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セサル・チャベスの立つ宗教的地平
メキシコ系アメリカ人（チカーノ）の公民権運動に関する一考察

岩崎賢 (Takashi Iwasaki)

茨城大学非常勤講師

はじめに

「セサル・チャベスはチカーノ運動における全国的
指導者である。チャベスは、そのような存在とし
て公民権運動と反戦運動の大多数の人々に認めら
れている、おそらく唯一のメキシコ系アメリカ人
である。」（Ｒ・アクーニャ『占領されたアメリカ
／チカーノの歴史』1

「セサルが示したように正義は私たちの本質であ
り、歴史が教える通り、私たちがその大義を守ら
ないかぎり、それは存続しません。この闘いを倦
むことなく続けたアメリカ人はわずかであり、そ
の一人がセサル・チャベスなのです。今日、彼が
集会で叫んだ言葉、“¡Sí, se puede! (Yes, we can!)”
は、世界中の人々に希望と、可能性を信じる心を
与えています。」（2010年 3月 31日のオバマ大統
領の演説2

「私たちは、キリスト教の社会教説を実現しようと、
あなた方がたえざる努力をしてきたことを知って
います。私たちは、この立派な協力の精神が持続
し、主の力強い助けによって、調和と理解が、全
ての者の自由と正義とともに打ち立てられていく

1 Rodolfo Acuña, Occupied America, A History of Chi-
canos, Fourth Edition (New York, Longman, 2000), p. 351.

2 Roger Bruns, Cesar Chavez and the United Farm Work-
ers Movement (Santa Barbara, Greenwood, 2011), p.116. こ
の本は比較的最新のチャベス研究書の一つで、巻末には「ディ
レーノ計画」をはじめとするチャベス関連の一次資料が添
付されている。

ように祈ります。」（1974年の教皇パウロ六世から
チャベスへのメッセージ3

セサル・チャベスは 1960年代と 70年代に、

アメリカ合衆国の農場労働者（その多くが「チ

カーノ」と呼ばれるメキシコ系アメリカ人4の

置かれた社会的状況の改善のために闘い、アメ

リカ現代史に大きな足跡を残した人物である。

彼はその偉大な功績からしばしば「チカーノの

マーティン・ルーサー・キング」とも呼ばれ、上

の三つの引用文からも窺い知れるように、今日

に至るまでアメリカ内外の様々な立場の人々か

ら尊敬を集めている。

本論は、このセサル・チャベスという人物と

その運動について、宗教学的な解釈を試みるも

のである5。従来、チャベスについての議論の多

3 Bruns, p. 83.
4チカーノ、及びヒスパニック（ラテンアメリカ系マイ

ノリティー）の基本的情報に関しては次を参照。大泉光一・
牛島万編『アメリカのヒスパニック＝ラティーノ社会を知
るための 55 章』明石書店、2005 年。

5本論はＪ・ヴァッハやＭ・エリアーデらによって打ち
立てられた宗教学の方法に立脚している。その基本的視点
は宗教的人間の諸々の行為や言葉は、人間を超えた＜聖な
るもの＞との関わりにおいて生まれる、というものである。



40 岩崎賢

くは、彼が農業労働運動の指導者として果たし

た役割、あるいはチカーノ運動（チカーノの地

位向上のための社会的・芸術的運動）の推進者

として果たした役割について、主に政治学的な

視点から論じるものであった6。しかしそこで

は、しばしばチャベス像は「労働運動指導者」

と「チカーノ運動推進者」という二つのカテゴ

リーによって引き裂かれ、その分裂をチャベス

自身の本質に帰着させるという状況が生じてい

る。例えば、日本の主要なチャベス研究者の一

人である村田勝幸は、次のように述べている。

「チカーノの精神的指導者として強く支持さ

れながらも、チャベスの運動は基本的に農場

労働者特有の利害に根ざしていた。チャベス

にとっての第一義的な争点は文化ではなく政

治経済的な事柄であり、チカーノ（およびラ

ティーノ）が大半を占める農場労働者の権利

例えばＪ・ヴァッハは＜聖なるもの＞の体験、すなわち宗
教体験は、「究極的実在」に対する「全人格的」な体験、最
も力強く・包括的・衝撃的・深遠な体験、人間行動を最も
強力に動機付ける体験であり、さらにその体験は必然的に
人を具体的な思考や行動へと突き動かすものであることを
論じている。（Ｊ・ヴァッハ著、渡辺学・保呂篤彦・奥山倫
明訳『宗教の比較研究』、法蔵館、1999 年、45-80 頁。）こ
のほか本論で用いる「解釈」「地平」「創造」などの宗教学
の基本的概念の意味に関して、次を参照のこと。棚次正和
「方法論的省察・宗教現象学の射程」（『宗教の根源／祈りの
人間論序説』、世界思想社、1998 年、52-135 頁。）

6チャベスを主に労働運動家として考察した比較的最近
の研究として次を挙げておく。Matt Garcia, From the Jaws
of Victory, The Triumph and Tragedy of Cesar Chavez and
the Farm Worker Movement (Berkeley, Univrsity of Cali-
fornia Press, 2012). Marshall Ganz, Why David Sometimes
Wins: Leadership, Organization, and Strategy in the Califor-
nia Farm Worker Movement (New York, Oxford University
Press, 2009). 中川正紀「ディレーノ・ストライキとチカーノ
のアイデンティティ」（『アメリカ研究』26、アメリカ学会、
1992年、125-143頁）。村田勝幸『＜アメリカ人＞の境界と
ラティーノ・エスニシティ』東京大学出版会、2007年。また
チカーノ運動研究という枠組みでチャベスについて触れた
ものでは次を参照。Mariángela Rodríguez, Tradición, iden-
tidad, mito y metáfora, mexicanos y chicanos en California
(México, Miguel Ángel Porrúa, 2005), pp.107-112. 黒田悦
子「セサル・チャベスの農業労働組合運動を支えたチカノ
文化」（『メキシコ系アメリカ人／越境した生活者』国立民
族博物館、2000 年、53-80 頁。）

獲得という最大の目的のためにエスニックな

文化が動員されるという仕組みであった。」7

このような説明は、チャベスにおける「文化

的」な事柄を、「政治的経済的」目的の実現の

ための手段として従属的に位置づけるものであ

ると言えよう。その結果、チャベスにとっての

「文化」の意義が、二次的・副次的なものとして

扱われてしまっているように思われる。

しかしながら、これから本論で明らかにして

いくように、チャベスが立脚していたのは「労働

運動指導者」と「チカーノ運動推進者」という二

つのカテゴリーを包含する、より広い宗教的地

平である。近年のいくつかの研究が強調するよ

うに、彼は敬虔なカトリック信者であり、またガ

ンジーの非暴力主義の熱心な信奉者であった8。

また彼の運動は、メキシコの宗教的伝統 サ

クリファイス（供犠）の伝統 を強い方向付

けの源泉としつつ推し進められたものであった。

チャベスはこうした豊かな文化的宗教的伝統に

支えられて、一貫したあり方で思考し行為した

のである。そしてその運動は、決して政治的経

済的問題の解決を「第一義的」な目標とするよ

うなものではなかった。それはチャベスの闘い

が大きな成果を挙げつつあった 1970年になさ

れた、次のような彼の言述からも窺い知ること

ができよう。

「私はしばしば、どんな種類の組合を作ろうと

しているのか、どんなタイプの社会を将来、見

たいと思っているのか、と質問される。私は

思うのだが、いったん組合のメンバーがより

7村田、229 頁。
8 Marco G. Proudy, Cesar Chavez, The Catholic Bish-

ops, and the Farmworkers’ Struggle for Social Justice (Tuc-
son, The University of Arizona Press, 2006). Jose Anto-
nio Orosco, Cesar Chavez and the Common Sense of Non-
violence (Albuquerque, University of New Mexico Press,
2008).
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良い賃金と労働条件を得たならば、組合は、

この時代のより重要な課題に取り組まなけ

ればならない。...私たちは、平和とは何で

あるかを、人々に気づかせなければならな

い。 資本主義は優れているとか、共産主義

は優れているとか、そんな理由からではない。

どんな人間であれ、私たち人間は、より優れた

存在になれるから、である。人として、私たち

は誰も殺したくないし、また誰からも殺された

くない。私たちはこのメッセージを、他の人々

に伝えなければならない。もしそれが正し

く行われたなら、人々は単なる物質的な関心

や目標を越えて、上昇していくことだろう。

人々は、文化的な事柄へと関わるようになる

だろう。私たちは自らのうちに、文化的な革

命を起こす必要があるのだ それも単に芸

術においてではなく、魂の領域において。」（下

線筆者）9

ここで用いられている「文化」という言葉が、

きわめて高い精神的価値を帯びたものであるこ

とは明らかであろう。それはチャベス自身の宗

教的確信の表明ともみなしうるような、ある種の

力強さを持っている。実際、チャベスの運動は、

＜聖なるもの＞との関わりの中で社会的状況の

変革を試みる、一つの宗教的運動としての性格

が強いのであり、そこにおいて目指されていた

のは、いわば＜生きた共同体＞の創造であった。

筆者はこの＜生きた共同体＞という言葉を、

比較宗教学者のＷ・Ｃ・スミスの「動的共同体

9 Cesar Chavez, “Introduction,” in Mark Day, Forty Acres,
Cesar Chavez and the Farm Workers (New York, Praeger
Publishers, 1971). おそらく従来の政治学的解釈の問題点の
一つは、チャベス自身にとっての「文化」の意味に十分な
注意を払わず、それを「非政治的・経済的な事柄」として
漠然と規定したり、あるいは「エスニックな文化」として
限定的に規定したりしてきた点にあるのではないかと思わ
れる。

community in motion」10という考えに基づいて

使用する。スミスは主として近代以降のイスラ

ム教・キリスト教・仏教等の宗教的運動に関する

広範な議論を通して、いわゆる「宗教」というも

のを、単なる固定した静的なシステム 体系

化された言語表現や集団行動や社会組織 と

して見るのではなく、むしろそうしたシステム

が不断に産出され変容していく動的プロセスと

して理解すべきであることを主張している11。

スミスによればこの動的プロセスは、人間集団

による、「超越的リアリティ」12あるいは「超越的

ビジョン」13への実存的関わりとそれへの応答で

あり、このダイナミズムを欠いたならば「宗教」

は形骸化し生命力を失ったモノへと頽落するの

である。このような視点に立つことで、チャベ

スの運動をそのダイナミズムにおいて、＜チャ

ベス自身の地平＞から明らかにすることが可能

となるであろう。

さて以上のような意味での＜生きた共同体＞

の創造としてのチャベスの運動が最もダイナ

ミックに展開されたのは、1965年から 1970年

頃までの時期であるように思われる。そこで本

論では、主にこの時期のチャベスの活動に焦点

をあてて議論を行うことにする。まず最初に、

チャベスの生い立ちと彼が置かれた社会的状況

について、本論にとってとくに注目されるいく

つかの出来事について触れ、それから、1965年

10スミスは次のように述べている。「キリスト教徒やムス
リムや仏教徒であるということ、宗教的であるということ
は、動的共同体に参入するという創造的な行為なのである。」
Wilfred Cantwell Smith, Towards a World Theology, Faith
and the Comparative History of Religion (Philadelphia, The
Westminster Press, 1981), p.35. この＜生きた共同体＞とい
う言葉はまた、本論の第四節の最後のチャベスの引用に出
てくる「生きた組織」という言葉にも対応している。

11 Ibid., p.21, 24.
12 Ibid., p.26.
13ウィルフレッド・キャントウェル・スミス著、中村廣
治郎訳『現代におけるイスラム』紀伊國屋書店、1974 年、
230 頁。
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以降の彼の運動に対して強い方向付けを与えた

と考えられる「サクラメント巡礼行進」と「断

食」について考察し、最後にチャベスに関する

新たな理解のあり方を提示してみたいと思う。

1 セサル・チャベスの経歴

セサル・チャベスは 1927年に、アリゾナ州

のメキシコ系の季節移動農場労働者の一家に生

まれた、メキシコ系三世である。当時、アメリ

カ南西部諸州の農場労働者の多くはヒスパニッ

ク系やアジア系であり、彼らは野菜や果物の農

園で、酷暑のなか、虫や農薬の害に悩まされな

がら、低い賃金で長時間働くことを強いられて

いた。そしてチャベスは子供の頃に、この時代

の他のマイノリティーの人々と同じように、メ

キシコ系であるという理由だけで屈辱的な差別

を何度か経験している。

以下、チャベスの生涯を年表にまとめる14。

・ 1927 年 3 月 31 日、アリゾナ州ユマのカト

リックの一家に生まれる。やがて一家はカリ

フォルニア州の農園に移住。8年生で学校を

中退し、その後、海軍に 2年間勤務する。19

歳のときにカリフォルニアに戻り、ブドウ農

園で働き始める。

・1951年、社会運動家のＦ・ロスと知り合い、

「地域社会サービス機構（ＣＳＯ）」に加入す

る。同じ頃、Ｄ・マクドネル司祭との出逢い

をきっかけに、ガンジーの非暴力思想を学び

始める。

・1955年、チャベスの終生の盟友となる女性活

動家、Ｄ・ウエルタがＣＳＯに加入する。

・1962年 3月、ＣＳＯを離脱。9月、カリフォ

ルニア州ディレーノで「全国農業労働者連合

（ＮＦＷＡ）」を結成する。

14以下の年表は、主に Bruns を参照した。

・1965 年 9月、フィリピン系アメリカ人の労

働組合である「農業労働者組織委員会（ＡＷ

ＯＣ）」のストライキに、ＮＦＷＡが参加を

決定する。12月、Ｍ・Ｌ・キング牧師がディ

レーノを訪れ、スト中のチャベスらを激励す

る。同じ頃、ブドウ農園会社の製品ボイコッ

ト運動を開始する。

・1966年 3月、ディレーノほか二都市で州知事

らの出席のもと公聴会が開かれる。公聴会終

了後、チャベスと数十人の仲間が「サクラメ

ント巡礼行進」を行う。この頃、ディレーノ

に生活共同体「40エーカーズ」を建設する。

・1967年、ＮＦＷＡとＡＷＯＣが合併し、ＵＦ

ＷＯＣ（のちＵＦＷと改名）が結成される。

・1968年 2月、ストライキにおける組合員の暴

力的行動を憂えて、チャベスは最初の断食を

行う。キング牧師からチャベスに励ましの手

紙が届く。またロバート・ケネディ上院議員

が断食明けにチャベスを訪れ、激励のスピー

チを行う。

＊ 1970年 9月、数年に及ぶストライキとボイ

コット運動が実を結び、ＵＦＷＯＣは主要な

農場経営者らと、農業分野におけるアメリカ

合衆国史上初の本格的な労使協定を締結する。

・1971年、ＵＦＷＯＣの本拠地がカリフォルニ

ア州ディレーノから、同州キーンのラ・パス

に移転する。

・1972年、ＵＦＷＯＣからＵＦＷに改名。同年、

チャベスは、アリゾナ州の労働者の権利を侵

害する法案を憂えて、二度目の断食を行う。

・1974年、チャベスはバチカンを訪れ、教皇（パ

ウロ六世）に謁見し、励ましの言葉を受ける。

・1975年、チャベスらの運動を支持する民主党

ブラウンがカリフォルニア州知事となり、農

業労働関係法が成立し、農場労働者の労働条

件が大きく改善する。



セサル・チャベスの立つ宗教的地平 43

・1988 年、農場での不適切な農薬使用が労働

者の家族の健康を害していることを憂えて、

チャベスは生涯で最後となる三度目の断食を

行う。

・1993年 4月 23日、アリゾナ州ユマ近郊でチャ

ベス逝去。その一週間後、ディレーノで、約

4万人の参加者によるチャベス追悼行進が行

われる。

ここでチャベスの＜生きた共同体＞創造の運

動について考える上でとくに注目したいのは、

まず 1951年のマクドネル司祭との出逢いであ

る。この 26歳の青年期に、司祭を通してカト

リック信仰とガンジーの非暴力思想についての

理解を深めたことは、チャベスの後々の行動に

大きな影響を及ぼすことになった。

もう一つの重要なポイントは、1970年の、ＵＦ

ＷＯＣと主要なブドウ農園経営者らとの労使協

定の締結である。これはチャベスらのディレー

ノでの数年に及ぶストライキとボイコットの運

動が、大きな勝利を収めたという出来事であっ

た。おそらくはこの年の、協定締結における記

者会見での演説こそが、チャベスの生涯におけ

る最も華々しい瞬間であった。この後、チャベ

スは他の農業分野・地域の運動に関わっていく

ことになるが、やがて内部的には、組合の運営方

針を巡る複数の主要メンバーとの軋轢、そして

外部的には、メキシコ系不法移民の扱い（チャベ

スは合法的メキシコ系市民の権利を守るという

立場から不法移民の取締り強化に肯定的であっ

た）を巡っての一部チカーノ主義者15からの批

15ここでは「チカーノ主義者」という言葉を、「善／悪」と
いう理念的対立を「チカーノ／白人」という社会集団的対立
として実体化する思考様式にとらわれた人々、という意味
で用いる。例えば、1970年にカリフォルニア大学でチカー
ノ運動を起こした学生たちが出した声明では、白人の本質
は「利益と競争、強欲と非寛容の倫理」であり、チカーノの
「伝統的コミュナリズム、美と正義への愛」がこれにとって
代わらなければならない、と主張された。Orosco, p.81.

難（チャベスはメキシコ系に対する「裏切り者」

とみなされた16）や、他の労働組合との対立、労

働運動に冷淡な共和党政権の発足などにより、

チャベスは多くの苦悩を抱えるようになり、Ｕ

ＦＷＯＣ（ＵＦＷ）の活動も勢いを失っていく

ことになる17。

2 闘いの開始と「サクラメント巡礼行進」

苦境にある人々を救うためのチャベスの社会

的活動は、1951年にＦ・ロスの地域社会サービ

ス機構（ＣＳＯ）に加入したときに始まる。チャ

ベスはメキシコ系の人々の政治参加を促進する

というＣＳＯの方針にのっとって、主に都市部

のメキシコ系アメリカ人の有権者登録の活動に

従事した。しかしカリフォルニア州の農場労働

者の苦難を身に沁みるほど理解していたチャベ

スは、やがて農場労働者問題に専念するために

ＣＳＯから離脱し、1962年、同州ディレーノで、

盟友のＤ・ウエルタをはじめとするメキシコ系

アメリカ人の同志 287名とともに、わずか 1200

ドルを資金に、アメリカ初の農業分野の労働組

合である「全国農業労働者連合（ＮＦＷＡ）」を

結成した18。このとき組合旗として「アステカ

の鷲」、標語として「大義、ばんざい！（¡Viva

la Causa!）」が定められた（写真 1）。

1965年 5月、チャベスらの精力的な活動に

より、ＮＦＷＡの組合員は 1700人にまで増え

ていた。この時点では、ＮＦＷＡは生活協同組

合的な性格が強かったという。そこに、ブドウ

農園で働くフィリピン系アメリカ人を主体とす

る労働組合である、農業労働者組織委員会（Ａ

16基本的にチャベスはメキシコ系の一般の人々に「民族
的英雄」とみなされているが、チカーノ運動家や知識人の
中には、そうした見方に慎重な態度をとる者が多い。たと
えば、前掲の Mariángela Rodríguez を参照。

17 Proudy, pp.1-5.
18中川、127-128 頁。
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写真 1 NFWA組合旗とチャベス（中央右）

ＷＯＣ）がストライキを起こしたというニュー

スが入ってきた。そして間をおかず、ＡＷＯＣ

の代表者がディレーノにやって来て、ＮＦＷＡ

にストへの協力を要請した。当初チャベスは戸

惑いを見せたが、困窮している者を助けるのに

躊躇してはならない、というウエルタの強い叱

咤もあり、同年 9月、ＮＦＷＡとＡＷＯＣは協

力して、ディジョルジオ、シェンリー、ジウマ

ラなどのブドウ農園会社を相手取った闘いを開

始した19。

闘いは困難であった。農場経営者や地元住民

らの多くは、ストライキをしばしば共産主義者

による秩序の撹乱とみなし、ならず者に妨害さ

せたり、立場の弱い不法移民をスト破りに雇う

などして、猛烈に抵抗した。チャベスらは各地

を飛び回り、あるいは文書を送るなどして、農

場労働者たちの苦境を学生・労働運動家・聖職

者・公民権運動家らに説明し、社会的経済的支

援を求めた。その活動が功を奏し、数ヵ月後に

は全米各地から人材・物資の援助が届くように

19 Proudy, p.27. 中川、130 頁。

なった。

この頃、チャベスらはストライキに新しい戦

略を導入した。すなわち、全米 13の主要都市

に組合員を派遣し、シェンリー・ブドウ農園会

社を最初のターゲットとしたブドウ製品のボイ

コット運動を起こしたのである。やがてこの運

動は大きな効果を及ぼすようになり、数年後の

労使協定終結の決め手の一つともなった。

このような状況において、チャベスらの運動

に強い方向付けを与えたのは、翌年の 1966年 3

月に行われた「サクラメント巡礼行進」であっ

た。この頃までにチャベスらの運動は全米中に

知られるようになり、政財界の人々を動かすこ

とに成功し、その結果、3月 14日からの 3日

間、サクラメント、ヴィザリア、ディレーノにお

いて公聴会が開かれることになった。これには

カリフォルニア州知事、ディレーノ市長、ディ

レーノ警察署長、諸宗教関係者、ブドウ農園経営

者、そしてチャベスとウエルタが参加した。こ

こでチャベスらは農場労働者の苦境を説明し、

労働者の基本的権利の承認を主張し、さらには
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写真 2 サクラメント巡礼行進（左端には＜聖母グアダルーペ＞の幟）

経営者と手を組んだ州当局の妨害行為を批判し

た。特筆すべきはこれにロバート・ケネディ上

院議員が出席し、スト活動の妨害を保安官らに

指示したディレーノ警察署長に対して強烈な詰

問を行ったことである。また、この機会にカリ

フォルニア司教全員がスト支持を表明したこと

は、その多くがカトリックであった農場経営者

に強い衝撃を与えた20。

「サクラメント巡礼行進」が開始したのは、

最終日のディレーノでの公聴会が終了した翌日

であった（この行進は 1963年のキング牧師の

「ワシントン大行進」を一つのモデルとしてい

た）。サクラメントへの行進は、チャベスと、選

抜された組合員 75名によって開始された（写

真 2）。出発点のディレーノは、ロサンジェルス

とサンフランシスコのほぼ中間にあり、終着点

の州都サクラメントはサンフランシスコの北東

近辺にある。その全行程は途中の町に立ち寄っ

ていくために 300マイル（480キロ）以上であ

り、それを 20日以上かけて歩くというプラン

20 Bruns, p.43. 中川、135 頁。

であった。行進に参加した者の多くはメキシコ

系であったが、そこにはまたフィリピン系など

のアジア系や、黒人、白人も加わっていた。ま

た、早い時期から（必ずしも当初は足並みのそ

ろったものではなかったが）様々な援助協力を

してきたカトリック・プロテスタント・ユダヤ

教関係者の姿もあった。こうして行進は、組合

旗の「アステカの鷲」と、メキシコの守護者＜

聖母グアダルーペ＞の幟、アメリカとメキシコ

の国旗を掲げた人々を先頭に、メキシコ風ソン

ブレロを被りギターを演奏しながら歩く人、黒

い服に身を包んだカトリック修道女、ダヴィデ

の星を掲げて歩くユダヤ教徒、品のいいスーツ

を着た白人、労働者風の黒人、母親に手を引か

れて歩く子供、など多様な人々が随時参加する

賑やかなものとなった。それはワシントン大行

進と同じくらい切実な思いが秘められた行進で

ありながら、どこか明るく朗らかな雰囲気が漂

う＜カラフルな＞行進であった21。

21 Bruns, pp.44-49. 中川、136-137 頁。またアメリカＰ
ＢＳが 1996 年に作成したドキュメンタリー『チカーノ！
（Chicano!）』（全 4 巻）には、サクラメント巡礼行進を含
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チャベスたちは行く先々の町で自分たちの運

動の「大義」を語り、ミサを行って祈りを捧げ、

その様子は取材にやって来た新聞記者やテレビ

カメラマンによって全米中に伝えられた。彼は

各所で「ディレーノ計画」（1911年のメキシコ

革命の際に指導者のエミリアーノ・サパタが作

成した、メキシコ農民の土地への権利をうたっ

た「アヤラ計画」にならったもの）という趣意

書を読み上げた。そこには次のような言葉が含

まれていた。

「私たちの巡礼は、私たちの大義を照らし出

すマッチであり、それによりすべての農場労

働者たちはここで起こっていることが見える

ようになり、私たちと行動を共にすることが

できるようになるだろう。貧しい農場労働者

たちの解放の時が来た。歴史は私たちの側に

ある。ストライキを続けよう！大義、ばんざ

い！」22

こうして行進を続けるチャベスらに、朗報が

入った。州都サクラメントへの到着直前の 4月

6日、製品ボイコットの最初のターゲットになっ

ていたシェンリー・ブドウ農園会社から電話が入

り、労使協定の締結に向けた交渉を行いたいとい

う依頼がチャベス側になされたのである。チャ

ベスらはこれを受け入れ、やがてサクラメント

の州議会議事堂へと到着した。これを約一万人

の観衆が向かい入れた。そしてチャベスは、記

者やテレビカメラを前に、シェンリーとの問題に

解決のめどがついたことを報告したのであった。

それから約三年の厳しい闘いを経て、1970年、

ついにディレーノ最大の農園会社であるジウマ

めたチャベスの様々な運動の様子が映像でまとめられてい
る。そこでチャベスが、Ｒ・ゴンサレスや、Ｒ・Ｌ・ティ
ヘリーナ、Ｊ・Ａ・グティエレスといった代表的なチカー
ノ運動家と同列に扱われていることは、一般のメキシコ系
アメリカ人のチャベス観を反映するものである。

22 Bruns, p.130.

写真 3 1970年の協定締結の会見（左下がチャベス）

ラ農園を含む主要なブドウ農園会社 26 社が、

ＵＦＷＯＣと労使協定を締結した。7月 29日、

チャベスはディレーノで労使合同の会見を行い、

次のように述べている。そこには、チャベスが

ボイコットやストライキによって実現しようと

したことが何であったかが現れ出ている。

「ボイコットとストライキは、私たちにとっ

ても雇用者にとっても、辛いことだったと思

います。しかしこの苦しい経験がどんなに不

幸なものだったとしても、そのおかげで私た

ちは、ディレーノの生産共同体において良き

労使関係を構築していくための土台を作るこ

とができたのだと思います。」23

これに対して、ジウマラ農園の創立者の甥の、

若きジョン・ジウマラ・Ｊｒは 映像で見る

かぎり爽やかな喜びの表情をたたえて 次の

ようなスピーチで応えている。

「私たちはこのヴァレーに平和が来ることを、

幸せに思っています。両者が勝利者です。組
23『チカーノ！』より。
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合の力、人々の力、そしてこのヴァレーの人々

の力によって、世界で最も質のよい農作物が

作られ、その生産物を市場にもっていって得ら

れた利益を、私たちは労働者に還元します。」24

ジョンはこのスピーチの最後に、ＵＦＷＯＣ

のシンボルである「アステカの鷲」の絵を掲げ

て、皆に挨拶している（写真 3）。それは労と

使が敵同士であることをやめ、互酬的な関係性

において、共に生きる仲間になったという意味

で、ディレーノに一つの＜共同体＞が生まれた

瞬間であった。写真中のジョンとチャベスの笑

顔は、このことを象徴的に表現するものである

ように筆者には思われる。こうしてこの労使協

定締結により、数万人の農場労働者が、公正な

賃金、雇用条件、労働安全対策、農薬などの健

康問題対策等について法的保護を獲得したので

あった。

さて、ここまで見て分かるように、チャベス

の運動はメキシコ系アメリカ人（チカーノ）と

いう特定エスニック集団の利益のためだけにな

されたものではなかった。彼の運動は、メキシ

コ系、アジア系、黒人、白人 そもそもジウマ

ラ（イタリア系）をはじめ少なからぬ農場経営

者が非アングロ系の移民だった などの多様

な人種的・文化的・宗教的背景をもった人々、さ

らには労働者と経営者、男性と女性25との間に、

より調和的な関係性を打ち立てることを目指し

たものだった26。それゆえ、もし「チカーノ運

24 Bruns, p.71.
25オロスコは次のようなチャベスの言葉を挙げて、彼が
メキシコ的なマチスモ（男性中心主義）に対しても批判的
であったことを論じている。「私は女性と子供は強い意志を
持っているし、（運動において）数々の素晴らしい貢献がで
きると考えている。」Orosco, p.91.

26Ｓ・ホールらが問題提起する「ニュー・エスニシティ」
の問題は、本論の文脈においては、チャベスによって「メ
キシコ系」としてカテゴライズされた人々が、その集団内
部においてどのような多様性（出身地域・世代・セクシュ
アリティなど）を持ち、またそれがチャベスの＜生きた共

動」という言葉の意味が、もっぱらメキシコ系

アメリカ人の法的社会的権利を確立し、その文

化的宗教的伝統を称揚することのみに専念する

運動のことであるとすれば、チャベスは決して

本論冒頭のアクーニャの引用にあるような「チ

カーノ運動における全国的指導者」ではなかっ

たということになる。このことは「ディレーノ

計画」に記された、次のような言葉からも窺い

知ることができよう。

「この巡礼の先頭に、私たちは聖母グアダルー

ペを掲げる。聖母は私たち、すべてのメキシ

コ人の守護者だからだ。私たちはまた、聖な

る十字架と、ダヴィデの星を掲げる。私たち

は閉鎖的集団ではなく、すべての宗教の助け

と祈りを必要としているからだ。...カリフォ

ルニアでのメキシコ人、あるいはフィリピン

人の困窮は、国中のすべての農場労働者、黒

人、貧しい白人たち、プエルトリコ人、日本

人、アラブ人、つまりはアメリカ合衆国のす

べての抑圧されたマイノリティーの困窮と同

じものだ。」27

このようにチャベスの運動は、メキシコ系（カ

トリック）という枠には収まりきれない包括性を

持っている。この点に関して、ここでチャベス

らが組合のシンボルとして用いた組合旗の「アス

テカの鷲」について、ひとこと述べておきたい。

「赤と白の地に描かれた黒鷲」の旗は、チャ

ベスの弟の提案によって、1962年のＮＦＷＡの

最初の大会において組合旗として採用された。

このときチャベスは「旗は希望を表す強く美し

い印」であると述べたという28。この点に関し

同体＞創造の運動にいかなるダイナミズムを与えたか、と
いう視点からの研究を要請するものと考えられる（スチュ
アート・ホール、大熊高明訳「ニュー・エスニシティズ」『現
代思想』vol.26-4、青土社、1998 年、80-89 頁）。

27 Bruns, p.129.
28 Consuelo Rodriguez, Cesar Chavez (McGraw, Macm-
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てメキシコ研究者の黒田悦子は、「アステカの

鷲」は近代メキシコ国家における「支配的なナ

ワ・アステカ・メキシコ国家のシンボル」であ

り、（同じメキシコ系移民の中に含まれているか

もしれない）他のエスニック集団に対する「配

慮」を欠いたシンボルであると批判している29。

この批判は、近代メキシコ国家においてしば

しば周縁的な地位に置かれたマヤ地域などを研

究対象とする黒田の、特定の関心から出たもの

と推察されるが、筆者には問題があるように思わ

れる。というのも、この組合旗に描かれた「鷲」

は、一見して分かるように極めてシンプルなデ

ザインであり、それゆえ（メキシコ国旗に描か

れているような）アステカ神話を直接的に表現

する「サボテンの上で蛇を喰らう鷲」のシンボル

のエスニックな限定性に比べて、そのメッセー

ジは、はるかに包括的だからである。ここでは

『世界シンボル事典』（三省堂）における、「鷲」

のシンボルついての項目を参照してみよう。

「ワシは、太陽に属し、すべての天空神の象

徴。真昼の太陽、霊的原理、昇天、霊感、束

縛からの解放、勝利、誇り、観照、神格化、王

の尊厳、権威、力、高さ、四大元素の一つと

しての空気。」30

つまり「鷲」のシンボルは、これだけの広い

意味を産み出すことができるのである。そして

重要なことは、チャベスの運動に参加した多種

多様な人々には、「鷲」に対して自分自身の確固

とした解釈を行う余地が与えられ（先のコメン

トを見るかぎりチャベスは特定のエスニックな

milan, 1991), p.54. 黒田、69 頁。
29黒田、同上。
30Ｊ・Ｌ・クーパー著、岩崎宗治訳『世界シンボル辞典』
三省堂、1992 年、88 頁。また＜力強さ＞や＜偉大さ＞の
シンボルとしての鷲について、次を参照。Ｊ・シュヴァリ
エ／Ａ・ゲールブラン著、金光仁三郎訳『世界シンボル大
事典』大修館、1996 年、1076 頁。

解釈を強要していない）、実際に、多様な人々

が「鷲」のシンボルを受け入れて、この旗のも

とに団結していたという事実である（またこの

シンボルが優れて「束縛からの解放、勝利、誇

り」という意味を表明し得るものであることも

注目される）。それゆえ、この組合旗のデザイ

ンをもってチャベスには他のエスニシティーに

対する「配慮」が欠けていた、というような批

判をすることは、適切であるとは言い難い。

さて、それにしても、どうしてチャベスは 300

マイル以上の距離を歩くという過酷な行進を

行ったのだろうか。実際、サクラメントに向か

う途中で人々は警官隊の妨害を受けたりしたし、

チャベスは最後の方では疲労困憊し、足を痛め

たせいで杖を使って歩かなければならなかった。

それでもチャベスらが行進を続けたのはなぜか。

この問題に関してアメリカ研究者の中川正紀は、

サクラメント巡礼行進の目的は、(A)ボイコッ

トの宣伝、(B)経営者への心理的ゆさぶり、(C)

州議会と州知事へのアピール、(D)各地のＮＦ

ＷＡ組合員との連絡、の四点であったと指摘し

ている31。確かに、巡礼行進をもっぱら労働争

議の一形態としてのみとらえるならば、目的は

この四点ということになるのだろう。しかしそ

れなら、少なくとも (A)(B)(C)に関しては、数々

の宣伝活動や公聴会などによって、すでに相応

の成果は得られていたのではなかろうか。また

(D)に関しても、単に組合員間の連絡が目的で

あるとすれば、巡礼行進などという、ある意味で

非効率的な手段をとる必要があっただろうか。

結論を先取りすれば、筆者の見るところ、チャ

ベスの運動は単に労働争議を成功に導くことの

みを目的としたものではなかった。そこで目指

されていたのは、そうした次元での成功の先に

31中川、138 頁。
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ある＜生きた共同体＞の創造であった。そして

巡礼行進という行為も、その創造の試みの一形

態であったと考えられるのである。このことを

明らかにするには、チャベスにとってもう一つ

の重要な行為であった断食について考察する必

要がある。なぜなら以下で見るように、巡礼行

進と断食はその根底において繋がっており、断

食の意味を考えることで、巡礼行進が持ってい

た宗教的な次元も明らかになるからである。

3 サクリファイスとしての断食と巡礼

年表にも記したとおり、チャベスはその生涯

において三度の断食を行っている。それらは簡

潔に表現すると、(1)暴力行為、(2)労働基本権

侵害、(3)農薬健康被害、という問題的状況にお

いて行われたものだった。だが、どうして断食

という行為が、これらの問題に面して行われな

ければならなかったのだろうか。このことを考

えるにあたって、まずチャベス自身が断食につ

いてどのように語ったかを見てみよう。

「君がサクリファイスをすると、君は人をサ

クリファイスさせることになるんだ。それは

とても強い武器だ。誰かが一週間や十日、断

食をすると、人々がやって来て、その経験を

分け持とうとする。」32

このように、チャベスは断食を「サクリファ

イス」としてとらえている。サクリファイスと

は、一般的には、犠牲、供犠、生贄を捧げるこ

と、あるいは自己犠牲を意味する。とすればひ

とまずチャベスにとって断食は、何かのために

自分自身を捧げる行為、という意味を持ってい

たということになる。

さらにチャベスは、この断食＝サクリファイ

スの体験は、他の人にも共有されるようになると
32 Orosco, p.105.

言っている。それは実際にチャベスの健康を心

配してディレーノに駆けつけてきた多くの人々

がそうなったように、その苦しみの体験が、他

の人にも自らの体験として共感的に分かち合わ

れるということであろう。たとえば、1968 年

のチャベスの第一回目の断食が明けた日に自ら

ディレーノを訪れたロバート・ケネディ上院議

員は、チャベスと共に闘っている人々に向けて

次のようなメッセージを送っている。

「...あなたがたは今日ここに、とても遠い場

所からやってきて、かくも大きな犠牲におい

て (“at such great sacrifice”)、非暴力をつらぬ

く決意を表明しました。わたしたち政府にい

る人間は、その決意に応えなければならない。

それはわたしたちの責任です。」33

自己犠牲としての断食は、チャベス自身の個

人的行為であることを超えて、人々全体に波及

していく。人々は遠い距離をおして駆けつけ、

チャベスの苦しみを自分の苦しみのごとく受け

止める。そしてそれは「非暴力」への強い方向

付けを、運動に関わる人々に与える。

この点に関して、『セサル・チャベスと非暴力

のコモンセンス』という著作でＪ・Ａ・オロス

コは、チャベスにおいては断食だけでなく、巡

礼行進もまたサクリファイス＝自己犠牲として

の性格を持っていたという重要な指摘をしてい

る。オロスコは次のようなチャベスの言葉を挙

げている。

「（巡礼は）改悛と献身の表現としての、自己

犠牲と苦難をともなう旅であり そこでは

しばしば、体と魂への恵みを切望して、巡礼

33 Bruns, p.133. (John F, Kennedy Presidential Library,
National Archives and Records Administration, http://www.
archives.gov/research/arc/）
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の守護者への祈願がなされる。」34

この引用中にある「巡礼の守護者」が、サク

ラメント巡礼行進においてその幟が掲げられて

いた＜聖母グアダルーペ＞のことを指すのは言

うまでもない。周知のように聖母グアダルーペ

は、16世紀のスペインによるメキシコ征服直後

に、かつて水と豊穣の女神「トナンツィン」の神

殿があった場所で先住民フアン・ディエゴの前

に顕現し、その後、メキシコの守護者として多

大な崇拝を集めることになった聖母である。そ

れは宗教学者のＤ・カラスコが『メソアメリカ

の宗教』という著書で述べているように、「イン

ディアンとスペイン人、メスティソとインディ

アン、そしてスペインとメスティソの間の緊張

を統合し、信仰と献身の一つの共同体にまとめ

あげる」ことを可能にした、調和と共生のシン

ボルであった35。そして聖母グアダルーペの聖

堂はメキシコ最大の巡礼地となり、現在でもメ

キシコ・南北アメリカ大陸・さらには世界中か

ら多種多様な文化的・人種的特徴を持った人々

が、大きな肉体的・精神的・経済的犠牲をはらっ

てこの聖地への巡礼を行い、祈りを捧げている。

こうしてチャベスにとって、サクリファイス＝

自己犠牲としての断食は、サクラメント巡礼行

進と根底において繋がっており、それゆえ聖母グ

アダルーペ巡礼とも密接に結びつく行為であっ

たということになる36。さらにここで注目した

34 Orosco, p.25. そもそも最初に組合でサクラメント行進
の案が出されたとき、それが「巡礼」としての性質を持つ
と主張したのはチャベスであった。彼はそのとき仲間たち
に、この「巡礼」は「反省と苦行と贖罪のための機会」に
なるだろうと述べたという。Ganz, p.148.

35 David Carrasco, Religions of Mesoamerica (San Fran-
cisco, Harper, 1990), p.137.

36聖母グアダルーペ巡礼を一つのモデルとするチャベス
の巡礼行進が、Ｖ・ターナーの巡礼論の射程に入ることは言
うまでもない。ターナーが言うように、巡礼において人々
は「地位や役割でがんじがらめになった日常生活から解放」
され、「コムニタス」の体験を通して「人間みな兄弟といっ
た連帯感」を持つことになる。ターナーの巡礼論において

いのは、上のチャベスの言葉において、自己犠

牲の行為は「体と魂への恵み」をもたらすとさ

れている点である。なぜ自己犠牲の行為が、そ

れを行う当人に「恵み」をもたらしうるのか。

この点に関してオロスコは、ある興味深い示

唆をしている。すなわち、チャベスは子供の頃

より母親からの影響で、メキシコのことわざな

どの民衆的な口承伝統に馴染んでいて、チャベ

スの自己犠牲についての考え方には、征服以前

の古代メキシコにおける「血を捧げる儀礼」と

の共通性があるというのである。オロスコは古

代メキシコにおいては、神官たちは神々に自ら

の血を捧げることで、宇宙の調和を実現するた

めの行為の道徳的指針となるビジョンを得てい

た、と述べている37。そしてチャベスの行為に

ついて、次のように指摘している。

「チャベスの苦行の戦略は、偉大な善のため

に供犠を行うという古代メキシコ的価値を肯

定し、人々が...団結するための道をつくるも

のであった。」38

この古代メキシコの宗教性とチャベスの思想

との関わりについての議論は非常に興味深いの

だが、残念ながら、オロスコはこの部分をごく

手短に示唆するに止めている。それゆえ、果た

してチャベスが古代メキシコの供犠に関する具

体的知識を持っていたのか、そしてその知識に

聖母グアダルーペ巡礼に加えて、黒人公民権運動指導者マ
ルコムＸのメッカ巡礼（この経験以降マルコムＸは白人に
対してより融和的な言動をするようになった）が取り上げ
られていることは、本論の文脈においても非常に興味深い。
（ヴィクター・ターナー、梶原影昭訳『象徴と社会』紀伊国
屋書店、1981年、179頁。）ターナーのコムニタス論はきわ
めて重要であるが、本論では、巡礼における＜サクリファ
イス＞の要素に焦点を据えたい。

37このオロスコの議論は、先述のカラスコの『メソアメ
リカの宗教』におけるアステカ・マヤの供犠に関する議論
に基づいている。メキシコにおける供犠の宗教的伝統の重
要性を理解する上で、次の箇所を参照されたい。Carrasco,
pp.85-91, 109-113.

38 Orosco, p.29.
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基づいて巡礼や断食を行ったのかという問題は、

明らかにされていない。

この点に関して、かつて筆者はメキシコ先住

民の宗教的伝統において、古代的な供犠の宗教

性がいかに 20世紀現代に至るまで受け継がれ

ていたかを論じたことがある。ここではその論

文で取り上げた、20世紀初頭にメキシコ市の農

村で記録された物語を紹介する。

あるときウサギが、難儀そうにしている爺さ

んを見かけた。心配して声をかけると、

「爺さんは答えた。『どうしてもワシは、山に

住む人々に挨拶に行かなければならないんじ

ゃ。』そこでウサギは言った。『ではナイフで

私を殺して、その血をお飲みください。』爺さ

んはそれはできないと言った。ウサギは言っ

た。『父よ、お願いです。私はあなたのおかげ

で生きてきました。いつもあなたは私を養っ

てくださいます。このままでは死んでしまい

ます...。』　爺さんは言った。『心配してくれて

ありがとうよ。ワシはマゲイの樹液を飲んで、

まっすぐ家に帰って休むことにするよ。お前

はメシュカルコに向かいなさい。そこにある

洞窟には、水がたくさん溢れているだろう。

その洞窟に入ると、春のようにたくさんの果

物があるだろうよ。全部、お前が食べていい

よ、お前は良い心を持っているからなあ。』」39

ここでは「爺さん」は、農民に恵みを与えて

くれる雨神・豊穣神の如き 「トナンツィン」

の如き 存在であると考えられる。この神話

には、人間が大宇宙と互酬的な関係を結んだ調

和的世界を創り出すためには、人間は自らの生

命を犠牲に捧げる必要がある、という古代メキ

シコの宗教性に通じる考え方が明瞭に表現され

39岩崎賢「メキシコ革命と大地母神の神話」（山中弘・松
村一男編『神話と現代』リトン、2007 年、408 頁。）

ている40。とすればメキシコ系三世のチャベス

も、19世紀後半にメキシコから移住して来た農

民を両親とする母親を通して、これに類似する

ようなモチーフの話を聞かされていたという可

能性は否定できない。

こうしてチャベスにとって巡礼と断食は、単

なる政治的デモンストレーションではなく、サ

クリファイスとしての意味を持つ行為であった。

人間は自分自身を犠牲にすることによって、オ

ロスコの言うところの「偉大な善」、あるいは

「ウサギと爺さん」の話に示されているような

調和的世界を招来することが可能になる。こう

したメキシコの宗教的伝統が、チャベスの運動

を根底において支えていたものと思われる。

さて、ここで本節の冒頭に戻ってみよう。チャ

ベスが断食を行ったのは、次の三つの問題に対

処するためであった。(1)暴力行為、(2)労働基

本権侵害、(3) 農薬健康被害。このうち (2) と

(3)は、ある人間が別の人間に対して不正な行

動をとることで、身体的・精神的な傷を負わせ

ること、という意味で、結局のところ (1)の中

に含めることが可能であろう。そしてチャベス

の運動は、人間が別の人間に暴力を及ぼすとい

う悪しき事態に面して、チャベスと運動を共に

する人々に対して調和的世界への強い方向付け

を与えるという意味を持っていたものと思われ

る。そこで続く最終節では、どうして暴力行為

というものが、チャベスの運動においてそこま

で問題視されなければならなかったのかを、い

くつかのチャベスの言葉に注目しながら考察し

てみたい。そうすることで、＜生きた共同体＞

の創造の試みとしてのチャベスの運動のあり方

が、よりよく理解されるはずである。

40ここで挙げたような物語は、20 世紀のメキシコ先住民
の間に数多く見られる。それらと古代メキシコの供犠の宗
教的伝統との関係については前掲の拙論を参照されたい。
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4 チャベスの目指したもの―＜生きた共同体＞

の創造

ここまでの議論によって、チャベスらが行っ

た様々な活動、ストライキやボイコット、そして

巡礼行進や断食は、いずれも 先のディレー

ノでの労使協定締結のシーンに象徴されるよう

な 調和的世界を創造する試みであったとい

うことが示された。ここで暴力という問題の考

察に入る前に、いかにチャベスが労働者のため

の生活共同体を創設することに強い情熱を傾け

ていたかを、見ておきたいと思う。

チャベスらはストライキが開始してすぐの

1966年に、ディレーノの西の荒地に、後に「40

エーカーズ」と呼ばれることになる生活共同体

を作るための土地を購入している。様々な施設

の建設が進み始めた頃、チャベスは次のように

語っている。

「この場所は、人々のものだ。人々の必要性

から、自然と生まれる場所だ。」「これはある

種の宗教的な場所となるだろう。とても心安

らぐ、静かな場所になるだろう。ここは、素

敵な場所になるだろう。」41

この「40エーカーズ」には、収入の低い農場

労働者のための様々な施設が作られた。すなわ

ち食料品店、ガソリンスタンド、診療所、金融

サービス、法律関係サービス、さらにはフィリ

ピン系農場労働者のための診療所と老人福祉施

設などである。そしてここに置かれた組合本部

を拠点としてチャベスらはディレーノ・ストラ

イキを闘い、70 年の協定締結を実現したので

あった42。

おそらくこの生活共同体は、チャベスが目指

した調和的世界の一つの具体化としての意味を

41 Bruns, p.51.
42 Ibid.

持っていたものと思われる。実際、ディレーノ

という片田舎における、貧しい農民集団による

小さな生活共同体の創造は、チャベスにとって

はアメリカ史全体における一つの革命であった。

そもそもチャベスにとってディレーノにおける

ストライキは、ディレーノ、カリフォルニア州、

さらにはアメリカ全体をも巻き込んで、それら

を変革しようとする試みであった。チャベスは

晩年に次のように語っている。

「私たちは不正に挑戦し、それを克服しようと

した。私たちの中で最も教育に恵まれず、最

も貧しい者たちに、力を与えようとした。私

たちのメッセージは明らかだ。もしそれが農

園で起こり得るなら、どこででも起こり得る

ということだ。すなわち都市で、法廷で、議

会で、州政府で。」43

小さな規模でも革命が起こったならば、大き

な規模でも起こり得る。これがチャベスの思考

様式である。つまり「40 エーカーズ」の建設

は、いずれ起こるであろうマクロ・コスモスの

創造の前触れとしての、ミクロ・コスモスの創

造という意味を持っていたものと考えられるの

である。

この点で、先にとりあげたオロスコの著作中

で展開されている、キング牧師とチャベスの宗

教性の違いに関する議論は興味深い。そこでオ

ロスコは、物事を一挙に解決しようとしたキン

グ牧師と違い、チャベスは「時を待つこと」を

知っていたと指摘している。そしてオロスコは、

チャベスがしばしば口にしていたという次のメ

キシコのことわざを紹介している。「Hay más

tiempo que vida.／（一つの）人生よりも、もっ

とたくさん、時間はあるさ。」44確かに諸文書の内

43 Ibid., p.115.
44 Orosco, p.106.
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容やスピーチの映像などを見比べてみても、切

迫感に満ちたキング牧師と、どこかゆったりと

したものを感じさせるチャベスとでは、その雰

囲気には対照的な違いがある。筆者には、チャ

ベスという人物は、人間と世界はおのずと良い

方向に進んでいくものである、という素朴な信

頼感を持っていたように思われる。それは先の

労使協定が締結されるより一年ほど前にチャベ

スが記した、運動における非暴力の重要性につ

いての次の文章にも表れている。

「（大切なのは）報復などしないことだ。そし

て（困難を）克服することだ、愛と共感、工夫

と創造性、勤勉と時間、持続力と辛抱、真実

とその表明、可動性とディシプリン、政治と

法律、そして祈りと断食によって。...お金が

富者たちのためにもたらしてくれるものを、

時間が貧者たちのために実現してくれるだろ

う。」45

さてこの後、1971年に、チャベスは別の生活

共同体の建設に乗り出す。選ばれた場所はカリ

フォルニア州キーンの山麓であり、この新しい

共同体にはラ・パス（平和）という名が与えら

れ、組合本部も移転し、チャベスはここを終生

の居住地とした。しかしなぜ、あれほど思い入

れのあった「40エーカーズ」を離れて、ラ・パ

スを建設したのだろうか。この問題ついては、

本論では最低限の説明をするに止める。まず第

一節で触れたように、1970 年以降、チャベス

は様々な苦悩を抱えるようになっていた。ディ

レーノ・ストライキの勝利によって組合はその

名を全米中に広め、組合員の数は大幅に増え、財

政状態はよくなった。また政治的影響力も持つ

ようになった。しかしそれは同時に 多くの

宗教的運動がたどる道であるのだが チャベ
45 Bruns, p.136.

スが望んだ＜共同体＞が、世俗の論理によって

一つの＜システム＞へと変わっていく過程でも

あった。組合の主要スタッフの中には、チャベ

スが組合を合理的システムとして確立しようと

しないことを、不満に思う者たちがいた。ある

いは、彼が労働者一般の救済活動を重視するあ

まり、メキシコ系の人々にときに厳しい態度を

とることを、不服とする者たちがいた。さらに

は彼がしばしば宗教的な言動をすることに、強

い違和感を持つ者たちもいた46。たとえば組合

の会計担当のＡ・オレンティアンは、チャベス

の断食は「ばかげた宗教的見世物で、カトリック

教会のヒエラルキーを間接的にサポートするも

の」と述べたという47。そしてこうした不満を

抱く者たちは、次々にチャベスのもとを去って

いったのであった。以上のようなことが、チャ

ベスに新しい土地で＜出直し＞することを決意

させたのかもしれない。

いずれにせよチャベスの目指していたものは、

＜システム＞としての組合の確立でもなく、ま

た排他的なチカーノ主義の推進でもなかった。

彼は何よりも＜生きた共同体＞を創ろうとして

いた。さて、それではそうした創造の試みにお

いて、どうして暴力が避けられなければならな

いのであろうか。ここでは暴力に関する、チャ

ベスの次の言葉に注目したい。

「（暴力に訴えるなら）私たちはパースペクティ

ブを失ってしまうだろう。人間に対する敬意

を失ってしまうだろう そして闘いは、機

46この頃、チャベスはＣ・ディデリッチという人物が創設
した麻薬リハビリセンターに強い興味を示している。ディ
デリッチはカリフォルニアにホーム・ハウスという宗教的
共同体を作り、そこで患者たちと共同生活を送っていた。
特に「ゲーム」と呼ばれる、ある種の集団カウンセリング
のような活動に感銘を受け、これを組合にも導入しようと
した。Garcia, p.189.

47 Proudy, p.24.
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械的なものになってしまうだろう。」48

暴力が引き起こすものは、パースペクティブ

（展望）の喪失である。ここではこのパースペ

クティブという言葉を、世界についてのビジョ

ン、あるいは一つの意味地平、などと言い換え

ることもできるだろう。それではどうしてパー

スペクティブを失うことが、人間に対する敬意

の喪失、そして運動の「機械的」なものへの頽

落につながるのだろうか。ここではチャベスが

＜踊り＞の比喩を用いて、自分たちが持つべき

「柔軟性」について語っている次の一文が、理解

の鍵となるように思う。

「そこには真の組織がなければならない、生き

た組織...動き続け、ディシプリンを持った人

間たちがいなければならない。（ディシプリ

ンといっても）隊列行進のようなことではな

くて、私が言いたいのは、訓練された直感の

ことだ。それによって私たちは、もし重要な

瞬間が訪れたときには、身体をそちらにター

ンさせて、それをヒットするということなん

だ。...たとえば今日、私たちはストライキを

する。そして明朝か、数日後には、一つのス

テップもミスすることなく、ボイコットへと

力を注ぐ。動きとリズムがあるんだ。その可

動性が、大切なんだ。」49

ここでチャベスが言おうとしているのは、共

同体を創造する運動がダイナミックなものであ

り続けるためには、運動の諸局面において適切

な思考と行為の選択を可能にしてくれる「直感」

に対して、つねに開かれていなければならない

ということであろう。ここでは、先の断食と巡

48 Orosco, p.59. (Cesar Chavez, “Cesar Chavez: Apostle
of Nonviolence,” 1970, Observer, http://sfsu.edu/%7Eceipp/
cesar_chavez/apostl.htm)

49 Ibid., p.104.

礼について論じた箇所でのオロスコの指摘、す

なわち＜古代メキシコにおいて、神官たちは神々

に自らの血を捧げることで、宇宙の調和を実現

するための行為の道徳的指針となるビジョンを

得ていた＞という指摘が思い出される。チャベ

スの運動が目指したのも、人と人とが調和的・

協力的な関係を打ち立てることによって実現さ

れる＜生きた共同体＞の創造であった。とすれ

ば、チャベスにとってサクリファイスとしての

巡礼や断食は、ここで述べられている意味での

「直感」へと自らを開き、それにより共同体の本

来的なあり方に関するパースペクティブを獲得

する行為であった、と考えることができるので

はないか。

では結局のところ、暴力とはいったい何なの

か。ここまで見てきた全てのチャベスの言動か

ら考えるならば、それを＜自己が強制的に他者

を自らの支配下に置いていくという、創造的契

機を欠いた機械的プロセス＞と表現することが

できるだろう。このプロセスは、本来「動きと

リズム」に感応することのできる「柔軟性と可

動性」を持った人間を、自発性を失ったモノに

変えてしまうのである50。生きた人間たちによ

る創造の共同体は、モノとモノからなる殺伐と

した装置に変質する51。暴力は人間の自発性に

対する敬意を喪失させ、それにより＜生きた共

50このプロセスは暴力の主体だけでなく、同時にその客体
をも呑み込む。相手の人間はモノ＝敵となり、協働の仲間
ではなくなる。植民地的状況下において、自らの解放のた
めに暴力に訴える被抑圧者が、結果的に抑圧者と同じ存在
様態に陥ってしまうという悲劇的問題に関して、Ａ・ナン
ディの次の著作を参照。Ashis Nandy, The Intimate Enemy:
Loss and Recovery of Self under Colonialism (Delhi, Oxford
University Press, 1988), p.111.

51ガンジーは自らの非暴力の方法について、次のように
述べている。「暴力否定は機械的に現れ来るものではない。
それは精神の最高特質であり、実行により求め得るもので
ある。」この言葉は、創造の営みは「機械的」なものではな
く、「直感」に基づいた行為によって実現される、とする
チャベスの考えと強く響き合うように思われる。エルベー
ル編、蒲穆訳『ガーンディー聖書』岩波書店、1950 年、79
頁。
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同体＞の実現の可能性は遠のく。チャベスが断

食という行動によって克服しようとしたのは、

こうした悪しき状況であったと考えられるので

ある。

おわりに

チャベスという人物は、彼と異なった利益関

心を持つ人々によって、しばしば誤解されてき

た。保守的な農場経営者には「共産主義者」、排

他的なチカーノ主義者には「裏切り者」、もっぱ

ら組合のシステム化に関心を持つ労働運動家に

は「奇妙な宗教家」、と呼ばれた。そして研究者

もまた、彼を「労働運動指導者」と「チカーノ

運動推進者」というカテゴリーで引き裂く。し

かしながら次のチャベスの言葉（本論「はじめ

に」で引用した一文の続き）には、そのような

チャベス理解が不適切であることが端的に示さ

れている。

「...人々はしばしば困窮していて、この社会で

花開くことが難しい状況におかれている。だ

が人々はもはや、背を向けることはない。貧

しき者たちが行進を始めている。ブラック、

ブラウン、レッド、すべての人々、白人も含め

て。私たちは今、この国が経験したことのな

いような、大きな革命の真っ只中にいる。そ

して結局のところ、もし私たちが、自分たちが

奉仕している人々のことを忘れてしまうなら、

自分たちにどれくらい力があるかとか、ボイ

コットがどれだけ成功したかとか、経営者と

いくつの協定を結べたかとか、政治的影響力を

どれくらい持っているかとかいうようなこと

は、まったく無意味なことなのだ。私たちは決

して忘れてはならない、人間という要素こ

そが一番、大切なものであるということを。

もしこれを忘れ去ったなら、私たちは必

ず失敗する。」（下線筆者）52

この一文には、セサル・チャベスという人物

が立っていた広大な宗教的地平が十全に表現さ

れている。この地平においては、具体的な労働

条件の改善を重視している点で、チャベスは確

かに「労働運動指導者」であるし、サクリファイ

スというメキシコの古き文化的宗教的伝統から

滋養を得て、様々な「色」との調和の中で「ブラ

ウン」が「ブラウン」であることを肯定しようと

したという点では、真の「チカーノ運動推進者」

である。そしてそれらはいずれも「＜生きた共

同体＞の創造を目指す自発的な人間」という大

きなカテゴリーに包含されているのである。

こうしたチャベスの宗教的地平は この問

題は今後明らかにされなければならないことな

のだが 、彼と共にストライキや巡礼行進に

参加した人々が立っていた地平でもあったので

はなかろうか。彼らは困難な闘いを続けるなか

で、次のような朗らかな歌をうたったという。

そこには様々な肌の色をした人間たちが織り成

す、調和の世界が表現されているように筆者に

は思われる。これを紹介して、本論の結びとし

たい。

「いろんな色で（De Colores）／メキシコ民謡」

De colores, de colores se visten los campos en

la primavera

いろんな色で、いろんな色で、春には野原は

いろどられ、

De colores, de colores son los pajaritos que

vienen de afuera

いろんな色の、いろんな色の、小鳥がよそか

らやって来る、

De colores, de colores es el arco iris que ve-

52 Chavez, “Introduction”.
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mos lucir

いろんな色に、いろんな色に、輝く虹が見え

ている、

Y por eso los grandes amores de muchos col-

ores me gustan a mí

だからとっても好きなのさ、いろんな色の、

大きな愛、

Y por eso los grandes amores de muchos col-

ores me gustan a mí

だからとっても好きなのさ、いろんな色の、

大きな愛。 □■




