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〔論文〕

サパティスタの運動
「内と外」に迫る二つの変革

杉守慶太(K S)

成蹊大学大学院

はじめに

1994年 1月に、メキシコ南東部チアパス州

で、マヤ系先住民・農民が主体となって構成さ

れたサパティスタ民族解放軍 (EZLN：以下サ

パティスタ)が武装蜂起してから 7年以上が経

過した。その間サパティスタは、民主主義の実

現、先住民の権利と文化の尊重などを求めて運

動を展開してきた。彼らの運動は、従来の左翼

ゲリラや先住民の運動とは異なった目標や、戦

術を採用していることから、新しい形態の社会

変革運動として世界的に評価されることが多い。

その評価に関しては議論の余地があるが、世界

的にサパティスタの動向が注目されていること

は誰も否定しないであろう。サパティスタの運

動を捉える視点は大きく言って二つに分けられ

る。一つは、彼らの運動を「外＝メキシコ政府・

ネオリベラル世界」に変革を迫るものとして捉

える視点である。つまり、現代の市場経済のグ

ローバル化状況から生じた経済格差や民主主義

の形骸化、そして価値の一元化への圧力などの

問題を、先住民・農民の立場から考え、しかもチ

アパスという一地域の問題ではなく、世界的問

題の解決を迫る変革運動としてサパティスタを

捉えるのである。これまで、サパティスタに関

してはルポルタージュをはじめ、数多くの雑誌

論文や研究書が著されてきたが、その大半がこ

の視点を強調したものといえるだろう (Harvey

1999; Hernández Navarro 1998; Holloway and

Peláez 1998; Yashar 1999他)。

もう一つは、彼らの運動を「内＝『伝統』的共

同体」に変革を迫るものとして捉える視点であ

る。この視点は軽視されがちであるが、重要な

視点である。というのも、それは、サパティス

タたちの運動を通じて、先住民自身が共同体的

「伝統」や先住民という枠組みそれ自体を問い

直す段階に達しつつあることを示唆しているか

らである (清水 2000:89)。言うならばサパティ

スタは「先住民の権利と文化」の尊重を目標に

掲げながらも、その運動を展開する中で共同体

的「伝統」の変革をも迫っているというのが第

二の視点である。

本稿は、このような「内」に変革を迫るサパ

ティスタ運動の原理が生まれてきた背景を概観

し、どのように「外」に変革を迫る原理とつな

がっているのかを探るささやかな試みである。

以下では、まずサパティスタの運動が生まれる

背景を理解するために、サパティスタ運動の担

い手たちに焦点をおいて先住民・農民運動史、

ラカンドン密林地域入植史を概観する。次にそ

こで生まれたサパティスタの思想や運動が「内」
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に迫る変革について論及し、最後にサパティス

タ運動の「内と外」との双方に変革を迫る共通

の原理について指摘するとともに、サパティス

タ蜂起以降に起こったメキシコにおける変革に

ついても若干ふれる。

1.サパティスタ運動の担い手たち

サパティスタが先住民・農民を主体として構

成されていることから、われわれは、彼らが先

住民の旧来の共同体的「伝統」の承認を求め、一

枚岩的に反ネオリベラリズム運動を展開してい

るように捉えがちである。しかし、そのような

捉え方は、メキシコの近代化の過程における先

住民の動態を軽視したものにほかならない。近

代化の過程において先住民は、自己の価値体系

の再編を遂げ、国家との関係においてその位置

づけを変容させてきたのである。そして先住民

は多様な価値観や利害関係を持つようになり、

時には共同体的「伝統」から離脱してきたので

ある。したがって、サパティスタの運動を捉え

るためには、このような先住民の動態を考慮す

る必要がある。

メキシコ革命以降に関して言えば、先住民は

国家に統合すべき対象としてみなされた。それ

は官製インディヘニスモを通してなされたもの

であった。官製インディヘニスモは 1948年に

全国先住民庁 (INI) が創設されて以来、先住民

を「文明」に統合する事業として展開された。

その視点からすると、遅れた先住民＝「他者」は

上からの国民統合のために撲滅する対象でしか

なかった。言い換えれば、先住民は国家の近代

化政策に敵対する抵抗の象徴であって、国民国

家創出過程に参画するべきものとしてはみなさ

れなかったのである。

しかし、学生運動をはじめ反体制運動がおき

た1968年を契機に従来の官製インディヘニスモ

の見直しがエチェベリア (1970-76)、ポルティー

ジョ (1976-82)両政権によって図られた。ネオ・

インディヘニスモの誕生であった。その特徴の

一つは、学問的議論の対象＝客体でしかなかっ

た先住民が、論争・運動の場に登場し始めたこ

とだった。ただし、先住民が主体として把握さ

れるようになったことは、先住民を二分化する

ことに繋がったことも事実であった。このこと

は、ネオ・インディヘニスモの誕生と時を同じ

くして展開された先住民・農民運動においても

顕著であった。例えば、政府系先住民組織と独

立系先住民組織の分離や、都会的価値観をもっ

た先住民と「伝統」的共同体の価値観をもった先

住民との分離などがその顕著な例として挙げら

れよう。そこで対立の要因となったのは、宗教、

農業様式など多方面に及んでいた。このような

先住民・農民組織の分岐は 1960年代後半に起

こった。なお、その分岐の過程に関しては先行

研究が数多くあるのでそちらにゆずりたい (小

林 1995; Collier 1994; Harvey 1998; Legorreta

Dı́az 1998)。したがって、次にサパティスタ運

動に参加していくのが、どのようなアイデンティ

ティを共有する人々なのかという点に焦点を当

てて見ていこう。

1960年代後半以降のチアパス先住民・農民組

織化とその土地闘争運動は、1974年に開催され

た第一回チアパス先住民会議を契機として大規

模に展開されていった。独立系先住民・農民組織

が政府系の全国農民連合 (CNC)に対抗していく

つか結成された。それらは大別して 3つに分類

できる。すなわち、(1)共同体の土地奪還運動を

展開したエミリアノ・サパタ農民組織 (OCEZ)、

(2)大農園の農業労働者の権利保障を求めて運動

を展開してきた農業労働者・農民独立中央組織

(CIOAC)、(3)ラカンドン密林地域に入植したエ

ヒード組合員や農民を中心に構成されたエヒー
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ド組合連合 (Unión de Uniones：以下 UUと略

記)の 3つであった (小林 1995:402)。中でもサ

パティスタの運動の担い手たちが、この第三の

グループ、UU内部の闘争路線対立から誕生した

とする見解は多い (Collier 1994; Harvey 1998;

Legorreta D´ıaz 1998; Obreg´on 1997)。10年以

上チアパスにおいてフィールドワークを展開し

ているニール・ハーヴェイは、OCEZ、CIOAC、

UUとサパティスタの運動路線とが決定的に異

なることを指摘している。彼によれば、UUが

経済的戦略をとるようになったのに対し、サパ

ティスタは生産過程の自治的管理を求めた政治

的変革運動を展開していった。またOCEZがラ

イバル派閥間の闘争に明け暮れている反面、サパ

ティスタは異なる政治的伝統の共有と尊重とを

提案したという。そして CIOACは政治ボスに

よって独断的に意思決定が行われる組織であっ

たのに対し、サパティスタは民主的な意思決定

過程を経た上で叛乱を組織したという。彼はサ

パティスタの斬新さをその政治的組織、戦略そ

して目的の 3つの中に見いだしている (Harvey

1998:228)。このように、政府系・独立系を問わ

ず、先住民・農民組織はそれぞれ独自の運動方針

に固執する傾向があった。また、経済的戦略を

重視する農民組織の多くは先住民の自治問題に

消極的であった (小林 1995:420)。サパティスタ

蜂起は国家と独立系農民組織の両者にたいする

深い幻滅に基づいたものであったのだ (Collier

1994:78; Obreg´on 1998:194)。

しかし、以上ようなサパティスタ運動の形成

過程の説明からでは、なぜサパティスタが多民

族型共生社会の実現を主張し、多民族集団自治

地域 (Región Autonóma Pluriétnica:RAP)をは

じめとする自治行政区創設運動を展開するのか、

という点は不明なままである。その点を明らか

にするには、サパティスタが組織形成し、その思

想を育んでいったラカンドン密林地域の特殊性

を考察する必要がある。ラカンドン密林地域へ

の入植過程を概観しながら考察してみよう。多

民族集団自治地域の創設を求めたり、チアパス

高地の「伝統」的共同体に変容を迫るサパティ

スタの思想や運動が誕生した背景は、入植過程

をふり返ることで明らかになるからである。

ラカンドン密林地域への入植は 1950年代に

始まり、1960年代に急増した。当初は自主的入

植が、その後政府の政策として入植が進められ

た (柴田 2000:73)。ラカンドン密林地域への入

植を行ったのは、農地を求めたチアパス高地の

先住民・農民であった (小林 1995:391; Obreg´on

1997:162)。またラカンドン密林地域にはツォ

ツィル、ツェルタル、トホラバルをはじめとす

る先住民のほかメスティソやラディーノも入植

していた。そして彼らの多くはチアパス高地の

共同体から追放された政治的、宗教的異端者で

あったとされる (Obregón 1997:170)。

このようにさまざまな言語集団がラカンドン

密林地域に入植したが、そこでの生活が彼らの

共有のアイデンティティの形成につながり、彼

らのあいだの結束力を高めたと考えられる。さ

らに、グアテマラ内戦の影響により 70年代後

半から 80年代初頭に急増したグアテマラ避難

民の流入は、先住民が共有する貧困に対する問

題意識を醸成していった。チアパス高地のマヤ

系共同体の先住民と、低地密林やフロンティア

地域の入植者との間の差異はこれらの異なる経

験に基づくものだとされる (Nash 1995:33)。

かくして、先住民だけでなく、メスティソ・ラ

ディーノ、さらにはグアテマラ避難民が、その共

有した歴史および貧困によって結束を固め、協働

するようになった (Gossen 1999:262; Obreg´on

1997:195)。注目すべきなのは、ラカンドン地域

において人々を結びつけるものは、「伝統」的共
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同体で用いられたような道徳的恩義ではなく、

契約 (covenant)であったことである (Womack

1999:18)。サパティスタが民主的な意思決定過

程を重視したのはこのような理由に基づいてい

た。新たな共同体は内的従属の古い絆（カルゴ・

システムや儀礼など）から解放されたものであ

ると同時に、外的従属（カシーケ支配の政治シ

ステム）から解放されたものでもあった (Le Bot

1997:41)。このように先住民・農民であるとい

うことよりも、むしろ生活、価値の共有を通じ

て運動が構成されていったのである。

以上のことを踏まえると、サパティスタが民

主的意思決定を重視し、多民族共生社会を目指

すようになった理由が明らかになってくる。マ

チスモ的風潮が色濃く残る「伝統」的共同体では

排除されてきた女性が意思決定過程に参画し、政

治的にも重要な役割を担うこととなったのも、サ

パティスタ運動が形成されたラカンドンのこの

ような環境のもとで初めて可能となったのだっ

た (Obregón 1997:170)。ただし、先住民自治運

動はサパティスタやチアパス州の先住民のみが

繰り広げているわけではない。また、多民族集

団自治地域を求める運動は、チアパス州におい

てもラカンドン密林地域だけではなく、他にも

いくつかある (小林 1997)。サパティスタたち

が、それらの運動とどのような関係を築きなが

ら自治地域創設を求めていくのかという問題は

残されたままである。

2.「伝統」的共同体の変容

いわば特殊な環境で育まれたサパティスタの

運動は「内＝『伝統』的共同体」に、どのよう

な影響を与えているのだろうか。

サパティスタの共同体への影響に関する実証

研究はまだ数多くない。しかし、サパティスタ

の運動が「伝統」的共同体に大きなインパクト

を与えたということは、明らかにされつつある。

そのインパクトは政治（民主制、複数政党制の導

入など）や宗教（プロテスタント・セクトの多元

化）など様々な方面におよんでいる (Visqueira,

Juan Pedro y Willibald Sonnleitner 2000)。たと

えば、サパティスタの蜂起以降、それまで圧倒

的に制度的革命党 (PRI)の支持基盤であったチ

アパス高地の先住民の PRI離れが顕著になり

はじめたのはその表れである。1997年の選挙

準備期間においてチャムーラ地区と同じくミト

ンティック地区は PRI以外の政党の存在や広報

活動が容認されていなかったにもかかわらず、

1997年と 1998年の間には民主革命党 (PRD)と

国民行動党 (PAN)がミトンティック地区に行政

区委員会を設置し、各党候補を立て選挙に臨ん

だという (Ibid.: 48)。また近年チアパス高地で

は、かつての支配的伝統的権力集団が、経済的、

社会的、政治的そして宗教的理由のために排除

される傾向もあるという。

また、顕著な変容の一つとして共同体内にお

ける女性の地位向上が挙げられる。サパティス

タの副司令官であるマルコスの次の言葉がそれ

を示している。「先住民共同体のなかで役立た

なくなった習わしと慣習がある。それは主に決

定に際して女性を隔離することに関わるもので

す。しかし、そうした習わしは共同体の中で、

主として先住民女性たち自身の手で排除されつ

つある」(EZLN 2001)。サパティスタは明らか

にチアパス高地の共同体的「伝統」の変革が必

要であることを主張しているのだ。

長年チアパス高地のチャムーラ村で調査を

行ってきた清水透氏は、1999年 8月に 7年ぶり

に村を訪れた。サパティスタ蜂起後初めて村を

訪れた彼は、「伝統」的共同体の変容ぶりを生き

生きと物語っている。そのうち女性に関して述

べた部分を少し長いが引用してみよう。「チャ
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ムーラ村の従来の慣習では、女性は靴を履いて

はならない。椅子に座れるのも男性のみでした。

村役の仕事もすべて男性が独占し、村長の選挙

にも女性が参加することはできませんでした。

程度の差こそあれ、サパティスタ運動に参加し

た村々の女性の地位は、チャムーラ村と似たも

のでした。しかしサパティスタの運動が開始し

てまもなく、指導層にもインディオ女性が台頭

してきます。そして村における女性の地位の問

題が議論され始めたようです」(清水 2000:88-

89)。ギオマル・ロビラも明らかにしているよう

に、女性と男性との差別の縮小・撤廃に向かう

潮流は存在するのである (Rovira 1996)。

このように女性の地位向上は著しい。しかし、

まだ男性と同条件での政治参加は難しく、参加

する女性の割合も低いといえる (Visqueira, Juan

Pedro y Willibald Sonnleitner 2000)。その理由

の一つには、やはりチアパス高地の先住民女性

がメキシコ全体の先住民女性と同様に経済的社

会的に周縁に置かれていることが挙げられる。

また男性の無理解と抵抗も女性たちの政治活動

を難しくしている。政治活動に参画するように

なった女性は男性からの抵抗にあい、暴力行為

をうける場合もあったという (小林 1999:39)。

たしかに、サパティスタの女性が策定した「サ

パティスタの女性に関する革命法」は、先住民

の村にとってはまさに習慣革命を意味していた。

その革命法は、習慣化したマチスモが支配的な

共同体において、女性の社会的要求、政治的参

加が正当なものであるということを規定したも

のであった。しかし、その法は、あくまでも規

範を定めたものであり、現実の状況はそれと異

なる場合も多かった。「女性たちの闘争」が、属

する家族、共同体そして組織や国家の中での支

配従属関係をくつがえす可能性を秘めているた

めに、彼女たちの闘いに多くの困難が伴うのは

当然だったと言えるかもしれない。

ここで注意を要することは、民主的な政治運

営や女性の政治的権利の承認が、先住民共同体

の秩序を一時的にではあるにせよ揺るがす可能

性があることである。共同体ではこれまで「伝

統」が尊重され、価値観や経済状況の画一性が

維持されてきた。そのような共同体社会に、政

治的民主主義や信教に対する寛容な態度が導入

された場合、共同体社会に混乱がおこるのは避

けがたいであろう。すなわち、従来、村ボスに

主導されてきた村役制度という「伝統」の崩壊

や、プロテスタント勢力の拡大による村人の「伝

統」的儀礼からの離脱という現象が、「伝統」的

共同体に混乱をもたらすのである。

統治の正当性という観点でいえば、民主政治

の導入には一定の意味がある。しかし、社会の

秩序という観点からいえば、従来の「伝統」に

基づいた共同体の秩序を脅かす可能性が高いの

である。その脅威は、「伝統」的支配層の権威の

失墜やカトリック社会へのプロテスタント・セ

クトの進出などから生じたものであった。この

ように共同体社会の秩序形成には困難が伴って

いる。しかし、共同体社会を構成する人々が、

悪しき「伝統」を自分たちの手で変革し、新た

な価値観に基づく伝統や秩序を創り出して行こ

うとする作業は注意して見守る必要があろう。

3.二つの変革を連関させる原理

以上のように、サパティスタの運動は、これ

までの「伝統」を問い直す重大な契機を先住民

たちに与えたといえよう。同時に、サパティス

タの運動は、メキシコ国民や世界の人々に対し

て、民主政治の在り方やネオリベラリズムの問

題、さらには国家主権や国家の役割などの問題

を考える契機となった。

サパティスタは 1994年 1月の武装蜂起当初
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から、先住民の深刻な貧困状態の原因を、自由

と民主主義の欠如だとみなし、メキシコ国民の

生活改善のみならず、政治的自由と民主主義の

実現とを政府に迫ってきた。彼らは「民主的空

間 (espacio democr´atico)」の創出が正当な統治、

サパティスタの言葉で言えば、「従いながらの

統治 (mandar obedeciendo)」を実現する前提で

あると捉え、民主主義の形骸化と、ネオリベラ

リズム経済政策による経済的不公正の増大とを

痛烈に非難したのであった。

実際、サパティスタが非難するように、ネオ

リベラリズム政策によって、メキシコにおける

民主主義の形骸化は急速に進められていた。と

いうのも、ネオリベラリズムは政治的な対話に

よる意思決定よりも市場経済原理を優先する傾

向があるからである。マルコスによれば、ネオ

リベラリズム経済の世界では、市場の求めるも

のを供給できない人間はその世界から疎外され

るのであった。そこでは誰が得をし、誰が犠牲

になるのかは問われないままなのである。その

ネオリベラリズム、そしてそれに先導されたグ

ローバリゼーションは、したがって民主主義へ

の脅威となりやすい。そのような流れを押し戻

すために、サパティスタは国民投票制の導入や、

先住民地域の行政的政治的自治の認知などを要

求しているのである。ゆえに、サパティスタの

運動を、単なる反ネオリベラリズム運動と見る

ことはできず、またかれらの主張する「民主的

空間」の創出という課題を単にメキシコ国内の

問題として捉えることはできない。むしろそれ

はグローバリゼーションの時代における国家主

権、国家の役割、統治の正当性にかかわる問題

として政治（学）の領域から議論される必要があ

ろう。民主的意思決定過程を経てはじめて「治

者」と「被治者」の関係が正当性を持ちうると

いう考え方、つまり、サパティスタの主張であ

る “mandar obedeciendo”（従いながらの統治）

は、「内と外」の双方に民主主義を迫る変革の原

理なのである。

蜂起から 5年半後のインタビューのなかで副

司令官マルコスは次のようにいっている。「闘

いの目的は変わってはいない。我々が求めるの

は民主主義、自由、正義だ。そしてまた、EZLN

は社会における新しい関係性を創造することを

目指している。EZLNが新しい統治モデルを提

示するのではない。我々は政党と政治家だけが

力を持つのではなく、社会が、人々こそが決定

権を持ち、行き先を決めていける、そのような

社会を創造することを目指しているのだ。経済

政策や社会政策の変更を求めているのではなく、

それらがいかに議論され、いかに決定されるか

というその過程を問題にしているのだ。その結

果、人々が決定したことが EZLN の主張と異

なっていてもそれはかまわない。それを人々が

決定できるということが重要だ」(太田 1999)。

このような発言は、サパティスタが一貫して統

治のあり方を巡って闘争を展開していることを

際だたせるものであった。

このように徹底して民主的な意思決定過程を

重視するサパティスタの運動は、1994年 1月

の蜂起以降、メキシコの統治のあり方に少なか

らず影響を与えてきた。まず挙げられるのは、

1996年 2月に政府との間に調印された「先住

民の権利と文化」に関する「サンアンドレス合

意」であろう。サパティスタの運動は現在に至

るまでこの「サンアンドレス合意」をめぐって

展開されているといっても間違いではない。と

いうのは、1996年 9月以来、サパティスタが政

府の「サンアンドレス合意」事項の不履行を理

由に対話を中断し、一貫して合意事項の履行を

訴え続けているからである。

また先住民自治に関連する憲法改正論議も紆
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余曲折を経ながら進展してきている。1996年

11月末にサパティスタと政府との間の調整役を

果たす和解・平和委員会 (COCOPA)は提憲法

改正案を提示した。サパティスタ側はこれを受

け入れたが、政府側は受け入れなかった。サパ

ティスタは、先住民組織が要求していた自治の

内容とは異なる COCOPA法案を受け入れたの

であるが、それは現実打開に向けた苦渋の選択

であった (小林 1998:54)。それに対し、政府側

はCOCOPA法案を拒否したばかりか、「サンア

ンドレス合意」事項を無視する内容の対案を提

出した。しかし、このような一連の政府側の態

度は世論の非難の的となった。そして「サンア

ンドレス合意」事項の不履行は、与党 PRIに対

する野党の批判の対象となり、2000年大統領選

挙の結果を左右する政治的争点の一つとなって

いった。

2000年 7月の大統領選挙では、71年に及ぶ

長期政権党PRI選出の大統領候補を破ってPAN

のヴィセンテ・フォックスが勝利し、同年 12月

に大統領に就任した。この出来事はサパティス

タ蜂起以降というよりもメキシコ政治史におけ

る大変革といえるであろう。また同年 12月に

は、反 PRI派の 8党に推薦されて勝利したパブ

ロ・サラサールがチアパス州知事に就任した。

彼は一貫してチアパス州からの政府軍の撤退や

「サンアンドレス合意」の履行を政府に要求して

きた COCOPAのメンバーでもあった。このよ

うに 2000年はメキシコ、チアパス史上大変革

の年であったといえる。この大変革がサパティ

スタの運動に持続的な好影響を与えることにな

るかどうか、今後の展開に注目したい。

おわりに

本稿はサパティスタの運動が「内」に変革を

迫るという視点と「外」に変革を迫るという視

点とを起点にしながら、その両者をつなぐサパ

ティスタの原理を考察してきた。彼らの運動の

「外」に変革を迫ることは多くの論者に指摘され

てきたと言ってよい。グローバリゼーションの

押しつける価値の一元化に対抗して、発展形態

や価値の多元性を保持する権利を先住民の立場

から世界に訴えた反ネオリベラリズム運動とし

て、サパティスタは評価されている。しかし、

忘れてはならないのは、サパティスタの運動は

「内」に変革を同時に迫るものでもあったことで

ある。そして、その「内と外」とに変革を迫る共

通の原理は民主主義の原理であった。それがサ

パティスタのいう「従いながらの統治 (mandar

obedeciendo)」の原理だったのである。民主的

な意思決定を尊重する彼らは、「伝統」的共同

体の政治過程から完全に排除されていた女性の

政治参加の権利を推進していくことになる。ま

た、メキシコ政府に対しては、先住民自治の尊

重や重要な政策決定における国民投票制の導入

を要求して圧力をかけたのであった。

以上のように「内と外」との両面から見てみ

ると、サパティスタの運動は、貧しい先住民・農

民が、一枚岩的に「伝統」的共同体の慣習の擁護

を求めるものではないことが明らかになる。先

住民たちは自分たちの共同体的「伝統」を自ら

創り上げてゆく変革の主体でもあるのだ。1994

年 1月に「もうたくさんだ！」という叫びとと

もに変革を求めて立ち上がったとき、サパティ

スタの変革を求める矛先は先住民社会自体にも

向けられていたのだった。
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ligi ón, polı́tica y guerrilla en Las Ca˜nadas de

la Selva Lacandona.México: Cal y Arena.
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de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropologı́a Social/ El Colegio de México/
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