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〔文献紹介〕

Narco CDMX―メキシコシティにおけ
る麻薬組織

林和宏 (Kazuhiro Hayashi)
元外務省専門調査員

1．悪化するメキシコの治安情勢
メキシコ中央高原地帯バヒオ（Bajío）地区に

出向して、日系企業の自動車関連部品生産拠点

の立ち上げに従事した私は、グアナフアト州の

レオン市とその後は首都メキシコシティにも在

勤する機会を得た。そのようなメキシコ時代、

すなわち 2016 年から 2020 年にかけての話で
ある。レオン市に駐在し始めた頃、著しい経済

成長を遂げて日系企業が集中するグアナフアト

州では、急速に治安が悪化しているという話を

耳にするようになった。実際、2019年の殺人件
数で同州は全国トップとなり、同年末には日本

の外務省が、同州セラヤ市の危険度をそれ以前

のゼロから 1に引き上げている。それは、日系
企業関係者への銃撃事件をきっかけとする措置

であった。

2019年秋頃から私は、メキシコシティからバ
ヒオ地区にかけての地域を対象として、アンドレ

ス・マヌエル・ロペス・オブラドール（AMLO）
政権下で新設された国家警備隊（Guardia Na-
cional）と治安情勢の関係について原稿を書き
進めていた1。その焦点は、2つのカルテル（ハ
リスコ新世代カルテルとサンタロサデラリマ・

カルテル）が、石油公社のガソリンパイプライ

1その成果は次のとおり。林和宏 2020「メキシコにおけ
る「国家警備隊」の創設―AMLO 政権の治安政策と日系
企業への含意」『ラテンアメリカ・レポート』36 (2): 71-84
JETRO アジア経済研究所

ンからガソリンを窃盗・転売する「利権」を争っ

ているという内容だった。その頃、北部国境地

帯のチワワ州では、縄張りに侵入する競合カル

テルの一派と間違われて米国系の一家が銃殺さ

れる事件が発生し、また、シナロアカルテルの

大ボスであった「チャポ」の子息が国家警備隊

に拘束された後、釈放されるという出来事も起

きていた。そのような状況からAMLO政権は、
カルテルに甘い、公約である治安対策を進めて

いないとして、国内外から厳しい批判を受けて

いた。

当時はまだメキシコシティの状況は蚊帳の外

に見えた。しかし、同じ時期に SNS で盛んに
流れていたのは、ウニオン・テピートという犯

罪組織に関する情報であった。「テピート」は、

メキシコシティでは知らぬ者のいない中心街の

ブラックマーケットだが、そこを拠点とする麻

薬組織が、みかじめ料を商店主たちに要求し、

要求に応じない者に容赦なくリンチを加えてい

るシーンを、自ら録画してネットで流していた

のである。

2．メキシコシティの麻薬組織を取り上げた新
刊書

本稿では『メキシコシティにおける麻薬組織』

という話題の書物を紹介する。原書の書誌情報

は次のとおりである。「誰も見たくない怪物」と

いう副題は意味深長だ。

Sandra Romandía, David Fuentes, Antonio
Nieto. Narco CDMX: El monstruo que nadie
quiere ver.（Ciudad de México: Grijalbo,
2019）

メキシコでは、カルデロン PAN（国民行動党）
政権（2006-12年）による麻薬撲滅戦争の開始
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がメキシコシティにおける麻薬組織の「発見」

につながる端緒になったと捉えられている。豊

田（2019）が指摘するように、PAN以前に長ら
くメキシコを統治してきた PRI（制度的革命党）
政権においては、麻薬組織をある意味「うまく

コントロール」してきたように見える2。それ

どころか、カルデロン政権期にメキシコシティ

市長を務めたマルセロ・エブラルド（2020年現
在、外相を務める）も、彼に続いて AMLO政
権発足前まで市長を務めたミゲル・アンヘル・

マンセラもまた、「麻薬組織はメキシコシティ

には存在せず」、「首都ほどしっかり警備された

街はない」と述べていたとされる3。

もっともマンセラ前市長は、麻薬の小売り

（Narcomenudeo と呼ばれる）が首都周縁部に

2豊田紳 2019「腐敗した共和国を救いうるか メキシ
コ・国民再生運動と新大統領ロペス＝オブラドール」『ラテ
ンアメリカ・レポート』35 (2): 41-54. JETRO アジア経済
研究所

3 Narco CDMX, pp.18-19.

存在するとしたものの、カルテルの存在自体は

否定したのである4。はたして、麻薬カルテルは

存在しなかったのか、存在しても可視化されて

いなかったのか、あるいは、あってもないもの

とされていたのだろうか。

本書にプロローグを寄せた作家・ジャーナリ

ストのエクトル・デ・マウレオンは、メキシコ

シティにおける麻薬カルテルの存在が初めて明

るみに出たのは、「カルデロン政権が始めた麻

薬撲滅戦争が丁度 1 年を迎える 2007 年 12 月
15日である」5という見解をまとめている。当時
すでに、メキシコシティ検察庁は報告書『最終

的な戦略の展望』（2007 年）の中で、「メキシ
コシティにシナロア、フアレス、ティフアナ・

カルテルの影響力が及んでいる」と記し、カル

テルの存在と影響力に言及するようになってい

た6。ところがマンセラ前市長は、それらの組織

を「ちんぴら（Pandilla）」や「ローカルなマフィ
ア (Mafias locales)」と名指ししつつ、その勢力
を過小評価しており、治安当局さえ事態が明る

みに出ることを拒んでいたのである7。

3．ウニオン・テピート―メキシコシティにお
ける麻薬組織の台頭

では、マウレオンが指摘する 2007年 12月 15
日に、メキシコシティでは何が起きたのだろう

か。舞台はメキシコシティ北部の国際空港周辺

である。同年 12月 12日、独系航空会社ルフト
ハンザ関連企業にサービスを提供するジェット

サービス社倉庫からコロンビア由来のコカイン

500kg が押収され、この事件が発端となった。
チャポの盟友ベルトラン・レイバ兄弟が、押収

されたコカインの「責任者」として 2名を殺害
4 Ibid. p.64.
5 Ibid. p.11.
6 Ibid. p.18.
7 Ibid. p.102.
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し、斬首して放置したのである。その時、なき

ものとみなされてきたメキシコシティのカルテ

ルの存在が初めて浮上したのだった8。

次にカルテルの存在が議論に上ったのは 2009
年 10月 31日のことである。その日、ベルトラ
ン・レイバ兄弟のグループ構成員の遺体がトラッ

クの中から発見された9。同年 12月には、同兄
弟の一人アルトゥロが殺害されるが、その際に、

グループ幹部であり、後に対立関係になる幹部

バルデス・ビジャレアル（通称「ラ・バービー」）

の名前が浮上した。

シナロアカルテルやベルトラン・レイバ兄弟

と袂を分かった「ラ・バービー」が、2010年 5月
18日に向かったのが上述のブラックマーケット
「テピート」である。彼は、このマーケットで、

せめぎ合いながら麻薬売買に携わっていた犯罪

組織を集めて、麻薬販売やみかじめ料の徴収に

ついて合意した。こうして 2010 年 5 月 18 日
に、メキシコシティにおける麻薬組織の代名詞

となるウニオン・テピートが結成されたのであ

る10。

4．群雄割拠する麻薬組織
無論、ウニオン・テピートとそのボス「ラ・

バービー」が、メキシコシティと周辺部を構成

するメキシコ州などを全て統括できた訳ではな

い。首都中央での勢力確立に続いて、メキシコ

シティ南部、メキシコ州、そこから太平洋側に

抜けるモレロス州やゲレロ州などの麻薬組織を

糾合すべく矢継ぎ早に動いたが、ことごとく失

敗に終わったからだ。同じカルデロン政権期の

情勢を概観すれば、大学都市を含むメキシコシ

ティ南部ではトゥラワック・カルテル、メキシ

8 Ibid. p.24.
9 Ibid. p.29.

10 Ibid. p.38.

コ州ではミチョアカンファミリー、シナロアカ

ルテル、そしてハリスコ新世代が割拠割拠する

ようになっていた。少しさかのぼると、2008年
9月 12日にはメキシコ州で、ミチョアカンファ
ミリーに間違えられた現場労働者 24名が惨殺
される事件が起きている11。

メキシコ州は、日系企業の進出するバヒオ地

区からメキシコシティへ向かう際の通り道であ

る。そこは州境であり警察権力の責任が不明瞭

なことも相まって、不良警官が「排ガス規制」や

「書類の不備」などをでっち上げて不当な罰金を

要求することでも知られる。それは日系企業の

集まりでよく話題に上るテーマであり、余談だ

が、筆者も支払いは拒んだものの、不良警官に停

車・尋問されて連行された経験がある。シティ

の中心街から歓楽街ソナ・ロサを経てコンデサ

やインスルヘンテスの事業主のもとにやってく

るカルテル関係者が、毎月の収益の 20％とも言
われるみかじめ料を要求するのと同じように、

腐敗した警官が「閉鎖」や「拘束」をちらつかせ

て市民から小遣い稼ぎを行うのである。メキシ

コ国立自治大学キャンパスで麻薬売買が「公然

の秘密」としてまかり通っているのは、（2020年
5月現在の）国内の最低賃金を上回る月額 5000
ペソから 7000ペソを、学内警備員がトゥラワッ
ク・カルテルから受け取る状況があるからだと

言われる12。

5．そして、ハリスコの奴らがやってきた
他の州と同様、メキシコシティでの抗争は続

いている。2019年になってウニオン・テピート
が SNSで活動を誇示し始めたのは、組織が盤
石だからではない。むしろその逆であろう。著

者らは、「そして、ハリスコの奴らがやってき

11 Ibid. p.59.
12 Ibid. p.131.
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た」と題して本書を結ぼうとする。奴らとはハ

リスコ新世代を指しており、2013年頃からウニ
オン・テピートでは内部分裂が顕在化していた。

同年 5月にはソナ・ロサのバーで、麻薬売買を
手掛けていた一派によって、ウニオン・テピー

トの構成員 13名が誘拐され殺害される事件が
発生した。その出来事は、2010年 5月 18日の
合意に署名した下部組織が、ウニオン・テピー

トから離反していったことを示している13。合

意の場所であるテピートのブラックマーケット

で取引されるコカイン、LSD、マリファナなど
が、ローマやコンデサ地区、ソナ・ロサといった

高級商業地区では 3倍もの価格で取引されるた
め、もともとそれらの地域を取り仕切っていた

ウニオン・インスルヘンテスのようなグループ

が、利権を主張して離反したのである14。南米

産コカイン密輸の中心人物であったウニオン・

テピートの幹部「エル・ルナーレス」は 2020年
2月に再逮捕されたが、それは、麻薬取引が困
難になったため、みかじめ料の徴収や暴力とい

う示威行為に走ったせいであろう15。

テピートに隣接するガリバルディ付近を麻薬

取引の拠点としていた「エル・トルタス」の一

派は、2017年末、ウニオン・テピートと反目す
る犯罪組織を糾合して「フエルサ・アンチ・ウ

ニオン」（反ウニオン・テピート勢力）を設立

した。その首謀者である「エル・トルタス」は

2019年 5月にメキシコシティ南部で拘束され
た。その際の報道によれば、ハリスコ新世代の

ボスである「エル・メンチョ」は、メキシコシ

13 Ibid. p.83.
14 Ibid. p.84.
15 “Detienen a ’El Lunares’ por tercera vez;

ahora es acusado por homicidio”, La Jornada, 16
de Febrero, 2020. (2020 年 5 月 15 日閲覧)
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/02/16/
detienen-a-el-lunares-por-tercera-vez-ahora-es-acusado-por-
homicidio-558.html

ティとメキシコ州からウニオン・テピートを駆

逐するために、武器や麻薬、資金や移動手段を

提供したにとどまらず構成員の「トレーニング」

さえも支援したという16。

とはいえ、メキシコシティでハリスコ新世代

の動向が注目され始めたのはそれほど古い話で

はない。2017年 12月にメキシコシティ北部で
麻薬売人の遺体が発見されたとき、遺体には、

メキシコシティを侵略していくというカルテル

のメッセージが残されていた。そのような売人

の殺害事件はメキシコシティ南部でも発生して

おり、直後の 2018年 1月には、首都警察や検
察などを脅迫するバナーが海軍病院付近に張り

出された。そして、その１か月後には、ウニオ

ン・テピートを含む首都各地のカルテルに対し

て宣戦布告がなされたのである17。その後もハ

リスコ新世代は同様の動きをメキシコ全土で展

開してきた。

6．メキシコが直面する試練
AMLO政権は、治安の回復、警察や司法の腐

敗改善、犯罪への不処罰慣行の追放などの対策

を主張してきた。本書の裏表紙には、「麻薬犯罪

はメキシコ全土に存在するが、メキシコシティ

は例外？」などと大文字で書かれている。しか

し、メキシコシティ市長時代の実績を評価され

た AMLO大統領にとって、麻薬組織の問題は
見過ごすことのできないテーマであることは言

うまでもない。もつれにもつれた NAFTA再交
渉、米州貿易戦争、そして 2020年の COVID19
の大流行を経て、日本の国益とも大いにかかわ

16 “La detención de “El Tortas” reveló el complejo nexo de
Fuerza Anti Unión con el Cártel Jalisco Nueva Generación”,
INFOBAE, 28 de Mayo, 2019. (2020 年 5 月 15 日閲覧)
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/28/la-
detencion-de-el-tortas-revelo-el-complejo-nexo-de-fuerza-
anti-union-con-el-cartel-jalisco-nueva-generacion/

17 Ibid. p.160.
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るバヒオ地区の自動車産業にも再開の兆しが見

えつつある。バヒオを主な拠点とするカルテル

が、日系企業のメキシコ本社や官公庁などが集

中する首都にも進出してきたという事実は、海外

投資や観光の誘致にとって由々しき事態であろ

う。COVID19のニュースに関連し、麻薬王チャ
ポの親族が市民にマスクや食糧を配給している

との報道がなされた。メキシコ中枢部において

最早「見えない存在」ではなくなった麻薬カル

テルとそれらが引き起こす数多くの問題。それ

らの問題に如何に向き合っていくかは、AMLO
政権とメキシコの将来にとって大きな試練とな

ることは間違いない。 □■


