野の革命の背景には、ヤキ族の

土地を巡る問題以外にも、ディアス運河利用者

とリチャードソンの間での水利紛争があったと

考えられる。

ヤキ族と水利紛争はどうだったのだろうか？

ヤキ村落共同体のうちヤキ川の下流にあるポタ

ム (Pótam)、ビカム Vicam)、トリム (Tórim)な

どでは依然として大多数の住民がヤキ族であっ

たが、これらの村落からの水不足に関する陳情書

を筆者は発見することが出来なかった。ヤキ族

が訴訟や陳情のような合法的な異議申し立ての

手段を知らず、もっぱら武力闘争を選択してきた

ことを考えれば、実はこれらヤキ族の村落にも水

利問題が存在した可能性も否定できない19)。実

際リチャードソンの持っていた毎秒 125m3（年

間 39億 4200万m3）という水利権は、ヤキ川

18)Dabdoub,op. cit., pp. 169-172;バクムでは護憲派軍
に人手を取られたせいで農業が中断し食料不足を招いた。
AHGES, año 1918, tomo 3254, la carta de presidente mu-
nicipal de Bácum al gobernador del estado, 21 de enero de
1918.

19)Hu-DeHart,Yaqui Resistance..., p. x (in preface).

の年間平均流水量の三分の二程度を目安に算出

された破格の水量を誇ったから、下流のヤキ族

の村落共同体が水不足に直面したと論じられる

根拠となってきた20)。しかし注意すべきは、リ

チャードソンの実際の年間利用水量は 1913年

から 1917年の平均で約 6942万m3、即ち利権で

認められた水量のたった 1.76％であったことで

ある21)。現に、ディアス運河の利用者が水不足

に悩むことになった根本的な原因も、リチャー

ドソンが怠慢、資金難、革命動乱による中断な

どにより、近代多目的ダムの建設計画を遂行し

なかったばかりか、リチャードソンの造った中

央運河の取水用堰が不完全なものだった為に中

央運河への水の取り込み能力が限られていたこ

とであった22)。リチャードソンによる水利用が

極めて限定されていたのであれば、川の下流方

向にあるヤキ族の集落で農業用水の確保の問題

が起こらなかったとしても不思議ではないので

はないか、と考えられるのである。

おわりに

革命イデオロギーの柱であったナショナリズ

ム、混血論、官製インディヘニスモは、メキシコ

の国益を害する米国資本と、ディアス体制期に

抑圧されていたが革命後に復権を果たした先住

民、という構図を作り、メスティーソと先住民

の間の境界を曖昧にする役割を果たしてきた。

しかしながらヤキ川の水利紛争の様相は、ヤキ

族を巡る民族紛争や、米国発信の資本主義経済

によるヤキ族の土地や水の収奪、といった図式

20)AHA, AS, caja 1051, expediente 18808, foja 91-97, con-
trato de la concesi´on, 21 de agosto.

21)AHA; AS, caja 157, expediente 3756, foja 3, carta de la
Compañı́a Constructora Richardson al secretario de la SAyF,
el 15 de enero de 1918.

22)Okada, Atsumi, “El impacto de la Revoluci´on Mexi-
cana: la Compa˜nı́a Constructora Richardson en el Valle del
Yaqui(1905-1928)”,Historia Mexicana, L:1(197), 2000, pp.
91-143.
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のみではヤキ平野の革命を説明することが出来

ないことを示唆している。ヤキ平野の水利紛争

の中心になったのは地域外からやって来た非ヤ

キ族のメキシコ人入植者であった。大半がメス

ティーソの、これら外来のメキシコ人農民は、

ヤキ族の村落共同体に入り込み、ヤキ族の土地

を収奪しながら、一方ではヤキ族とは全く異な

る方法で異議申し立てを行い、革命後のヤキ平

野での水の分配において新たな権利を勝ち取っ

ていくことになる。革命頃のヤキ平野における

加害者―被害者の関係は、リチャードソン（及

びその主たる顧客だった米国人入植者）とヤキ

族の間、メスティーソの入植者とヤキ族の間、

リチャードソンとメスティーソの入植者の間な

ど、複数有った。白人人口が多いとされた北部

におけるメスティーソの国内移民が主体的に取

り上げられることは少なかったが、彼らがその

他の社会グループとどのような関係を築き、ど

う行動したのかは、今後の課題としたい。 □■


