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サパティスタ未来世紀∗

市民活動の夢と現実のはざまに

吉田栄人(S Y)

東北大学

はじめに

1994年 1月メキシコ・チアパス州で発生し

たサパティスタの武装蜂起が、当時拡大しつつ

あったインターネット・ユーザの介入によって、

地域固有の社会闘争から人類に共通の普遍的な

社会闘争へと変貌して行ったことは周知の事実

である。それはひとえにインターネットが情報

を、メディアさらにはそれを統制する国家権力

に支配されることなく自由に発信することを可

能にしたからに他ならない。サパティスタによ

るインターネットの利用（この場合のサパティ

スタとはチアパスにあって戦闘を行っている者

だけでなく、外部において彼らに賛同する運動を

展開する人たちをも含む）は、情報発信が多極化

することによって社会システムのあり方そのも

のに変更を迫ることになる革命的な変化 そ

れは今日ようやく IT 革命という言葉で言い表

されるようになっている を先取りするもの

だったのである。

J・アーキラと F・ロンフェルトは、サパティ
∗本稿は、2000年 8月仙台で開催された国際シンポジウ

ム The International Symposium on Research and Education
in the 21th Century.において筆者が報告した読み上げ原稿
“A Civil Society on the Net: The ‘Indigenous’ Peoples’ Use
of the Internet.”と東北大学言語文化部第 3回公開講座『イ
ンターネット時代を生きる―デジタル文化とコミュニケー
ション―』における「インターネットと先住民―IT 革命社
会における市民社会のあり方を考える―」の講義資料に加
筆修正したものである。

スタの武装蜂起が起きる直前の 1993年、Com-

parative Strategy誌に発表した「ネット戦争が

やって来る！」という論文において、こうした

可能性をすでに指摘していた。情報革命は諸制

度がよって立つヒエラルキーを打ち壊す。それ

は権力を解体し再配分することである。それに

よって、時には弱者さえもが権力を使用するこ

とが可能になる、と二人は指摘した。そして、こ

のことは必ずしも社会的な制度というものが破

綻するわけではなく、制度を構成する方法がヒ

エラルキーによる伝統的なものからネットワー

クのようなフレキシブルで新たなモデルに基づ

いたものへと変化するだけだ、と述べ、ネット

ワークの戦略的重要性を強調したのである。

サパティスタの闘争は政治的社会的な運動と

しては革命的であり、かつまたある程度の成功

を収めていると言えよう。その後、世界の様々

な地域で IT およびそのユーザの努力によって

多くの政治的変革が実現している。しかしなが

ら、サパティスタたちの要求のほんとんどは未

だ実現していない。この遅れを、各運動が国民

のマジョリティに提起する緊急性と運動の正当

性の度合いの違いに還元してしまうことは容易

であろう。すなわち、サパティスタがメキシコ

国家に対して行っている問題提起と、たとえば

東チモールがインドネシアに対して行った異議

申し立てとは、各運動が人々を運動に動員する

正当性と緊急性においてレベルが違う、と。で

は、そのレベルの違いはどうすれば克服するこ

とができるのだろうか。その克服の手段を明示

しないのでなければ、こうした議論は不毛では

ないだろうか。また、そもそもレベルが違うも

のを同じにしようという議論こそ無謀である、

という考え方があるとすれば、それは社会闘争

を普遍的なものとして語ることを放棄すること

に等しいはずだ。
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サパティスタの要求が早急に解決しないのは

正当性や緊急性のレベルが低いというよりは、

ナショナリズムやレイシズム、グローバリゼー

ションなど様々な問題群が複雑に入り組んでい

るからに他ならない。併せて、問題解決ための

連立方程式に唯一の解を求めようとする態度が

問題解決を遅らせる大きな要因となってはいな

いだろうか。それは、複数存在する解のうちの

いずれかを選択する決断力の欠如と言い換えて

もいいかもしれない。だが、武装蜂起を行った

先住民たちは、そうした決断力を持ち得るカリ

スマ的な政治家が現われるまで悠長に待ってい

られるわけではない。スペインによる植民地征

服以来、そうしたカリスマ政治家を待ち続け、

結局はそうした英雄に巡りあえなかった歴史こ

そが先住民というカテゴリーを存続せしめてい

る最大の理由だとしても、今ここで武装蜂起を

している「先住民」たちも、先祖たちが歩んで

きたのと同じ道を歩まねばならないのであろう

か。いや、言い換えよう。世界がネットワーク

で繋がっている IT革命時代に生きる我々は、な

かんずくそうした先住民が存在することを知っ

ている我々は、彼らを見殺しにする以外にとる

べき道はないのだろうか。

とは言え、「先住民」が我々あるいは誰かの資

本主義的行動やナショナリズムによる被搾取者

であるにしても、その搾取の責任を我々個々人

が負うには荷が重過ぎる。むしろ、我々にとっ

て、「先住民」は様々なイズムが引き起こす矛

盾の存在証明であると捉らえるならば、我々の

対応の幅も多少は広がるかもしれない。「先住

民」と称される人々は、彼ら個々人の精神的身

体的苦痛によって、イズムの様々な論理矛盾を

体現し、かつまた政治的社会的な主張によって、

我々に理解可能な言語に翻訳してくれている。

そうした彼らの訴えから耳を背けることは資本

主義やナショナリズムなどが内包する数多くの

問題を未処理のまま放置することを意味するは

ずだ。あるいは、それらの権力に同意すること

であると言っても構わない。

自分たちを解放してくれる英雄ないしはリー

ダーを先住民たちだけが待ちこがれねばならな

いような時代は、IT革命によって過去に葬り去

られるだろう。だが、そうした未来はいつどの

ような形でやってくるのだろうか。ここでは、

インターネットが引き起こしていると思われる

権力の組み替えは、先住民を救おうとする政治

的なプロセスにどのように関わり得るのか、そ

の可能性に少しでもアプローチしてみたい。ま

た、それによって、インターネット・ユーザと

してのサパティスタはその政治的なプロセスに

どのように対処して行けばよいのか、その可能

性と責任の所在をいくばくかでも明らかにして

みたい。

1.インターネット上の先住民情報

インターネットが情報通信にもたらした最大

の影響は、情報受発信の形態変化、すなわち速

度の向上や多チャンネル化、あるいは双方化な

どではなく、情報という資源（リソース）に対す

る人々の意識を決定的に変化させていく可能性

にある。インターネットの登場以前は、情報は

メディア（すなわちその制作者）の独占物だっ

た。少なくとも、情報がどのような利用価値を

持ち得るかを判断するのは、基本的にはメディ

ア所有者に委ねられていたと言っても過言では

ない。ところが、インターネットでは個人のコ

ンピュータをインターネットに接続しているだ

けで、誰でもが情報の発信者になれるようになっ

た。もはや情報はある特定の個人ないしは集団

が独占的に発信・流通させるものではなく、誰で

もが自由に発信でき、また広く社会が共有する
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ものへとその社会的性格を大きく変化させたの

である。もちろん、個々人の情報発信や受信は

情報通信の社会的インフラの整備状況に左右さ

れる。しかし、情報の社会的特性の変化が様々

な社会システムを日々大きく変化させているこ

とは疑いえない事実である。

少なくとも、インターネットは情報メディア

として機能する限り、情報というシステムが従

来隠し持っていた権力のヒエラルキーを解体す

る1)。すなわち、IT 革命以前の社会では権力的

な関係における弱者が自らの情報を発信するこ

とは不可能であった。と言うよりは、情報のコ

ントロールこそが権力の構造そのものだった。

特に、先住民というカテゴリーは自らのありか

たを他者によって規定された存在であり、また

権力を構成する様々な情報へのアクセスを制限

された人々である。仮に情報格差の問題が克服

された場合、社会構造上の弱者である先住民が

インターネットを自由に操ることができるとし

たら、状況は一変するはずである。もちろん、

情報の自由な発信だけで政治的経済的な格差や

構造まで自由に変えることができるわけではな

い。ただ、ヒエラルキカルな資源の配分を修正

するための情報を社会に提供し、その政治的実

行を促すことだけは可能になるはずである。

しかし、想像に難くないが、現在インターネッ

ト上に見出される先住民情報の内、アメリカや

カナダなど先進国の場合は除いて、ラテンアメ

リカなど情報インフラそのものが整備されてい
1)新聞やラジオ、テレビなどの伝統的なメディアも同様
の社会的機能を担ってきた。古谷 (1996)は、ビデオカメラ
を操るブラジル・アマゾンの先住民カヤポーのメディア発
信を例にとって、彼らのメディア作成は「近代の言説が用意
する近代／伝統という対立、伝統から近代へという順序を
解体する」(p.275)と論じている。しかし、カヤポーが作成
したメディアがそうした可能性を供えているにしても、そ
れらが他者に向けて発信されない限り、彼の言う「順序の
解体」は発生しない。一方、インターネットはそうした情
報発信を実行するための媒体であるだけでなく、情報発信
の実行形式そのものでもある。

ない国や地域の先住民たちが自分たちだけで情

報を発信している例は極僅かにすぎない。その

ほとんどは先住民たちが抱える様々な問題の処

理に何らかの形で関わっている NGOや個々人

が、先住民の代わりに発信しているものである。

当然、そうした先住民の「代弁者」たちが提供

する情報は、その提供者たちの視点ないしはイ

デオロギーによって解釈され色づけされたもの

であるはずだ。しかし、先住民問題とインター

ネットとの関係を考えるに当たって、提供され

る情報が先住民たち自身の手によるものか否か

はそれほど重要ではない。なぜならば、そのほ

とんどは先住民問題に好意的であり、またそれ

らの情報が提供されたことによって先住民が不

利益を被るケースはほとんどないと想定される

からである。むしろ、インターネット上に先住

民情報が提供されることはほとんどの場合が先

住民に利することになる。

もちろん、そこには代弁のあり方が大きな壁

として立ちはだかっている。つまり、他者によ

る代弁は如何に正当化されうるのか。先住民問

題に好意的であるというだけで、他者が自分た

ちの問題について発言することを、先住民はど

れだけ受け入れているのか、あるいはどれだけ

の先住民が賛同しているのか、また先住民を取り

巻く社会はそうした他者による代弁をどれだけ

許容しているのか、といった問題である。これ

らの問題は道義的責任というヒューマニズムに

立脚したとしても完全にクリアされるわけでは

ない。伝統的な政治様式の枠組みから見た限り、

そこには大きな溝があると言わざるを得ない。

そこで、先住民問題に関しての情報をインター

ネット上で発信することが、なぜアンチ先住民

ではないのかをまず確認した上で、そうした行

動はどのような論理において代弁として正当化

されるのか、具体的な例を元に検証してみなけ
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伝統的家屋の写真を掲げたアシャニンカ・ホームページ（1999年第 1版）

ればならない。この問題を考えるにあたっては、

おそらく次の 2点を考慮に入れておかねばなら

ないだろう。まず第一に先住民情報とはそもそ

も何であるのか、また先住民とは何かという点、

そして第二にインターネットを通じた市民活動

はどれだけ先住民の問題を解決する上で有効か

という点である。

2. IT 革命時代の先住民

先住民という集団およびその文化が近代文明

を拒否するその様式において規定されるもので

あるとするならば、先住民は IT革命からは最も

遠い存在でなければならない。しかし、現実には

そうした先住民的な生活を営みながらもホーム

ページを開いて情報発信を行っている先住民た

ちが存在する。その一つの例としてペルー・ア

マゾン地域に暮らすアシャニンカ (Asháninka)

の場合を見てみよう。

アシャニンカ族はアマゾン河の支流であるペ

レネ川流域、行政区分上ではペルーのチャンチャ

マーヨ県フニン郡に居住するアラワク語系の先

住民である。1993年のセンサスによると人口

はおよそ 5万人で、400以上の集落が存在する。

ホームページを開設しているのは、その中のマ

ランキアリ・バッホという集落に住む、246家

族 1027人からなる人々である。彼らは今でも

アマゾン河での漁労を主たる生業として自給自

足の生活を営んでいる。

マランキアリ・バッホ村は経済的政治的自

主独立を目的として 1995年以来、外部の援

助機関との間に様々な技術協定を交わして

いる。その内容はトップページに掲げられた

「協定」と「達成」の 2 つの文書から確認す

ることができる。アシャニンカ・ホームペー

ジ (http://www.rcp.net.pe/ashaninka/) も実はそ

うした技術協定の一部をなすものなのであり、
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リマ市にあるNPO「ペルー科学ネット」の技術

的な援助によって運営されているものである。

ただし、掲載されるコンテンツは彼ら自身の作

成によるものと思われる。少なくとも、掲載さ

れている文章には一人称複数形が用いられ、連

絡先にもマラキアリ・バッホの代表者の個人名

と電話ファックス番号が記されている。

アシャニンカ・ホームページを開くと、メイ

ン画面に、「自治・アシャニンカ先住民共同体」

という文字が点滅するバナーとともにアシャニ

ンカの伝統的な家屋の写真が表示される2)。そ

れはアシャニンカが近代文明からは程遠い存在

であることを示す記号であると言えるだろう。

また、彼らはこのホームページ運営の目的を次

のように説明している。「私たちが望んでいる

のは生活の質の向上や人間として生きる環境、

そして調和が取れまた正当で、真の意味での民

族の発展につながるバランスのとれた経済を達

成することです。そのためにも、私たちは今ま

で通り「魚を釣るのにそのつり方をお互いに教

え合うだけでなく、釣り竿やひも、釣り針、えさ

をも与える」論理を維持していきます。そうす

ることで、私たちは今日だけでなく明日の分ま

で十分に魚を取り、尊厳を持って公正に生きる

ことができるはずです。それは人間としての、

またペルーに暮らす先住民市民としての正当な

る権利でもあるはずです。」この一節は彼らが

様々な技術協定を結んだことによって、近代文

明社会に編入されたことを宣言しているのでは

ない。むしろ、彼らはジャングルに覆われた自

2)当然のことながら、アシャニンカ・ホームページは
幾度か構成が変更されている。本稿が起稿された時点で
メインページに置かれていたこの写真は、2000年 8 月
頃、メインページから下位のページに移された。同メイン
ページは 1999年度版アシャニンカ・ホームページとして、
http://www.rcp.net.pe/ashaninka/webs/web1999i/index.htm
に公開されている。本稿の議論は 2000年に筆者がアクセ
スした際の 1999年第 1版の内容に基づいている。

然と調和しながら尊厳をもって自由に生きるこ

とを外部社会に要求しているに過ぎない。

では、そうした主張をするのに何故インター

ネットにホームページを設ける必要があったの

であろうか。また、ホームページを開設するこ

とはそうした主張をする上でどれだけ有効なの

であろうか。これらの問題において重要なのは、

実際に誰がアシャニンカ・ホームページを見、ま

たそこに書かれているマランキアリ・バッホの

人々の主張にどれだけの人が賛同し、アクショ

ンを起こしてくれるか、であるはずだ。

アシャニンカ・ホームページ内の文書には、

このホームページを立ち上げたマランキアリ・

バッホの人々の様々な意図ないしは思惑が透け

て見える。特に、トップページに置かれた「協

定」や「達成」に関する文書は明言こそしてい

ないが、その意図は明白である。そこには彼ら

の言う自主独立のために同調し協力してくれた

機関や個人とその協力の具体的な内容が記され

ている。このホームページはそうした「善意」

の協力を呼びかけることが主たる目的であるこ

とは明らかだろう。それは多くの先住民グルー

プが各国政府や国際機関、民間団体の援助機関

などを個別訪問し、援助を求めるのと何ら変わ

りない。むしろ、そういった手間やコストを減

らすとともに、通常のロビー活動では対象に入

らない小さな援助機関や個々人を開拓すること

が目的であるはずだ。

メディア産業が情報を支配するインターネッ

ト以前の社会においては、先住民のこうしたロ

ビー活動は不可能であった。インターネットは

いとも容易にそれを可能にしたのである。しか

し、先住民がこの IT の恩恵を最大限受けるた

めには、ある意味で先住的なるものを最大化し

なければならないという逆説的な結果を生むこ

とになる。実際、アシャニンカ・ホームページ
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に掲載された多くのコンテンツは、彼らが公的

に認められた先住民であり、また伝統的な先住

民文化を維持している真正なる先住民であるこ

とを裏付けようとするものばかりである。トッ

プページに置かれたアシャニンカの伝統的な家

屋の写真はそのことを如実に表している。

視点を変えれば、先住民が先住民文化を捨て

IT社会に近づくことを、ネットサーファーであ

る近代文明社会は実はまったく望んでいない。

近代化された生活を送るアシャニンカの人々の

写真が掲載されてしまったホームページにアク

セスしたネットサーファーの多くは、おそらく

その時点で興味を失ってしまうだろう。それゆ

えに、先住民たちは先住民文化の担い手である

ことを少なくとも偽装していかねばならないの

である。

しかし、その先住民たちの文化的偽装は実は

彼らだけの努力に委ねられているわけではない。

むしろ、先住民あるいは先住民文化を探し求め

ようとする近代文明社会の眼差しの中にすでに

存在しているものなのである。IT 社会におけ

る先住民は実はルソーの高貴なる野蛮人像の変

奏に過ぎない。彼らは近代文明批判を正当化す

るための手段としてその存在を保証されている

のである。特に、彼らは環境問題というまさに

グローバルなコンテクストで語られる傾向にあ

る。たとえば、彼らは、現代社会が依存する動

植物や空気、水資源などの自然環境を管理する

最後の人々なのであり、我々は彼らを保護する

とともに、自然と調和して生活してきた彼らの

生活に学ばねばならないのだされる。

こうした自然保護を強く訴えるのは NPOや

NGOなどの民間団体であり、まさにアシャニ

ンカ・ホームページがターゲットにしているよ

うな人々なのである。こうした自然保護を訴え

たり、先住民およびその文化を擁護したり、さ

らにはそういった市民運動に共感を覚える多数

の人々が存在することによって、先住民とその

文化というカテゴリーないしは言説が流通する

メカニズムが保証されている。市民活動に寄生

する形で「先住民」が生き延びていると言えば

語弊があるかもしれないが、先住民たちの文化

的偽装は我々他者との共犯関係によって成立し

ているのである。

先住民文化は多様であり、また各先住民集団

も決して一枚岩ではない。それゆえに、インター

ネット上には先住民運動に批判的な意見がない

わけではない。しかし、先住民あるいはその文

化に関する情報は以上に見てきたように、それ

を探し求める人々に向けて発信されたものであ

り、またそうした情報を必要とする人々が拾い

集める情報である。つまり、そうした情報発信

および収集の網の目にかからない情報は、本来

発信されないしまた発信されてもすくい取られ

ることはない。その意味においても社会に流通

する先住民情報はすべからく先住民に対して協

力的なのであり、現時点のインターネット利用

の形態から見た場合、インターネット市民社会

が反先住民的であることはあり得ない。この意

味において、先住民に対する市民活動の代弁性

は実はその正当性が証明される必要などない。

インターネット上の先住民情報は「先住民」的

なるものへの市民的意識と同義語なのである。

言い換えれば、先住民情報は我々の市民性を計

るものさしであり、その量は市民的意識の大き

さに比例する。

3.ネットワーク市民活動の仮想と現実

「ネット戦争がやって来る！」を書いたロン

フェルトらは、ネットワークを用いた戦争が、

国家レベルの防衛を目的とした軍事的なもので

あるか、社会内部の対立から生じる市民レベル
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の理念的な闘争であるかによって、前者をサイ

バー戦争、後者をネット戦争と呼び区別した。

後者のネット戦争とは、擁護団体や社会運動を

展開する自律的な集団が各国政府の政策に圧力

をかけたり、変更を迫ったりする上で、ネット

ワークを用いて行動を組織することである。そ

れは市民活動グループが活動を展開する上で、

情報伝達の手段にインターネットを用いて、そ

の効率を飛躍的に向上させることだけを意味す

るのではない。このネット戦争において重要な

のは、情報の共有化を促すことによって社会的

文化的な隔たりを越えた連帯意識を醸成するこ

とである。先住民をめぐる市民活動はまさにこ

のネット戦争そのものであると言えよう。

しかし、インターネットの使用によってどれ

だけの人がその連帯の輪に加わるかは実のとこ

ろ全くの未知数である。また、連帯意識を持った

人であっても各人がどのような行動を取るかも

未知数である。ロンフェルトらが主張するネッ

ト戦争という概念はある意味で理念的な可能性

に対する期待の度合いが高く、そのポジティブ

な面だけが語られる傾向にある。それゆえに、

インターネットを使った市民運動には懐疑的な

意見を持つ人も少なくない。そこで、今一度イ

ンターネット登場後の市民活動はどれだけ成功

しているのか、サパティスタの場合を事例とし

て考えてみよう。サパティスタの事例は、問題

解決が長引く中で、サパティスタを支援する市

民活動の実効性と虚実が今まさに問われねばな

らないからである。

サパティスタが武装蜂起してから 1年間位

は、副指令官マルコスはメキシコ大衆にとって

英雄的な存在であった。サパティスタの活動に

対する人々の関心もかなり高かった。しかし、

政府軍に完全に包囲されてしまい軍事的にはも

はやなす術もなく、また政府との政治的交渉に

おいてもあまり成果が得られないまま、社会的

なニュース性が薄れるに従って人々の関心も弱

まっていった。ところが、インターネット上に

おけるサパティスタ関連のホームページは近年

増加傾向にあるのである。たとえば、1995年

以来、テキサス大学経済学部のハリー・クリー

ヴァーがインターネット上のサパティスタ関連

情報の交通整理をするために取り組んできた「電

子空間のサパティスタたち―分析および情報ガ

イド」3) にリストアップされているウェブサイ

トの数は、1997年 5月に 27件、1999年 5月に

は 32件、2000年 7月には 44件といった具合

にメキシコ国内における一般大衆の関心の度合

いとは対照的に依然として増え続けている。ア

ドレスからその内訳を見ると、教育研究機関で

あることを示す eduや acを持つものが 1997年

には 5つ、2000年には 7つであるのに対して、

orgを持つものが 1997年の 7つから 2000年に

は 15にまで増えている。これはホームページ

の増加が単に研究者や好事家の増加だけによる

ものではなく、明らかにサパティスタの活動を

支援しようとする人々がもっと広範囲かつ社会

的なレベルで着実に増えていることを示すもの

である。

ところが、「チアパスの仮想と現実―魔術的リ

アリズムと左翼」と題する論文の中でジュディー

ス・ヘルマンは、ネットが提示する「仮想」の

チアパスはチアパスに実際に暮らしたり、支援

活動に携わったりする人々の「現実」のチアパ

スのほんの一部でしかなく、むしろ過度なまで

に理想化されていること、またそれゆえにネッ

トワークに依存した支援のあり方には問題点が

多いことを認識すべきであると警告を発してい

る。インターネットでも全文が公開されている

3)Http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/zapsincyber.
html
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この論文4)に対して、「電子空間のサパティスタ

たち」を編集することでサパティスタ支援活動

を側面的にサポートしてきたクリーヴァー氏は、

2000年 7月 24日、chiapas95メーリングリス

トに流した「チアパス支援ネットワークの仮想

と現実」と題する文章5)で上記論文を徹底的に

批判し、ネットワークを使った市民活動を擁護

している。以下、両者の主たる論点を追いなが

ら、市民活動の虚実について考えてみよう。

4.＜クリーヴァー vs.ヘルマン＞論争

クリーヴァーはヘルマンの論文の全文を引用

しながら各段落ないしは各ポイントごとに逐一

コメントを付していくのだが、ヘルマン論文へ

の反論を開始するに当たってまず、ヘルマンが

批判の対象としている「左翼」の活動家は、実

はインターネットが社会闘争のための新たな地

平となった際に異なった対応を取った 3つの形

態ないしはグループの 1つでしかないことを明

らかにする。

彼によると、ネットワーク利用の経験もほと

んど持たずにネットワークがもたらす仮想現実

と現実世界とを同一レベルで捉え、活動を展開

しようとした人々、逆に社会闘争に仮想現実を

用いることに懐疑的な立場をとる人々、そして

ネットワークを闘争の手段として最大限利用し

ようとする人々と立場があったという。90年代

の様々な闘争の経験を通じて「左翼」はネット

ワークを効果的に使う術を身につけてきたので

あり、ネットワークを用いた闘争に批判的だっ

たり懐疑的だったりする必要はない。むしろ、

その問題点を取り除き、可能性を広げていくこ

とこそが左翼活動家の現在の課題なのだと言う。

4)Http://www.yorku.ca/socreg/hellman.txt
5)Http://www.eco.utexas.edu/ ãrchive/chiapas95/2000.07/

msg00265.html～msg00268.html

ただ、「左翼」の中にはネットワークを用いた

闘争の欠点だけをあげつらい、ネットワークを

用いた闘争に組みしようとしない人々も少なか

らずいる。ヘルマンの論文はそうした視点から

論じられたものであり、ネットワークを用いた

闘争の現実を曲解しているだけでなく、「左翼」

の闘争に何ら生産的な議論を提供していないと

断じている。

実際、ヘルマンがこの論文で批判しようとし

ているのは、仮想のチアパスをサポートする連

帯のあり方であり、またチアパスの現実には目

をつぶりインディオを高貴なる野蛮人としか見

ないような活動家たちである。ヘルマンはチア

パスにおける聞き取り調査や支援団体への聞き

取り調査などからの具体的な例を挙げながら、

これらの問題点を指摘していく。これに対して

クリーヴァーは、ヘルマンの議論は彼女の個人

的な見聞を普遍化しようとしているに過ぎず、

ネットワークを用いた支援の実態を見ていない

ことを明らかにしていく。最終的にはヘルマン

自身がネットワークを用いた支援に一切関わっ

ていない可能性まで指摘する。しかも、ヘルマ

ンが描くような左翼の活動家はサパティスタ支

援者の中にはほとんどいないはずだ、と彼は主

張する。仮にいたとしても、そのことでネット

ワーク支援の実態が大きく揺らぐわけではない。

むしろ、彼女のようにネットワークは間違った

情報を流通させているとか、支援のあり方とし

ては幻想的だと決め付けることの方が問題なの

だと言う。

ヘルマンの基本的な主張は、情報源としては

正確でない上、仮想現実でしかないネットワー

クにあぐらをかいていては本当の支援活動はで

きないはずだというものである。ネットワーク

が情報源として適切であるか否かの問題に関し

てはクリーヴァーが指摘するように、すべての
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情報メディアに共通に言えることであって、イ

ンターネットだけを殊更に敵視しなければなら

ない必然性はどこにもない。むしろ問題なのは

その使い方であるはずだ。この点に関しての二

人の認識は対照的である。ヘルマンが、ネット

ワークは個々人の単独行動を生むだけで共闘を

実現しないと主張するのに対し、クリーヴァー

は、ネットワーカーの個々の行動が単独で行わ

れているにしても、それが他のネットワーカー

の要請に応えるものであるとき、それは単なる

単独行動ではないし、またそうした行為は何も

ネットワーク上だけで起こることではない、と

反論する。また、ネットワークはアームチェア

に座ったままの活動家を増やすだけだとヘルマ

ンが主張すれば、クリーヴァーはネットワーク

を使って活動を実際に組織してみれば、それが単

なる思い込みに過ぎないことが分かるはずだと

言う。要するに、ヘルマンにとってネットワー

クとは活動家にユートピア的な幻想を抱かせ、

また不正確で膨大な量の情報に辟易させ、その

判断力を鈍らせてしまう害毒でしかない。一方、

クリーヴァーにとってネットワークとは活動の

組織化を迅速化するための手段なのである。

ヘルマンは人権問題等の解決に国際的な連帯

が不必要であると主張しているわけではない。

むしろ彼女は、ネットワーク支援という仮想現

実にうつつを抜かすのではなく、ネットワーク

で流される情報の虚実をきちんと見分けられる

能力を支援者たち自身が養わねばならないこと

を訴えているだけである。しかし、そのために

彼女はネット支援者とネット支援のあり方に関

してあまりに偏ったイメージを作り上げている

ことも事実である。クリーヴァーが徹底して反

論するのはそうしたネットワーク支援のあり方

に関する偏ったイメージである。ネットワーク

支援を実践しているクリーヴァーにとって、ヘ

ルマンの警告はあまりに当たり前のことであり、

またすでに克服された問題であったはずである。

ネットワーク支援者たちが活動を続ける中で、

彼女は一体どこで何をしていたのか。彼女の論

文に反論を書かねばならなかったクリーヴァー

の怒りというよりは苦悩はそこに集中している

ように思われる。

クリーヴァーもネットワークによる支援が

様々な問題を抱えていることを認識していない

わけではない。むしろ、最初にも述べた通り、

その問題点を克服し、ネットワークが持ってい

る可能性を最大限に引き出すことこそが、ネッ

トワーク支援者たちにとっての課題だと考えて

いるのである。その意味で彼は理想論者の部類

に入るかもしれない。しかし、熱心な活動家で

あることもまた事実である。ネットワークの潜

在能力とはまさに彼のような、あるいは彼が言

うような個々人の情熱を繋ぎ合わせていく点に

こそあるはずである。同じような境遇にあって

同じ問題に悩み、また同じような闘いをしてい

る人が他にもいることをしらせること、それが

ネット戦争の出発点であるはずだ。そうした情

報を入手した人がどのような行動を取るかはま

た別の問題である。ヘルマンの議論はそれを目

指そうとしながらも、結局は IT革命以前の情報

パラダイムに依拠しているために、情報のネッ

トワーク化が生み出す市民パワーに気が付かな

かったように筆者には感じられる。

二人の意見の食い違いは市民活動における「左

翼」の役割の違いに由来しているように、筆者

には感じられる。市民活動をあくまで具体的な

行動を取る「左翼」の特権的な責務とみなすか、

プロフェッショナルな「左翼」でなくとも市民

的な活動に賛同する人がいればそういった人々

にも参加を求めるか。IT革命以前の社会にあっ

ては、権力構造に関しての一般市民の意識改革
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を行うことがプロフェッショナルな「左翼」の

重要な任務であったはずである。だが、IT革命

社会にあっては、上に見て来たように、IT革命

そのものが権力の形態に変化をもたらすもので

ある。一般市民の中には、あるいは一般市民の

個々人の内部には「革命家」が潜んでいるかも

しれない。そうした埋もれた「革命家」を探し

出し、市民運動さらには「革命」へと組織（ネッ

トワーク）化して行くことこそが IT 社会にお

ける「左翼」活動家の使命になるのではないだ

ろうか。

しかし、これは視点を変えれば、市民活動に

おける市民性ないしは公共性の問題でもあるは

ずだ。他者が発する声にどれだけ耳を傾けられ

るか、またそれを特定の人間関係に依存しない

公共の議論としてどれだけ処理できるか。公共

圏が、自律した主体が言論を通して相互に働き

かけながら、個人ではなしえない共通のものを

積極的に構築して行く場を意味するのだとすれ

ば、ネットワークは我々にとってまさにそうし

た市民的な公共圏を構築する上での一つの重要

な契機を提供しているのだと言えよう。それを

仮想と見るか現実と見るかは、我々個々人の「左

翼」性というよりは市民性を計る一つの尺度と

なり得るのかもしれない。サパティスタ支援者

たちが「我々は全員がマルコス（副指令官）だ」

と叫ぶ時、彼らは自らの「左翼」性を主張して

いるのではなく、市民性の共有を人々に呼びか

けているのだと言えよう。

おわりに

クリーヴァーの批判に対するヘルマン自身か

らの短い反論が、The Socialist Registerのホー

ムページ (http://www.yorku.ca/socreg/) に掲載

されている。それを読む限り、彼女の反論は感

情的なものであって決して論理的なものとは言

えない。たとえば、ネットワーク利用には相反

する功罪があるはずなのに、その悪い面を指摘

するだけで、何故自分がこれほどまでに悪者扱

いされねばならないのか理解できない。また、

自分はクリーヴァーのようなネット支援者たち

の功績を讃えているのに、何故、その彼から批判

を受けねばならないのか分からない。と、いっ

た調子である。ヘルマンはSocialist Registerの

2001年号に「仮想のチアパス―ポールソンへの

回答」と題する論文も寄稿している。この論文

のタイトルから察する限り、彼女は依然として

市民運動の仮想性が孕む問題に拘っているよう

である。

ヘルマンの指摘は必ずしも間違ってはいない。

しかし、彼女の議論は、人々に行動を促すべき

時に、良く考えてから行動せよとアドバイスを

しているに等しい。我々を情報の森から救い出

しているようでいて、実は森を奥深いものにし

ている。我々が目指すべき未来は森の向こうに

あるにしても、その森の大きさを計ることより

も、森の中に各人が分け入り個々の木々や地形

を見極めて道を切り開いて行く作業を始めるこ

との方が大切なのではないのか。我々には ITが

ある。森に分け入った個々人は一人ではない。

ネットで繋がり、常にお互いの位置を確認でき

る。全員が同じ道を通る必要はない。常に新た

な道が切り開かれる。そのうち誰かが向こう側

への道を発見するかもしれないではないか。

そうしたネット利用においてユーザ個々人に

とって重要なことは、他人が発信する情報をい

かに信頼するかだが、それを、ヘルマンのように

情報を管理する立場から心配してあげる必要は

必ずしもない。我々が迷い込んだインターネッ

トという情報の森では、ニセ情報の規制や摘発

に心血を注ぐよりは、それに勝る量と質の正確

な情報を発信することの方が重要であるはずだ。
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仲正氏が指摘するように、「マス・メディアの画

一化作用に対抗して、物質的な利害関係（＝物

象化された現実）から、“自由に” コミュニケー

ションする可能性を探ることが、市民的公共圏

にとっての最大の課題である」（仲正 2000:45）

とするならば、虚実を交えた＜論議＞が＜公

衆＞の中で実現することこそが重要なのだと言

えよう。

より現実に即して言えば、特定のローカルな

コンテクストにおける闘いがグローバルである

ことを訴えたのがサパティスタであった。その

目論見はインターネットの登場によって成功し

た。次の課題として、そのグローバルな闘いを

ローカルなコンテクストに反映させ、ローカルな

特定の問題の解決に結び付けていくことがこれ

からのサパティスタには求められているはずで

ある。しかも、それを実際に実現するのはロー

カルな空間に住まうサパティスタたちでなけれ

ばならないだろう。

このグローバル化の時代にあっては、もはや

ローカルもグローバルもない、我々は地球に暮

らす人類という意味でみんなローカルな存在な

のだ。だから、チアパスに暮らしていなくとも、

我々はサパティスタの闘いに依然として責任を

負う、という考えはある意味で詭弁だろう。む

しろ、我々はチアパスとは異なる別のローカル

な存在であるがゆえにサパティスタのグローバ

ルな闘いに招かれていることを理解すべきであ

る。我々に求められている最大の協力は、公正

な闘いが行われ得るようにまずは戦場を監視す

ることであった。仲谷氏の言葉を借りれば、人々

が自由にコミュニケートできる場を確保するこ

とが、サパティスタの闘いが終了するまで我々

に与えられた指令なのだ。もちろん、我々はコ

ミュニケートするその人々であって構わない。

だが、サパティスタの闘いのあり方をめぐって

我々が議論しなければならないとしたら、それ

はもはやサパティスタの闘いではく、サパティ

スタの名を語った、我々自身のイデオロギーを

めぐる闘いになってしまいはしないだろうか。

チアパスのサパティスタたちにとって、自分た

ちの闘いがグローバル化や人類普遍の名の下に

外部の人間に利用されることは疾うの昔から折

込済みの戦略であるのかもしれない（拙稿 1995

参照）。であるならば余計に、我々はその戦略

に隠されたグローバル性の意味付けにナイーブ

でなければならないのだと言えよう。

そしてナイーブであることは必ずしも、ヘル

マンが主張するようにチアパスの「現実」を知る

ことと同義ではない。むしろ、チアパスの「現

実」は我々自身の中にも存在するものであるこ

とを知ることこそが、よりナイーブであること

に近いはずである。ある特定のチアパス像を抱

く我々というローカルな存在と、チアパスとい

う現実の場所に暮らす別のローカルな存在が直

接にコミュニケートする、そういった複数のロー

カルな存在が切り結ぶ状況こそがネットワーク

社会なのだ。しかも、我々の「チアパス」像が

存在するがゆえに、サパティスタはメキシコ国

家を相手に闘い続けられるのである。だとすれ

ば、我々の意識から「チアパス」像が消滅する

とき、サパティスタの闘いも終わりを迎えるは

ずである。サパティスタの闘いが未完のまま、

「チアパス」像が我々の意識から遠のいてしまう

ことがないように、我々は情報を発信し続けね

ばならない。しかし、我々の「チアパス」像と

サパティスタたちが描く「チアパス」像は常に

同一である必要性はどこにもない。むしろ、異

なったものになる可能性を閉ざさないことこそ

がネットワーク社会に課せられた最大の課題な

のではないだろうか。
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