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◆はじめに－サパティスタ闘争の経緯、世界的意義と本稿の目的

メキシコでは１９９２年１２月のＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）正式調印後、新自由

主義経済政策が強化され、富裕層と中間府・貧困届との間の経済的格差が拡大して

いるといわれている。これに対し、植民地化以来500年にわたる政治・経済・文化

的な抑圧は「もうたくさんだ！」（スペイン語でiBasta1）と、ＮＡＦＴＡ発効日の

94年１月１日に武装蜂起したのが、メキシコ最南部チアパス（Chiapas）州の先住
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民を主力とするサパテイスタ国民解放軍塵（Ej6rcitoZapatistadeLiberaci6n

Nacional：ＥＺＬＮ・以下、サパテイスタという）である。彼らはサン・クリスト

パル・デ・ラス・カーサス（SanCrist6baldelasCasaB）、オコシンゴ

（Ococingo）等の町を占拠すると同時に「ラカンドン密林宣言」を発表し、メキ

シコに民主主義と自由と正義を実現するため、当時のサリーナス政権に対する宣戦

を布告した注3.

サパティスタとはメキシコ革命の英雄サパータに由来する名称で、サパータの農

民本位の思想を支持するグループである。そしてその思想は農民・労働者の横利を

大幅に認めた１９１７年憲法に結実した。しかし、メキシコ政府は1992年にこの憲法

を「改正」するとともに、インデイヘナの共有農地である「エヒード」割当地の用

益権を法的に賃貸または譲渡可能とする新農地法を公布した四。これにより、それ

以前から顕著となっていたインデイヘナ農民の農地離れがよりいっそう進むことが

懸念されている。他方、貿易自由化による安価な米国農産品および国内外の大資本

の進出により零細インデイヘナ農民が大きな打撃を受けることも予想されている。

この一連の新自由主義経済政策に抗議したのが今回の武装蜂起であり、彼らの

『（第１回）ラカンドン密林宣言（Declaraci6ndelaSelvaLacandona）』

（94年１月１日発表）にその主張が述べられている。
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その後、連邦政府軍の圧倒的な武力攻勢や平和的解決を求める国内外の世論、当

事者双方の政治的・戦略的判断を背景にして停戦は実現したが、政府との最初の和

平交渉は決裂し、サパテイスタは『第２回ラカンドン密林宣言』（94年６月１２日）

を発表、蜂起１年後の『第３回ラカンドン密林宣言』（９５年１月１日）、さらにそ

の１年後の『第４回ラカンドン密林宣寳』（９６年１月１日）を経た後、９６年２月１６

日には前年４月から再開されていた一連の和平協趨での合意にもとづき「インディ

ヘナの権利と文化に関する協定」（サン・アンドレス協定）を締結した。しかし、

続く「民主主義と正義」に関する作業部会での話し合いが難航し、先住民の権利を

憲法に盛り込むとの当初の合意も果たされず、９７年１月１１日、サパテイスタはサ

ン・アンドレス協定が完全に履行されるまで交渉は中断すると発表し、現在に至っ

ている注５．

新自由主義経済政策によって変容した農民社会および都市社会の中間層以下の国

民の不満は僅積しており、いまなおその動向はメキシコがかかえる大きな不安定要

因の一つである。９７年７月、政府与党が歴史的な敗北を喫した中間選挙とメキシコ

市長選を初めとする地方選挙がそのことを如実に物語っている。ただ、皮肉なこと

に、新自由主義を思想的背景とするグローバリゼーションによって打撃を受けたサ

パティスタは、グローパリゼーションの象徴でもあるインターネットを使ってその

主張を全世界に訴え、国内外の支援を広げている。日本でもこのサパティスタの動

きはいちはやく報道、論壇でも紹介されている注`。それではこのサパテイスタ闘争

が世界的に注目されるようになった要因は何であろうか？

一つには、世界的な潮流となっているネオリベラリズムの問題点、すなわち弱者

に対する配慮の欠けたその思想・価値観に強烈な疑問符と拒絶の姿勢を示したこと

である。紛争の舞台となったチアパス州は、トウモロコシ、コーヒー、牧畜、石

油・天然ガス、水力発電用の水資源などに富む地域でありながら、経済成長の恩恵

から取り残された零細農民が多数暮らす、国内で貧富の差の最も激しい州の一つと

なっている。つまり、メキシコ経済のグローパリゼーションの矛盾の象徴がチアパ

スであり、メキシコの喉元に突き刺さったトゲともいえるこのチアパス問題を突き

詰めることは、ネオリベラリズムとＮＡＦＴＡの枠組みのもと、成長経路を回復し

たといわれるメキシコの発展の可能性と限界を理解する鍵につながるのである。

次に、サパテイスタはメキシコの民主化を要求しており、このことは、ソ連崩壊

後寸世界的な民主化加速という大きな流れの一環として、またラテンアメリカにお
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ける７０年代までの社会主義革命運動と異なり、民主主義を祇極的に評価する「新

しい社会運動」筐了の一つとして理解できる。メキシコは形式的には複数政党による

選挙を通じて大統領や国会議員などの代表者を決定する民主主義の国である。しか

し、メキシコ革命後、６０年以上にもわたる一党独裁的な政権が続いている。制度

的革命党（PartidoRevolucionariolnstitucional：ＰＲＩ）という、革命を制度

化し、大政翼賛会的な機能を備えた一党主導の政治システムは、「一つの完成され

た政党型椛威主義体制」といわれ、この政治体制の頂点にあるのが「６年間の絶対

君主」と呼ばれ、絶大な権限を持つ大統領である注8。このように非民主的な体制に

対してサパテイスタは異議申し立てを行ったのである。

岐後に、前述したように、弱者が強者に対抗する手段として、インターネット、

ファクス等の近代的メディアを巧みに使ったマスコミ戦略、世論対策があげられ

る。サパティスタの理論的指導者兼スポークスマンである副司令官マルコスは、た

びたびマスコミに登場し、比嗽的な言説で国内外の多くの知搬入、一般市民の共感

を得ている。たとえば、当時のサリーナス大統領が事鱸の早期解決を図るため、

９４年１月１６日、一方的にサパテイスタの恩赦を国会に上程したことがある。これに

対しマルコスは「なぜわれわれが許しを乞わなければならないのか？なにについ

て許してくれるのか？飢えで死なないことに？われわれの貧困を語ることをや

めないことに？（中略）メヒコや世界中の人びとに、もっとも貧しいわれわれ住

民の間に人間の尊厳が存在することを示したことに？（中略）誰が許しを乞わね

ばならず、誰がそれを与えることができるのか。（後略）」膣，と応じ、当初この運

動に批判的であったノーベル文学賞作家オクタピオ・パスをも感動させ、「許しを

乞わなければならないのは先住民ではなく、無関心な共謀者としてのわれわれだ」

と言わしめたと報道されている進]o・

以上のように世界的にその成り行きが注目される闘争ではあるが、その全容を分

析することは繁者の現在までの研究蓄積を超える課題であり、また、紙幅の都合も

ある。そこで本稲では、インターネット上に発表されたさまざまな声明文のうち、

彼らの主張がもっともよく表れている第１回から第４回までの『ラカンドン密林宣

言』瀧汕を、１）語奨定量分析注]具したのち、２）甑実関係をふまえながらその主張・

闘争戦略がどのように変化したのか、そして最後に、３）サパテイスタの言説の文

体的特徴を指摘し、そこにはどのような思想的な特徴や価値観が含まれ、なぜ国内

外に大きなインパクトと共感を与えたのかを考察する。
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１．分析技法と分析結果一定量分析

コンピュータは４０年以上もの間、テキスト分析に利用されている。とくに文学

や言語学の分野では古くから利用されていたが、８０年代末から政治言説の分析に

も応用されるようになってきた塵１３.テキスト分析自体は、テキストを構成する語お

よび文の数の計算、特定の単語（キーワード）の検索、語の連結関係の推定などを

機械的に行うもので、これによって自動的に定性的な結論が導き出せるわけではな

い。しかし、「何が重要な事柄であるのかを決定する初期の段階では、非常に役立

つのは間違いない。（中略）文脈や底流にある意味に関する詳細な作業の準備のた

めに、無意味な手がかりは放棄され、有望なものが追求される」座Ｍし、「おそら

く、特定の共同体内での用法や考え方の特徴的形式を同定するために、利用できる

であろう」注'３．

この考え方にもとづき、本稿ではまず、各宣言ごとに、文の数注'６，総鰭蕊数途'７，

鰭種数座'３，１文の平均語数瞳１，、語種多様性注20、使用頻度の高い語葉庄２１、重要と思

われる単語（キーワード）、使用頻度の高い動詞を計算し、その比較を行うことに

した（表参照）。この結果、文体の定量的特徴として下記の点を指摘することがで

きる。

１）『第１宣言』は、他の『宣言』に比べ、文の数、総語彙数とも極端に少ない

が、１文の平均語数、語種多様性の数値は最も高く、このことから、相当練

り上げた文章、文体であることを窺わせる。

２）『第２宣言』は、文の数が最多であるが、１文の長さは最も短く、語種多様

性もそれほど高くない。

３）『第３宣言』は、文の数の多い第２宣言と第４宣言の間にあって、その文の

数と総語彙数の少なさが目に付く。

４）『第４宣言』は、最も語蘂数の多い長文となっている。

次に頻出回数の高い語彙をみると（カッコ内の数値は頻度）、

１）『第１宣言』には、nueBtra（１４）、nuestro（５）、nosotroB（５）と

いった、「われわれ」を表す語蕊が計２９回も登場する。また、ｇｕｅｒｒａ

（６）、luCha(８）（７）といった「戦争」「闘争」を表す単語がよく使われて
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＿＿嶢]＝第4-三Jhンドン密林宣薑Ⅱ露金宗量分析比較裏一三二一一
第１宣言第２宣言第３宣言第４宣言
（94年１月）（94年６月）（95年１月）（96年１月）

（１）文の数２９２０３１０２１９３
（２）総語彙数９８２３７３９２７３１４５４０
（３）語極致４２２１０９４９０９１２８６
(スペルが同一の単昭を一鵬極として計算）

（４）１文の平均踏数33.8618.4226.7723.52
（２）／（１）

（５）語種多様性0.42970.29260.33280.2833
（３）／（２）

（６）頻出回数の高い語典nuestra(14）todos(23）nacional(21）nacional(37）
(機能語は除く。カッコ内は頻度）pueblo(11）nacional(23）todcs(14）pontjca(33）

ej6mito(7)gobiemo(22）M6xico(14）gobierno(29）
Son(7)demoQHnda(22）lucha(14）merza(28）

mismos(7)pcder(18）（すべて名詞）皿迩(27)(動詞１ロコ
guezTa(6)１ibertad(17）ＥＺＬＮ(14）todos(24）

ｔｏdo(5)pueblo(16）gobiezmtI(LDnuestra(24）
nuestro(5)nuestra(15）ｍ函cams(l3Dnosotros(20）

nuestras(5)nosotros(15）ｄ２ｍｏａｎｄａ(12）diA1ogo(19）
nosotros(5)justicia(15）Sistema<10）poder(18）
nacional(5)ｍ国dcams(1⑲naci6n(10）nueva(17〉
mexicano(5)mexicano(9)

lucha(5)M6xicoU4）

(名詞４回、動詞１回）dignidad(14〉
Iuchas(2)convenci6n(LD

politica(13）

（形容詞10回、名詞3回）

Pai8(13）
nueva(13）

nuevo(10）

todoUO）

rBsistanqO）

herwMnnns(10）

civil(10）

hoyU7）

democracia(17）
malu6）

palabraU4）

meエヱ釣り､u⑲
ＥＺＬＮ(14）

錘nte(13）

空Pa位sta（５）(21）
nueBtro(11）

libertad(11）

indigenas(11）

civil(11）

ｔｏdo(10）

sociedadUO）

juBticia(10）

coraz6n(10）

M6xicoUO）

同左（17）

同左（10）

同左（１）

同左（６）

同左（７）

同左（１）

同左（15）

同左②

同左（O）

同左（１）

同左（７）

同左（13）

同左（16）

luchar(17）

（７）キーワード（名飼・形容詞）ｄ２ｍｏ区四国日U）同左（22）同左（12）
juSticia(3)同左（15）同左（９）

１ibertad(1)同左（17）同左（７）

dignidad(O）同左（14）同左（４）
digno/a(s)(1)同左（５）同左（３）

naci6n(3)同左（４）同左（10）

mdigena(O）indigena(8)(6)同左（12）
nBomロビ血目qQo(O)同左①）同左②

ｐａｍａ(3)同左（５）同左（５）

dictadura(4)⑪Cta山江､⑤(2)同左（O）

guerra(6)同左（９）同左（O）

Pueblo(SX13）同左(17）同左（８）

ma1gcbfegncO同左（５）同左（３）

（８）使用頻度の高い動詞（活用形を含む）declarar(4)resistjr(19）１１amar(10）
－－(昼墾旦上璽utene且haQerをE塗L--pedi｣f(4１Uamar(la-Iuchar(5)＿）vivir(13）-－
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いる。

２）『第２宣言』からは闘争の目的であるdemocracia「民主主義」（第１宣

言：１，第２宣言：２２、第３宣言：１２、第４宣言：１７）、justicia「正義」

（同じく順番に３，１５，９，１０川１ibertad「自由」（１，１７，７，１）、

dignidad「尊厳」（０，１４，４，６）という語彙が数多く登場するように

なる。

３）『第３宣言』以降、またIucha「闘争、戦い」（第３宣言：１４、第４宣言：

２６）という語彙が多く使われるようになっている。

４）『第４宣言』ではgobierno「政府」（29）、diAlogo「対話」（１９）とい

う語簗が新たに数多く登場するが、これは政府との和平交渉が進められてい

た結果と思われる。

第三に、筆者が重要と判断した語簗の数を分析すると、非常に注目すべき点が２

つある。

１）今回の闘争の目的である「民主主義」「正義」「自由」という語蕊をみる場

合、『第１宣言』ではこれらの語蕊が極端に少なく（それぞれ、１，３，

１）、「尊厳」という語蕊はまったく使用されていない（ただし、digno

「尊厳ある」という形容詞での使用が１回ある）。

２）今回の闘争の主体は先住民（ヘンディヘナ）であり、先住民の文化と権利を

認めさせる闘争でもあるが、『第１宣言』にはindigena（８）「インディヘナ

（の）」という語葉はまったく登場せず、『第２宣言』、『第３宣言』、

『第４宣言』と進むに連れて、使用頻度が多くなっている（それぞれ、６，

１２，１５）。

最後に、使用頻度の高い動詞を見ると各宣言の性格が表れているように思われ

る。

１）『第１宣言』の主な動詞はdeclarar「宣言する」（４）とｐｅｄｉｒ「要請す

る」（４）。

２）『第２宣言』の主な動詞はresistir「抵抗する」（１９）とl1amar「呼びか

ける」（１２）.

３）『第３宣言』の主な動詞はllamar「呼びかける」（１０）とluchar「戦う」
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（５）。

４）『第４宣言』の主な動詞はluchar「戦う」（１７）とvivir「生きる、生きて

いる」（１３）。

２．各宣言の概要と闘争戦略の変化一定性的分析

前節の定量分析をふまえ、また、本稿末尾資料１の年表による政府との交渉経過

を参考にして、各宣言の概要・性格とそれが表出されるに到った背景を分析するこ

とにしよう。

１）『第１宣言』（1993年付注型）

メキシコの人民にあてた宣言文で、現在の独裁体制の柱石たるメキシコ連邦政府

軍に対する宣戦布告（第５段落注23）。宣戦布告および政府打倒は、憲法39条（第

Ⅱ編第１章「国家主権および統治形態」）…にもとづく正当な横利である（第３～

４段落）。また、メキシコという国民性（nacionalidad）を作り上げた者の真の

後継者はわれわれであり（第２段落）、カルロス・サリーナス大統領は不当に権力

を掌握している瞳爽（第５段落）。１１項目（仕事、土地、住宅、食綴、健康、教

育、独立、自由、民主主義、正義、平和）の要求を掲げ、サパティスタ国民解放軍

への参加をメキシコの人民に呼びかけている（第16段落）。

２）第２宣言（1994年６月１０日付）

最初にサパータの演説を引用した後、メキシコの人民ならびに世界の人民と諸政

府にあて、これまでの闘争の総括、停戦の継続（第１７段落）と戦争に代わる民主

主義的な変革（第２１段落）、全政党に対する民主主義への移行臨時政府設立の呼

びかけ（第１９段落）、民主主義、自由、正義をテーマとした国民的対話とそのた

めの国民民主会議（Convenci6nNacionalDemocrAtica）開催の呼びかけ（第

４１～４２段落）を行い、この国民民主会議の議論をもとにした民主主義への移行を

提案（第５４～５７段落）。最後に、降伏せず、抵抗を続けることを訴えている（第

６８～69段落）。

『第１宣言』と『第２宣言』の間には明らかに闘争方針の変更あるいはトーンダ
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ウンと呼べるものがある。すなわち、武力闘争から政治闘争をも含んだ戦略の転換

である。『第１宣言』の発表後、６ケ月の間に何があったのか？この間には停戦

が実現し、和平交渉がスタートしている（年表参照）。しかし、その交渉は94年６

月１２日に決裂し－サパテイスタが政府和平案を拒否一、同日、『第２宣言』

の発表に到っている。また、停戦前の戦闘では政府軍が空爆を行い、サパテイスタ

はラカンドン密林地帯に後退、その圧倒的な軍事力の差が明白となっていた。「な

かまたちよ、裏切るな。われわれとともに抵抗しよう。降伏するな。われわれとと

もに抵抗しよう」（第６７段落）という悲痛な呼びかけからも察せられるように、

彼らは非常に苦しい状況に追い込まれていたものと思われる。それがre8istir「抵

抗する」という動詞が１９回も使われ、推敲する時間があまりなかったためか、総

語数3739鰭という長文でありながら１文の長さが平均１８．４２語という短文で構成

される結果になったのであろう。また、第１宣言はメキシコ人民にあてた注記もので

あるのに対し、第２宣言以降はメキシコ人民と世界の人民・諸政府にあてた宣言に

なっている。そして、さらに興味深いことに、第１宣言末尾の宣言主体がサパテイ

スタ国民解放軍総司令部だけであるのに対し、第２宣言以降は先住民革命地下委員

会と総司令部の共同発表の形をとっていることである。第１宣言から第２宣言にか

け、サパティスタ内部での闘争路線の変更（武力闘争から政治闘争へ）と、資料４

にもあるように、権力構造の変化（マルコスの権力の増大と彼を支える先住民族の

意見の尊重）が起きたと思われる。

３）『第３宣言』（1995年１月付）

最初にペニート・フアレスの文章（第２～４段落）魔２７を引用、それから全文の

2/3ほどを費やして１年間の闘争の総括を行った後、クワウテモック・カルデナス…

を指導者とする国民解放運動（MovimientodeLiberaci6nNacional）を結成す

るという民主化への道を提案している（第２８段落）。具体的には、民主主義へ移

行するための臨時政府の設立（第３５段落）、公正な選挙を保証するような選挙法

の改正、新憲法を制定するための議会の招集、先住民族（gruposindigenaB）の

自治権と市民板を保証すること、経済政策を転換し、国富の主たる生産者でありな

がら、最も恵まれていない労働者・農民に恩恵をもたらすこと（以上、第３６段

落）が述べている。また、初めて新自由主義（neoliberalismo）という語蘂が現

れ、これを批判している（第24段落）。
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このような闘争方針が選択されたのは、９４年８月と同年１０月に全国民主会議（別

名アグアスカリエンテス会議）が開催されたこと、９４年１１月にマルコスとカルデ

ナスが会談していることが大きな要因と思われる。会談内容は定かではないが、国

民解放運動のことで話し合ったことは間違いないであろう。そして、この運動の結

成を後押しするため、サパテイスタは９４年１２月１９日に軍事行動に出ている。この

背景にはチアパス州知事選の不正により、州知事が２人、別々に就任するという混

乱状況がある。また、これは新大統領に対して圧力をかける行動であった。ちょう

ど発生したテキーラショック（メキシコ金融危機）も混乱に拍車をかけ、前述した

ように、『第３宣言』では政府の経済政策を痛烈に批判している。

４）『第４宣言』（1996年１月１日付）

最初にサパータの文章（第２～５段落）を引用した後、メキシコの人民と世界の

人民・諸政府にあてて比噛的な表現を多用し、沈黙はサパテイスタにとって死であ

り、忘却という死を恐れるがゆえに闘うのであることを表明（第３１段落）。次に

政府との和平交渉（サン・アンドレス会議）の経過を説明（第３８段落）、抑圧さ

れているインデイヘナの窮状や政府の腐敗を訴えた（第44～５１段落）のち、改め

て国家の再生を図るため、また、すべてのメキシコ人のため、民主主義と自由と正

義のために闘い続けることを表明している（第５２段落）。『第４宣言』の中心

は、サパティスタの考えに同意するすべてのメキシコ人に対する、サパティスタ国

民解放戦線（FrenteZapatistadeLiberaci6nNacional：ＦＺＬＮ）結成の呼び

かけである（第66段落）。この戦線は民主主義、自由、正義のための闘争手段で

あるが、権力奪取を目的としない者が参画、組織し、行動計画、活動方針を決定す

るように求めている（第６７段落）。そしてvivir（生きる、生きている）という語

葉を多用する（１０回）散文詩で終わっている。

『第４宣言』は、まず彼らがまだ生きている、死んではないという「存在」をア

ピールするとともに、国民戦線の結成により、政治闘争を強化、解放闘争の新段階

に突入するという、明確な意思を表明したものである。この背景には95年４月２２日

からサン・アンドレスで和平交渉が始まり、同年１０月２１日には憲法を改正し、イ

ンデイヘナの権利を盛り込むことで、また、１１月１６日には57項目にわたるインデ
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イヘナの権利について政府と合意に達したことが大きな自信と希望になっていたと

思われる。しかし、翌年２月１６日に「インデイヘナの権利と文化に関する協定」

（サン・アンドレス協定）を締結したにもかかわらず、「民主主義と正義」に関す

る話し合いが決裂し、１９９７年末現在、交渉が中断されたままになっているのは年

表に示すとおりである。

３．なぜサパテイスタの『宣言』が国内外に大きなインパクトと共感を与えたのか？

一言説分析

サパテイスタが国内外に大きなインパクトと共感を与えたのは、迅速かつ規律正

しい軍事行動と豊かな思想・言葉に依るところが大きい。本節では彼らの言動のう

ち、その言葉に焦点をあて、思想・価値観を分析したのち、『宣言』のテキストと

しての魅力を考察する。

１）サパティスタの思想と価値観

サパテイスタの思想と価値観を表出しているキーワードと思われるのは、第２節

で分析したように、「民主主義」「自由」「正義」「尊厳」の４つの語彙である。

しかし、それらが大量に表出されるようになるのは『第２宣言』以降である。この

点に関し、イヴオン・ル・ボがマルコスに対して鋭い質問を発している。

「でもそのころ、１月１日頃（1994年一引用者注）にはまだ完全な体制変革、

つまりサリーナスの打倒だけでなく、６０年以上にもわたる独裁制の打破がいわれ

てましたよね。それから社会主義のことも。一部の宣言にはプロレタリアート独裁

についても触れていましたね。初期のテキストは『民主主義、自由、正義』につい

て語っておらず、私には古典的に見えたのですが」…。

マルコスはこう答えている。

「そうですね。実は創設当初、サパテイスタ軍では調整が行われていたのです。

サパテイスタ軍はあらゆる思想潮流から生まれたのです。つまり、正統派マルキス

トもいましたし、トロツキズムに共鳴する者や、グラムシ、ユーロコミュニズムに

近い者、マルキストではなく社会民主主義者もいました。実際、『第１ラカンドン

密林宣言』はこれら様々な思想潮流が合成されたものなのです」注30.

そしてサパテイスモ（サパータ主義）について、次のように語っている。
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「（中略）サパティスモはマルクス・レーニン主義ではなかったと同時に、マル

クス・レーニン主義でもあったのです。象牙の塔のマルキシズムでもなかったし、

具体的な分析概念としてのマルキシズムでもなかった。メキシコ史でもなかった

し、インディヘナの原理主義や千年王国思想でも、抵抗主義でもなかった。それは

それらすべてが混ざったもの、山でシェークされ、ＥＺＬＮの戦闘勢力つまり正規軍

として結実したカクテルなのです」注31.

また、別の機会に、ル・ボの調査協力者であったモーリス・ナジュマンの「ネー

ションとかヒューマニティとかいった概念は非常に正統派マルキシズムから躍れて

いますが…」…という誘いかけに対して、マルコスは次のように答えている。

「そうですね。実を言うと、だいぶ前から、象牙の塔のマルクス・レーニン主義

といったものがインデイヘナ文化に翻訳される過程の中でそのようなことが生まれ

始めていました。それは翻訳というよりも変容でした。詩を翻訳するのは実際には

詩人です。この場合、サパティスモの真の創造者は翻訳者、サパティスモの理論

家、司令官マリオや司令官モイセス、司令官アナ・マリーアのような人、方言に翻

訳しなければならなかった人たちなんです（後略）」…。

これに続いてル・ボは「元哲学担当大学教員のラファエル・ギジェン（マルコス

の本名といわれている－引用者注）とかいう人がマルコスはもう完全にマルキス

トではない、少なくともアルチュセール主義マルキストではなく、もう革命家では

ないといっているけれども、そのことはどう思いますか？」…と追い打ちをかけ、

マルコスは「そのとおり。たぶんマルコスはもうマルキストではありません。でも

それが悪いことかどうかは分かりません。非難されたり、認めなければいけないこ

とかどうかも」…と答えている。

以上のように、サパティスタを代表するマルコスの思想は、それまでのラテンア

メリカの正統派あるいは教条的な左翼思想家のそれとは非常に異なる…。また、年

表にあるように、「民主会議」や「アメリカ大陸会議」を開催するとともに、アン

ケートを実施して世輪に耳を傾ける姿勢が民主主義の実践者として国際的にも高く

評価されるのであろう。そして「尊厳」についていえば、西欧的価値観（「民主主

義」「自由」「正装」）を自文化に翻訳するとともに、「メキシコ性」唾3ｱを失わな

い態度が国内から賞賛される要因なのであろう…。しかし、権力奪取を目的としな

いその政治姿勢は、より戦闘的な集団である人民革命軍（Ej6rcito

PopularRevolucionario：ＥＰＲ）から「ゲリラの詩人」と呼ばれ、「政治は時の
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延長ではない」産卵と非難されている。

２）『宣言』のテキストとしての魅力

各『宣言』のテキストとしての魅力は、基本的に次の５つにまとめることができ

よう。

●歴史的名文の引用

『第２宣言』と『第４宣言』ではサパータの文章、『第３宣言』ではペニート・

フアレスの文章が導入部として効果をあげている。たとえば、「民主主義」と「自

由」と「正義」を高らかに纏い上げた『第２宣言』では、サパータの次のような言

葉が宣言文に威厳を与えている。

「…居圭化を望む人民政府の要員を指名するために選ばれるのは、血が滴り落

ちる剣を握り、武勲によるつかの間の光を放つ者だけではない。革命の理念を自ら

のものとして、出版や政治活動の分野で戦い、われわれの法律を踏みにじる専制体

制に抵抗してきた市民もまたその権利を有する。（中略）過去の事実がわれわれに

物語っているように、すべての専制政治の瓦解、あらゆる蕊込勲府の崩壊は、理念

と剣の結合によって達成された。政府を選出する権利を保有する健全な人々を切り

離そうとすることは不合理であり、常軌を逸した考えであり、途方もない専制であ

る。なぜなら、人民の主権を構成するのは、すべての健全な人々であるから。彼ら

は明確な意識をもち、自らの権利を自覚し、文民であれ、たまたま武装した人であ

れ、貝典_と正義を愛し、孤鳳の繁栄のために活動するのである」座40（点線は引用

者）。

そしてこれらの文寳と呼応し、本文中ではｄｅｍｏｃｒＡｔｉｃｏ（８）または

democrAtica(8)「民主的な」（１４回）、democraticamente「民主的に」（１

回）、democracia「民主主義」（22回）、malgobierno「悪い政府」（4回）、

libertad「自由」（１６回）、juBticia「正義」（１４回）、ｐat】Pia「祖国」（４回）

といった語彙が数多く使用されている。

●効果的な比嚥表現

『宣言』の起草者と思われるマルコスは比噸表現の名人である。たとえば、有名

な『第１宣言』の冒頭は次のように始まっている。
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「われわれは500年の戦いの産物である。（中略）われわれ貧しき人間には人間

形成に最も基本的なことすら認められなかったが、それは、単なる肉謹としてわれ

われを利用し、われわれの祖国から資源を略奪するためであった。（後略）」注42

（点線は引用者）

ここでは自らをproductodelucha「戦いの産物」、carnedecaii6n「大砲の

肉」→「大砲の餌食」＝「肉弾」「雑兵」という職えで表し、その悲惨な境遇を読

む者にイメージさせている。

●反復表現

『第４宣言』では第13段落から第25段落まで、１３の文がすべてNuestralucha

「われわれの戦い」と「悪い政府」を主語にした重文になっている。

「われわれの戦いはわれわれの声を聞かせるためであり、悪い政府は主権を叫

び、大砲で自らの耳を押さえる。われわれの戦いは飢えによるものであり、悪い政

府はわれわれの子どもの腹に鉛と紙を贈る。（中略）われわれの戦いは祖国のため

であり、悪い政府は外国の国旗と外国語の下で夢を見る。われわれの戦いは平和の

ためであり、悪い政府は戦争と破壊を通告する」…。

●対句表現

上記表現にも対句の修辞法が用いられているが、『第３宣言』第２２段落では次

の有名なスローガンが叫ばれている。

ｉＰＡＲＡＴＯＤＯＳＴＯＤＯ，ＮＡＤＡＰＡＲＡＮＯＳＯＴＲＯＳ１

「すべての人にすべてを、われわれには無を！」

●痛烈かつ痛快な批判

『第３宣言』はテキーラショックの直後に発表されたものだけに、第２３～24段

落で新自由主義経済政策を痛烈に批判している。

「1994年が終わろうとするとき、それまで国民と国際社会を欺いてきたサリー

ナス主演の茶番が馬脚を現した。金にまみれた祖国はその心臓部に権力亡者どもを

招き入れ、彼らはためらうこともなく天と地を裏切り、メキシコ人の血で巨利を得

た。経済危機は第一世界に仲間入りしようとするメキシコ人の甘く、狂おしい夢を

打ち壊した。今や失業、物不足、惨めさという悪夢が大多数のメキシコ人の上にさ
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らに重くのしかかるであろう。

１９９４年という年は、われわれを支配している過酷な体制の其の姿を見せること

で終わった。ネオリベラリズムの抑圧的な政治・経済・社会政策は、その本質たる

非効率性、欺艤性、無慈悲な不正義を露呈している。ネオリベラリズムは、教義と

しても、実体としても、もはやわが国の歴史のゴミ箱に捨て去るべきものなのであ

る」注43。

◆おわりに－竃者にとって、そしてチアパス問題解決にとっての今後の課題

今後の筆者の研究課題として以下の点をあげておきたい。

まず、語黎定量分析の技術面については、

１）語彙をカテゴライズし－たとえば、同一スペルの語彙を品詞別にしたり、

通常の意味範囲を超えたイデオロギー性の高い語鍵や類義語にマーカーを付け

るといった作業を行うことにより－，より精密な語彙分析が行えるようにす

ること、

２）一定の組み合わせの語句が互いに隣接して出現する程度を計る指数であるz‐

score注刎を計算できるようにする、つまり、連結して用いられる頻度が高いと

思われる２語を抽出できるようにすること、

あるいは

３）キーワードの前後にどのような単語が使われているか、頻度別に語棄リストを

自動作成できるようにすること、などがあげられる。

次に、研究対象としては、

１）サパテイスタのすべてのドキュメント（とくにコミュニケとマルコスの手紙）

をテキスト分析すること、

２）他のラテンアメリカの武装集団、たとえばサパテイスタと同様にインターネッ

ト上でコミュニケを公開しているペルーのトウパク・アマル革命運動（MRTA）

の言説との比較を行うこと、

３）サパテイスタの考えている民主主義とは何かをテキスト分析にもとづいて解明

すること－「民主主義と正義」に関する政府との交渉が決裂したが、それは

民主主義に対する両者の考えに相違があったからと思われるのでこのことは非

常に重要一などである。
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最後に、政府とサパティスタが交渉のテーブルにつき、少なくとも、「先住民の

権利と文化」について－度は合意したことは、とりもなおさず、両者が同じコンテ

キストを共有するに到ったことを意味するが、その交渉を再開するための条件を考

えてみよう。

小林（1989）は、イデオロギーを異にする人々の間で、相互理解を志向するため

には次の３つの条件が必要であることを「自民党」と「共産党」の討論会での談話

をもとに導き出している。すなわち、

１）異端に対する寛容さ

２）柔軟なコミュニケーション態度

３）経験の共通性、である。

小林自身の言葉で語ってもらおう。

「相互理解を志向するイデオロギー間コミュニケーションが成立するためには、

何よりも先ず、関与者たちが自己のそれとは異質な相手の立場と見解を受け入れ、

理解する柔軟さもしくは寛容さ、つまり「異端に対する寛容さ」を持つということ

が前提とされなければならない。（中略）しかし、十分な相互理解のレベルに到達

するためには、上記の条件だけではまず不十分である。イデオロギーを異にする

人々の間に十分な相互理解が実現されるためには、さまざまなレベルでのコミュニ

ケーションと並行して、関与者の現実世界での「経験の共通性」がある程度まで発

達しなければならないだろう。イデオロギーを異にする人々の問で相互理解を志向

するコミュニケーションが成立するための十分条件として、現実のレベルでの経験

の共通部分の拡大と普遍化ということが求められるのである」注4s・

メキシコという貧富の差の激しい国において、支配者たるエリートとインデイヘ

ナを中心とするサパテイスタの間に共通の経験を求めることは不可能に近いことで

ある。しかし、カルロス・モンシパイスが語っていた住釧‘ように、クーデターによ

る軍事政権でも樹立されない限り－また、征服・植民地時代から独立後の混乱、

ポルフイリオ・デイアス期の開発独裁、メキシコ革命を経て、形式的な民主主義か

ら実質的な民主主義に移行しようとしている歴史的潮流を考えた場合一、民主主

義が唯一の道なのも確かだと思われる。メキシコの真の発展を考えるためメキシコ

研究者になった者として、「民主主義と正義」に関する話し合いが再開されること

を祈念する次第である。
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【注釈】

（１）本稿は1997年１０月２６日、神奈川大学で開催されたラテン・アメリカ政経学

会第３３回大会での「サパテイスタとインターネット－インターネット上

に発表されたサパティスタ民族解放軍『ラカンドン密林宣言』の定量語蕊分

析にもとづくその主張の思想傾向について」と題する口頭発表を改題、修

正、加筆したものである。発表時、貴重な質問、コメントをお寄せ下さった

同学会会員諸氏、慶慰義塾大学内共同プロジェクト「グローバル・ガパナン

ス」の合宿において草稿について批評していただいた諸先生方、ならびに本

稿を論文として評価して下さった審査員に厚く御礼申し上げる。とくにサパ

テイスタ国民解放軍の組織に関する注釈ならびに資料３と資料４は審査員の

要望により追加したが、資料４を作成するにあたって、サパテイスタ内部お

よびその母体であった国民解放軍内での路線（権力）闘争のあらましを把握

できたことは、サパテイスタ闘争を多元的なレベルから見直し、本研究をい

ささかなりとも深化させることができたのではないかと感謝している。ただ

し、言うまでもないことであるが、記載事項や翻訳に誤りがあればすべて筆

者の責任である。最後に．本研究は平成１０年度慶感義塾学事振興資金によ

る補助を受けたことを記し、関係者の方に深謝する次第である。

（２）ＥＺＬＮの最高政治組織はComit6C1andeBtinoRevolucionariolndigena

（先住民革命地下委員会）で、軍事面はComandanciaGeneral（総司令

部）が指揮をとっている。先住民革命地下委員会のメンバーはツェルタル

族、ツォツイル族、トホラパル族、チョル族などの先住民である。ＬｅＢｏｔ

（1997）の記述では、２０名の司令官はいずれも先住民で、現在の指導者の

うち、副司令官マルコスのみが白人またはメステイーソとしている。事実．

ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ（1998）とOppenheimer（1996）によれば、

ＥＺＬＮの母体となった国民解放軍（FuerzaBdeLiberaci6nNacional：

ＦＬＮ）時代からの白人系指導者としてはマルコスのほかに、ナンバーワン

の総司令官へルマン（本名：フェルナンド・ヤニェスルナンパーツーの司

令官ロドリーゴ、司令官エリーサ（同：グローリア・ペナビーデスル副司

令官ダニエル（同サルパドール・モラーレス）、副司令官ペドロ（同セサ

ル・ヤニェス）らがいたが、ヘルマンとエリーサは逮捕され（その後恩赦を
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受け、出所）、ＥＺＬＮの最高責任者であったロドリーゴはマルコスとの路線

対立がもとで失脚（マルコスは政府に対する宣戦布告と武装蜂起を主張した

のに対し、ロドリーゴは慎重派であった）、ダニエルもマルコスから軍事作

戦失敗の責任を追及されてＥＺＬＮを離脱（その後、政府に対する密告者とな

る）、ペドロは戦闘で死亡。結果として現在のＥＺＬＮに設立当初から残って

いる白人系指導者はマルコスひとりと思われる。ただし、司令官がすべて先

住民であるとしても、武装蜂起以来の闘争および政府との交渉の経緯を見る

限り、副司令官マルコスが現在のＥＺＬＮの最高指導者であることに疑いの余

地はない。

なお、Ej6rcitoZeIpatistadeLiberaci6nNacionalの訳語について

は、朝日新聞、落合(1994)、黒田(１９９６)ではサパテイスタ「国民」解放軍

としているのに対し、日本経済新聞、太田（1996）、船戸(１９９７)ではサパ

テイスタ「民族」解放軍と訳出している。Liberaci6nNacionalを「国民

解放」と解釈するか、「民族解放」と捉えるかという訳語の問題は本稿の考

察の対象外であるが、筆者は下記の２つの理由により、ひとまず国民解放軍

という訳語を当てておく。

１）民族解放運動を「他民族に抑圧されている民族の解放と独立を目指す運

動」（川田・大畠編『国際政治経済辞典』東京欝籍）と古典的に定義した場

合、メキシコはＮＡＦＴＡの枠組みの中で政治的・経済的・文化的にアメリ

カ合衆国の大きな影響下にあるとはいえ、れっきとした主権国家であり、政

治・経済・文化等の面で国民国家としての基本的枠組み（たとえば、憲法、

義務教育、統合的国内市場、統一通貨、国歌、国旗、国語等）を備えている

から、植民地を連想させる民族解放よりも国民解放のほうが適切であろう。

２）１９７０年代以降、エスニシテイやエスニック・グループ、エトノスと

いった用語が登場してきた。筆者は小沢（１９９１）ほど確信的ではないが、

日本語の民族という用語は、もちろん文脈にもよるが、このエスニヅク・グ

ループやエトノスに近いものと考えている。民族をこのように解釈すれば、

メキシコは複数の民族で構成される多民族国家であり、民族解放という訳語

は、サパテイスタが先住「民族」のみの解放を求めているという誤解を招く

恐れがある。事実、筆者の研究室で開発中のスペイン語テキストアナライザ

のキーワード検索でLiberaci6nNacionalを検索してみると、第４宣言で
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サパテイスタ自身、次のように同語を規定している。Unafuerzapolitica

ｑｕｅｓｅｎａｍａＤｅＬｉｈ巳Z型piQn-lIaQi巫型ｐｏｒｑｕｅｓｕｌｕｃｈａｅｓｐｏｒｌａ

ｌｉｂｅｒｔａｄｄｅLpdoB1oBmexicanoBVentodoelpai8．（第64段落。下線は

引用者）「政治勢力がLiberaci6nNacionalと呼ばれるのは、その戦いが

全国、メキシコ人すべての自由のための戦いであるから」。このように

Liberaci6nNacionalのNacionalという用語は「全国的な」「国民的

な」＝「すべてのメキシコ人の」という意味で使用し、彼らが求めているの

は先住民のみならず、非民主的な体制下におかれているメキシコ人すべての

解放である。ただし、本稿で考察するように、１）Iiberaci6nNacionalが他

のラテンアメリカの解放運動、たとえばニカラグアのＥ１ＦｒもnteRzamdinig垣

deLiberaci6nNacdonal（通常、「サンディニスタ民族解放戦線」と訳され

る）などに影響を受けて命名されたこと、２）少なくとも『第１ラカンドン

密林宣言』まではサパテイスタの左翼思想が強く、外国の支配勢力からメキ

シコとメキシコ人を解放するという「民族主義的」な色彩が濃厚であったこ

とは、第１宣言発表当時のサパテイスタを「民族」解放軍と訳出する根拠を

与えている。

（３）サパテイスタに関連する出来事については、本稿末尾資料１の年表を参照の

こと。なお、９４年１月１日の武装蜂起を決定したのは、マルコスと先住民戦

闘員の意思であった。総司令官へルマンは時期を遅らせ、チアパスだけでな

く、他の地域のゲリラとの同時蜂起を計画していたが、訓練に飽き、早期の

軍事行動による土地の奪取と自由の痩得を望んでいた先住民とその支持を集

めていたマルコスを説得することができなかった。このため、１月１日の武

装蜂起のとき、ヘルマンはメキシコシティのＦＬＮ本部にあって、資金・武器

調達の任にあたり、チアパスの成り行きを見守っていた（Oppenheimer，

ｐｐ４０－４１）。

（４）詳しくは石井（1993）を参照されたい。

（５）１９９８年４月末現在。なお、１９９８年３月１５日、セデイージヨ大統領がメキシ

コ先住民の権利の拡充を認めた憲法改正案を国会に上程、チアパス紛争解決

につながることが期待されるとメキシコ大統領府は発表している。

（６）落合（1994）、吉見（1994）など。

（７）大串（1995）、出岡（1997）を参照。
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岸川（1996）、260頁。

サパテイスタ民族解放軍（1995）、９７～98頁。

ＮＨＫ衛星第２放送『メキシコ先住民鋒起一船戸与一の解放区リポート』

１９９６年６月３０日放送。

インターネット上のテキストを用いたのは、１）すでに電子テキスト化さ

れているのでテキストを入力するという多大の労力を省ける、２）研究者

の間で共通のテキストを共有できる、という大きな利点があるため。ただ

し、テキストには単純なスペルミスや記述の誤りが散見されるので、筆者

が気づいた範囲内で、紙媒体のテキスト（ＥＺＬＮ’1995）をもとに修正し

た。

語彙定量分析のためのテキストアナライザは、筆者の要望にもとづき、筆

者のゼミに所属する慶鱒義塾大学環境情報学部・今池正好君とその友人の

慶腰義塾大学政策メディア研究科・白井良成君が開発している。ここにそ

れを記し、両君の労に対して深く感謝したい。なお、実際の分析結果例に

ついては本稿末尾の資料２を参照されたい。

O1sen＆Harvey（1988）。日本（語）での例としては、小林（1989）、

小林他（1997）をあげることができる。

モーズリー＆ムンク（１９９７）、１８０頁。

前掲書、１７５頁。

文の数は、ピリオド、コロン、疑問符、感嘆符の数を計算した結果で、実

際と異なるかもしれないが、分析結果に大きな影響は与えないと仮定して

いる。たとえば、第１宣言の場合、表題、日付も一文と考え、手作業で計

算した場合の文の数は31で、アナライザによる計算の２９と大差はない。

テキストにはスペルミスや記述ミスが散見されるので、総語葉数と語種数

は気づいた範囲内において手作業で修正した。なお、動詞と代名詞が結合

した語も一語として計算した。

スペルがまったく同一の単語を一語種とした。

一文の平均語数＝総語蕊数÷文の数

語種多様性＝酪菰数÷総譜蕊数（この数値が１に等しいと、使用している

すべての語葉が異なることから、１に近ければ近いほど、総語鍵数に比

し、相対的により多くの異なる語錘を使用していると判断される）

Ｊ
１
の

８
９
１

く
く
く

(１１）

(１２）

(１３）

(１４）

(１５）

(１６）

(１７）

(１８）

(１９）

(２０）
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（２１）第１宣言では５回以上、第２宣言以降では１０回以上使用された語彙を取り
上げた。

（22）公表されたのは１９９４年１月１日であるが、宣言文の日付は1993年となって

いる。なお、第２宣言の冒頭で、１９９３年１２月に最初の宣言を行ったと記述
している。

（23）インターネット上のテキスト本文中で、一行空白から一行空白までの間に

ある単数または複数の文・語句を段落とする。テキスト中の鰭句の位邇を

確定するのに行数を使用しないのは、ページの大きさやフォント、文字サ
イズによってテキストの行数が変化するためである。

（24）憲法39条は次のように規定している。「国家の主権は、本質的かつ本源的
に人民に存する。すべての公権力は、人民に由来し、人民の利益のために

設立される。人民は、いかなる時も、政府の形態を変更もしくは修正する

不可識の権利を有する」（大阪経済法科大学比較憲法研究会訳）

（25）サリーナスが選出された１９８８年の大統領選は対立候補クワウテモツク・カ

ルデナスとの接戦であったが、投票集計中にコンピュータが突如ダウンす

るなど、サリーナスに有利な不正操作があったといわれている。

（26）メキシコ人民にあてた宣言ではあるが、１文の平均語数の多さ、語種多様

性の高さからして、先住民を含むすべてのメキシコ人が理解できる内容と

は思われない。だがその反面、「もうたくさんだ」というようなスローガ
ンは非常に簡潔、明快である。

(27）ペニート・フアレス（BenitoJuArez）はサボテカ族出身の大統領（1806-

７２）.インターネット上のテキストでは１９９５年１月付けの文章となってい
るが、1869年１月の間違いである。

(28）1988年大統領選当時の有力な野党候補者で、現メキシコ市長。

(29）ＬｅＢｏｔＵ９９７），ｐ､197．

(30）ｉbid

(３１）ｉbid.，ｐ､１９９．

(32）ｊbid.，ｐ､338．

(33）ｉbid.，ppB38-339．

(34）ｉbid，ｐ､３３９．

(35）ibjd．
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(３６）チリやアルゼンチンでも、７０年代の軍事政権下における「厳しい弾圧は、

それまで「形式的」「ブルジョア的」として重視してこなかった「民主主

義」を評価する傾向を強くした」（出岡、１３２頁）といわれるが、軍政下に

よる弾圧でなく、インデイヘナとの共生による「民主主義思想の酸成」と

いう点がサパティスタ運動の特徴と思われる。

(37）各『宣言』の中でM6xico「メキシコ」という語彙は、第１から第４の順に

２回、１４回、１５回、１０回、また、mexicanqmexlcanos,mex1cana,mexicanae

「メキシコ人（の）、メキシコの」という語彙は合計で、それぞれ7回、２８

回、２３回、１８回も使用されている。

(38）彼らのメキシコ性は、集会の時に必ず掲げられるメキシコ国旗に象徴され

ている。ただし、これを「良いナショナリズム」として無条件に賞賛する

のでは、国民国家の枠組みが揺らぎ、民族紛争が多発している世界的状況

の中、グローパルなガパナンスが求められている現在の歴史的課題に答え

るものとはならないであろう。西川(1997)参照。

(39）ＬｅＢｏｔ（1997），ｐ､80．

(40）太田・小林編訳（1995）をもとに手を加えた。

(４１）太田・小林編訳（1995）をもとに手を加えた。

(42）拙訳

(43）拙訳

(44）z-Bcoreは、本文での１つの単語の位圃がまったくランダムである場合に予

測される出現頻度と比較して、その単語が連結語として（すなわち、参照

語からの特定の距離一幅一で）出現する頻度を測定した値であると定

義できる（モーズリー＆ムンク、１８７頁）。

(45）小林（1989）、８３頁。

(４６）「メキシコの権力政治はもはや壊滅的な状況にあり、もう長くは続かない

と予測されます。武力によるクーデターでも起きない限り、民主主義に向

かっていくことは確かです。（中略）残されている方法は国民の権利を認

識し、不平等と戦うことです。私はそれを民主主義と呼びたいと思いま

す」（ＮＨＫ教育テレビ『未来潮流メキシコ：３つの知性の提言』１９９６年

６月８日放送。
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(資料１）

サパティスタ国民解放軍(ＥＺＬＮ)関連略年表民解放軍(ＥＺＬＮ)関連略年表（１９６９～９７年）

出来事出所

ＥＺＬＮの母体となった国民解放軍（ＦＬＮ＝

FuerzasdeLiberaci6nNacional）が

北部工業都市のモンテレイで結成される。

FLNの思想はマルクス・レーニン主義に

もとづく。Oppenheimer(1996）

時期

1969年８月６日

FLNのメンバーが都市からチアパスに根を

下ろす。黒田(1996）

1970～80年代

FLNの活動がオコシンゴ地域で活発化。1974年～ 落合(1994）

FLNの運動方針（毛沢東思想）にもとづき、

メトロボリタン自治大学(ＵＡＭ)哲学社会学

部の出身者がチアパスに移住し、ＦＬＮの農

村ゲリラ戦線を組織。OppenheimerU996）

1980年代初め

ミゲル・デ・ラ・マドリーが大統領に就任

し、新自由主義経済政策を開始。

1982年１２月１日

落合(1994）

1983年１１月１７日 FLNを母体として、チアパスにおける戦闘

部隊であるサパテイスタ国民解放軍（ＥＺＬ

Ｎ)が誕生。ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ(1998）

Liberaci6nNacionalの名称は他のラテン

アメリカ革命運動の影響。ＬｅＢｏｔ(1995）

マルコスがチアパスに移り住み、ＥＺＬＮに参加。

ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ(1998）

1984年５月

カルロス・サリーナス・デ・ゴルタリが

大統領に就任し、新自由主義経済政策を

積極的に展開。

1988年１２月１日

落合(1994）

憲法27条（農地改革およびエヒードに関

する規定）改正。アメリカ大陸発見500

年祭に対する抗議運動。

1992年

同上
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ＦＬＮの大会でマルコスが軍事リーダー(Ｎｏ．

2)に指名され、政府に対する宣戦布告を全

会一致で承認。武装蜂起に消極的であった

ＥＺＬＮ最高責任者の司令官ロドリーゴが失脚。

ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ(1998）

1993年１月２３日

密林地帯においてＥＺＬＮとメキシコ国軍の

最初の戦闘。その際には空爆も行われた。

1993年５月

落合(1994）

NAFTA（北米自由貿易協定）発効。

EZLNが武装蜂起し、サン・クリストパル

・デ・ラス・カーサス、ラス・マルガリー

タス、アルタミラーノ、オコシンゴ、チャ

ナル等の町を占拠。ＬｅＢｏｔ(1997）

『ラカンドン密林宣言』の発表。

ＦＺＬＮ(ｻﾊﾞﾃｨｽﾀ国民解放戦線)ﾎｰﾑﾍﾞｰｼﾞ

1994年１月１日

ＥＺＬＮ、元チアパス州知事アプサロン・力

ステジャーノス・ドミンゲスを捕虜にする。

1994年１月３日

同上

サリーナス大統領、マヌエル・カマーチョ・

ソリス外相をチアパス和平調停委員に任命。ＬｅＢｏｔ(1997）

1994年１月１０日

政府が一方的な停戦を発表。

メキシコ市で和平を求める大規模なデモ行進。

1994年１月１２日

同上

アプサロン・力ステジャーノス前知事を解放。

ＦＺＬＮホームページ

1994年２月１６日

ＥＺＬＮ（副司令官マルコス、２０名の司令官、

先住民革命地下委員会メンバー）とカマー

チョ・ソリス調停委員の間で、サムエル・

ルイス司教を仲介役とする和平交渉がサン

・クリストパル・デ・ラス・カーサス大聖

堂で行われる。ＬｅＢｏｔ(１９９７）

１９９４年２月２１日～

３月２日

EZLN、政府の和平案を拒絶。

マヌエル・カマーチョ、調停委員を辞任。同上

ＥＺＬＮ、『第２ラカンドン密林宣言』を発表。

ＦＺＬＮホームページ

1994年６月１２日
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1994年６月２３日 ホルヘ・マドゥラーソ、和平調停委員に

任命される。ＦＬＺＮホームページ

1994年８月６～

９日

ＥＺＬＮ総司令部のグアダルーペ・テペ

ヤック(GuadalupeTepeyac)において
全国民主会蝋（第１回アグアスカリエン

テス会議）を開催。 ＬｅＢｏｔＵ９９７）

1994年８月２１日 地方選挙.不正があったという中で与党

候補のエドウアルド・ロプレード・リン

コンがチアパス州知事に当選。ＦＺＬＮホームページ

1994年9月 選挙後の混乱が続く中、サパティスタは

軍事手段に訴える準備を進めていること

を通告し、戦闘と空爆に備える。 同上

1994年１０月８～

１２日

全国民主会鑓（第２回アグアスカリェン

テス会議） 同上

１９９４年１１月９日 クワウテモック・カルデナスと副司令官

マルコスの会談。同上

エルネスト・セデイージョ、新大統領に就任。同上1994年１２月１日

1994年１２月６日 EZLN、チアパス州知事選で不正があった

との理由で、選出されたエドゥアルド・ロ

プレードに代わり、アマード・アペンダー

ニョをチアパス州知事として蝿知。 同上

1994年１２月８日 エドウアルド・ロプレード、チアパス州知事

に就任。これと同時にアマード・アペンダー

ニョがチアパス臨時州知事に就任。 同上

1994年１２月１９日 EZLN、発砲せずに軍事包囲網を突破し、

領有権を主張。 同上

テキーラショック(メキシコ金融危機)の発生。陸Bot(1997）

ＥＺＬＮ、『第３ラカンドン密林宣言』を発表。

ＦＬＺＮホームページ

1995年１月１日
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１９９５年１月１７日ＥＺＬＮ、無期停戦を一方的に発表。ＦＬＺＮホームページ

1995年２月２～４日ケレタロにおいて第３回アグアスカリ

エンテス会議を開催。 同上

１９９５年２月９日 政府軍、サパテイスタの占有地を攻撃

(Arcolris作戦：５日間でサパティス

タの磯滅を図るが、失敗に終わる）。Oppenheimer(1996）

政府が副司令官マルコスの本名・経歴を公表。LeBotO997）

１９９５年２月１２日ＥＺＬＮ、停戦を呼びかける。 ＦＺＬＮホームページ

１９９５年２月１４Ｅ エドウアルド・ロプレード、チアパス州

知事を辞任。後任はフリオ・セサル・ル

イス・フェーロ。 同上

1995年３月２２日政府は全国仲裁委員会(ＣＯＮＡＩ=ＣＯmisi6n

Nacionaldelntermediaci6n)を通じ、和

平交渉のための政府案を提示。同上

1995年４月９日政府とＥＺＬＮは、和平協定交渉準備議定書に調印。同上

1995年４月２２日サン・アンドレスで和平交渉が開始される。同上

1995年５月１２～１５日第２回和平交渉同上

1995年６月７～１１日第３回和平交渉同上

1995年７月４～６日第４回和平交渉同上

1995年７月２４～２７日第５回和平交渉同上

1995年８月２７日～

９月３日

EZLN、国内外に闘争方針を問うための

アンケート調査を実施。 ＬｅＢｏｔＯ９９７）

１９９５年９月５～

１１日

第６回和平交渉。ＥＺＬＮ、下記の作業部

会の設置を提案。第１部会（インディヘ

ナの権利と文化）、第２部会（民主柔義

と正義）、第３部会（福祉と開発）、第

４部会（チアパスの和解問題）、第５部
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会（チアパスの女性の権利）、第６部会

（停戦）。政府とＥＺＬＮは第１部会をサ

ン・アンドレスで開始することに合意。ＦＺＬＮホームページ

1995年１０月１８日 インデイヘナの横利と文化に関する第１

作業部会開催。 同上

1995年１０月２１日 憲法を改正し、インディヘナの橘利を盛り

込むことで合意。 同上

1995年１０月２２日 第１回第１作業部会終了。 同上

1995年１１月１６日 第２回第１作業部会で、政府とＥＺＬＮは

57項目にわたるインデイヘナの横利につ

いて合意。 同上

同上1996年１月１日 EZLN、『第４ラカンドン密林宣言』を発表。

1996年２月１６日 EZLN、政府と「インディヘナの権利と

文化に関する協定」を締結することを決定。 同上

1996年３月２１日 締余曲折の後、第２作業部会（民主主義と

正義）開始。ただし、政府側は出席を拒否。 同上

1996年４月４～８日 第１回「新自由主義に反対する、人類のた

めのアメリカ大陸会議」 同上

同上1996年４月１８～２２日第２回第２作業部会開催

1996年８月６～１２日 第３回第２作業部会開催

「民主主義と正義」に関しては－つの

合意も得られず。政府はこの問題を棚

上げにして次の部会に進もうとするが、

ＥＺＬＮはこれを拒否。 同上

1996年９月２日 ＥＺＬＮ、和平会議への参加を中止。 同上

1996年11月29日 和平調停委員会(ＣＯＣＯＰＡ=ＣＯmiBi6n

deConcordiayPaciflcaci6n)がＥＺＬＮ

と内務大臣に最終的な憲法改正案を提示。
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両者はこれに合意するも、正式調印は大

統領の帰国を待つことに。ＦＺＬＮホームページ

1996年１２月１９日 大統領は和平調停委員会に対して逆提案を

行うが、これは和平調停委員会の最終案か

ら後退するだけでなく、サン・アンドレス

協定の基本事項にも反するものであった。 同上

EZLNは政府案を拒否し、９６年２月に締結

されたサン・アンドレス協定が履行される

まで、交渉のテーブルに戻らないと述べる。

1997年１月１１日

同上

中間選挙の結果、１９２９年以来政権の座にあ

る制度的革命党が下院議員議席の過半数を

失う。史上初めて行われたメキシコ市長選

挙において野党・民主革命党の候補クヮウ

テモック・カルデナスが当選。

ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ(1998）

1997年７月６日

第２回「新自由主義に反対する、人類の

ためのアメリカ大陸会議」スペインで開

催。ＥＺＬＮのメンバーも２人参加。

1997年７月２７～

８月３日

同上

サパテイスタ１，１１１名がメキシコ市で開か

れた集会に参加。

1997年９月８～１２日

同上

サパティスタ国民解放戦線(FZLN)の

設立総会にオブザーバーとしてサパ

テイスタが参加。設立発起人である

マルコスは、南部での戦争が終結し

ない限り、ＥＺＬＮはＦＺＬＮに参加し

ないと表明。

1997年９月１３～

１６日

同上

サン・クリストパル・デ・ラス・カー

サスから５０kｍほどに位艇するアクテ

アル（ActeaDにおいて、サパティスタ

のシンパであった４５名のツオツイル族

（大半は女子と子供）が武装集団に襲わ

れ、殺される。

1997年１２月２２日

同上
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(資料２）

語彙定量分析結果例

一『第１宣言』アルファベット順の語奨とその頻度（一部）
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(資料３）

(第１）ラカンドン密林宣言対訳

Decbpc泊ndebSelbLclcdrdono ラカンドン密林宣言

ＨＯＹＤＥＣＩＭＯＳｉＢＡＳＴＡ１

ＡｌｐｕｅｂＩｏｄｅＭｅxico：

Hermanosmexicanos：

いまわれわれは宣言する。もうたくさんだ。

メキシコの人民へ、

メキシコの仲間たちへ。

Somosproductode500aiiosdelucha：
pmmerocontralaesclavitud,enlaguerra
delndependenciacontraEspaiia
encabezadaporlosmsurge､teadespu6s
porevitarserabsorbidosporel
expamguomsmonorteamemcano,luegopor
promulgarnuestraConstituci6ny
expulsarallmperioFranc6sdenuestro
suelqdespu6sladictaduraporhristanos
neg61aaplicaci6njuStadeleyesde
Refbrmayelpuebloserebel6fbrmando
suspropiosudereB,surgleronVillay
Zapata,hombrespobrescomonoBotrosa
losquesenoshanegadolapreparaci6n
mdselementalparaasipoderutilizarnos
comocarnedecafi6nyBaquearlas
riquezasdenuestrapatriaBm

impormrleBqueestemosmuriendode
hamb定yenfbrmedade8curables,sm

importarlesquenotengamosnada，
absolutamentenada,niuntechodigno，
nitierra,nitrabajo,niSalud,ni
alimentaci6n,nieducaci6n,Bintener

derechoaelegirUbreydemocrdticamente
anuestrasautoridadeB,Ｂm

independenciadeloBextranjeros,smpaz
nijusticiaparanosotmsynuestrosmjoa

われわれは５００年におよぶ戦いから生まれ

た。初めは奴隷制との戦いであった。ついで

蜂起者が指導するスペインからの独立戦争、

その後は米国の拡張主義に吸収されることを

回避する戦いがあった。そして、われわれの

愈法を制定し、われわれの領土からフランス

帝国を追い出すために戦った。ポルフィリ

オ・デイアス独裁体制は改革猪法を適正に適

用することを拒んだが、人民は自らの指導者

を創り出し決起した。こうしてビリヤとサパ

ータが登場したのである。彼らはわれわれと

同じように貧しき人間であった。われわれ貧

しき人間には、人間形成にもっとも基本的な

ことすら蝿められなかったが、それは、単な

る肉弾としてわれわれを利用し、われわれの

祖国から資源を略奪するためであった。飢え

や治療可能な病気でわれわれが死んでも、為

政者は何ら痛痒を感じない。われわれが何も

もたない無産者でも、彼らは心を揃めること

はない。人間に相応しい家屋、土地、仕事、

健康、食紐、教育がなくても構わない。しか

も、われわれの手には．自由かつ民主的に自

分たちの為政者を選ぶ樋利もなければ、外国

勢力からの独立もなく、われわれやこどもの

ための平和も正義もない。

しかし、いまわれわれはもうたくさんだと宣

言する。メキシコ人というナショナリテイ

（国民意露）を本当に造り上げた者の後継者

は、われわれである。われわれ待たざる者は

無数にいる。われわれはあらゆる仲間に呼び

かける。われわれのこの呼びかけに応じて

ＰｅｒｏｎｏｓｏｔｒｏｓＨＯＹＤＥＣＩＭＯＳｉＢＡＳＴＡ１，
巳omog1ogheredemsdelosverdznrUeFog

fbrjadoresdenueBtranacionaUdad,Ios

desposeidossomosminonesyUamamosa
todosnuestroshermanosaquesesumen
aesbemamadooomoeldｍＤｏｃａｍｍｏｐａｒａ
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ほしい。それこそが、超保守的な売国奴連中

の意向を代表する裏切り者の徒党による、７

０年以上におよぶ独裁体制の食欲な野望を前

にして、われわれが座して飢え死にしないた

めの唯一の道である。イダルゴやモレーロス

に敵対した者、ピセンテ・ゲレーロを裏切っ

た者、われわれの領土の半分以上を外国の侵

略者に売り渡した者、われわれを支配するた

めにヨーロッパの王子を呼び込んだ者、ボル

フィリオ・ディアス期のシエンティフィコス

による独裁体制を造り上げた者、石油産業国

有化に反対した者、１９５８年に鉄道労働

者、１９６８年に学生を大量虐殺した者は、

すべて同じ穴のむじなである。現在も、その

連中はわれわれからあらゆるものを根こそぎ

奪い取っている。

nomnrirdehnmhreantelanmhicifin

iTDp2ci且ｈｌｅｄｅｕｎ２ｄｉ㎡zndnnrademdsde70

anoBencabezadaporunacamarnlade
traidoreBquerepresentanalosgmpos
mAsconsewadoreByvendepatriaaSon
losmiBmosque8eopuBiemnaHidalgoy
aMorelo8,1osquetraicionaronaVicente
Guerrero,Bonlo8Inismosquetrajeronun

principeeuropeoagobemarnos,sonlos
mismosquefbrmaronladictaduradelos
cientihcoBporhristas,sonloBmiBmosque
seopuBieronalaExpropiaci6nPebPolera，
BonlosmismoBquemasacraronalos
trabajadoresfbrrocarrilerosenl958ya
loseBtudianteBenl968,sonlosmismos

quehoynosquitantodo,abBolutamente
todo．

彼らによる略騨を回避するため、そしてわれ

われの最後の希望として、メキシコ憲法に基

づいた合法的活動を実践しようとあらゆる努

力をしてきた。その結果、われわれはメキシ

コ恋法に依拠し、その３９条を適用すること

にした。そこには次のように妃されている。

ParaevitarloycomonueBtraUltima
esperanza,despu6sdehabermtentado
todoporponerenprActicalalegalidad
basadaennuestraCartaMagna，
recurrimogaeUa,nuestraConBtituci6n，

paraaplicarelArticulo39Constitucional
quealaletradice：

「国家の主梅は、本質的かつ本源的に人民に

存する。すべての公椛力は、人民に由来し、

人民の利益のために制度化される。人民はい

かなる時も、政府の形悠を変更もしくは修正

する銀波不能の椛利を有する」

<<Iasoberanianacionalresideesencialy

omgmarnamenteenelpueblo、Todoel
poderptibUcodimanadelpuebloyse
inBtituyeparabeneficioｄｅ６Ｂｔｅ，E1
pueblotiene,entodotiempqel
inn1i②､図hlederechodealteraromodjficar

lafbrmadesugobierno.>＞

それゆえ、メキシコ愈法に依拠し、われわれ

は、われわれを苦しめる独裁体制を支える連

邦政府、に対しこの宣言を公表する。現体制

は極力を握る－政党により独占され、合法性

のないまま大統領職にあるカルロス・サリー

ナス・デ・ゴルタリが不法に掌掴する連邦政

府によって指導されている。

Portanto,enapegoanuestra
Constituci6n,emitjmoSlapresenteal
ej6正itofbderalmexlcano,pUarbAsicode
ladictaduraquepadecemoB，
monopolizadaporelpartidoenelpodery
encabezadaporelejecutivofbderalque
hoydetentaBujefbmAximoeUegitimq
CmPlcBS2UinzbgdeGo】Ptｎ㎡

この戦争宣言を通じて、われわれは国の他の

諸椛力が結集し、独裁者を解任し、国の合法

性と安定性を取り戻すように要繭する。

ConfbrmeaestaDedm五c正mdeguerra

pedhnoBabsomBPbdem巴sdelaNEdfmBe
aboquenarcstaurarlalegalidadyla
estabUidaddelaNaｃｉ６ｎｄｅｐｏｎｉｅｎｄｏａｌ
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dmt型Ilor．

国際機関や国際赤十字に対しても、われわれ

の軍が市民を防衛しながら展開する戦闘を監

視し規制するよう要請する。われわれの解放

闘争のための軍事勢力としてサパティスタ国

民解放軍(ＥＺＬＮ)を福成したわれわれは、現

在そしてつねにジュネーブ協定の戦争法の規

定を遵守することを宣言する。メキシコ人民

はわれわれの側にいる。メキシコはわれわれ

の祖国である。蜂起した職士たちは三色旗を

愛し、それに敬意を抱いている。われわれは

制服の色として、ストライキで決起し磯う労

働者人民のシンボルである赤と黒を採用す

る。われわれの旗は、ＥＺＬＮ（サパティスタ

国民解放軍）と記されている。われわれはつ

ねにこの旗を掲げ、戦闘の場に赴く。

Tambi6npedimosalosorganlBmos

lnternacionalesyalaCruzROja
lnternacionalquevigilenyregulenlos

combatesquenuestrasfUerzaglibran
protegiendoalapoblaci6ncivil,pues
noso位osdeclammosahoraysiempreque
estamossUjetosaloeBtipuladoporlas
l全yessObrC1aGuerradelaConvenci6ｎ
ｄｅＧmebra,fbrmandoelEZLNcomo

fUerzabeligerantedenuestraluchade
liberaci6nTenemosalpueblomex1cano
denuestraparte,tenemosPatriayla
Banderatricoloresamadayrespetada
porloscombatiente81NSURGENTES，
utilizamosloscoloresrOJoynegroen
nuestmunifbrme,simbolo8delpueblo
trabajadorensusluchaSdehuelga，
nuestrabsndeTaUevaalasletr2s

<<EZLN>>,EJERCITOZAPATISTADE
LIBERACIONNACIONAL,yconena
iremosaloSmmhntesBiemnre．

麻薬密売組織、麻薬密売ゲリラ、山賊、その

他、われわれの敵が使うかもしれぬ誹舗中傷

の言葉によってわれわれの戦いの正当な大義

を歪曲しようとするいっさいの作為を、われ

われはあらかじめ拒否しておく。われわれの

戦いは、憲法が定めている権利の行使であ

り、正義と平等を旗印とする戦いである。

Rechazamosdeantemanocualquier
mtentodedesvirtuarlajustacauBade
nuestraluchaacu8Andoladenarcotrafico，

narcoguerrila,bandidajeuotro
calificativoquepuedanusarnueetros
enemigos，Nuestralucha8eapegaal
derechoconstitucionalyesabanderada
porlajusliciaylaigualdad．

それゆえ、この戦争宣言に基づき、サパティ

スタ国民解放軍に属するわれわれの職闘部隊

に以下の指令を与える。

Porlotantqyconfbrmeaesta
Declaraci6ndeguerra,damosanuestras
fUerzasmilitanteBdelEj6rcitoZapatiBta

deLiberaci6nNacionallasBiguientes
6rdeneB2

－、メキシコ連邦軍を打ち破りつつ、首都に

むけて前進する。解放闘争を前進させ、市民

を守り、解放された人民が自由かつ民主的に

自らの行政当局を選出できるようにする。

Primero・Avanzarhacialacapitaldel
paisve､ciendoalej6rcitofederal

mexlcano,protegiendoensuavance
liberadoralapcbIadbndvnypermitiendoa
lospueblosuberadoselegir,Ubrcy
democmpaticamente,aBuspropias
2u1mHdzDdesndminiRtUP2tivas．
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二、捕虜の生命を尊重し、負傷者は医療を受

けさせるため国際赤十字に引き渡す。
Segundo・Regpetarlavidadelos
pzisionerosyentregaraloBheridosala
CruzROjalntemacionalparasuatenci6n
m§diczn＝

三、以下のメキシコ連邦軍兵士や警察官の略

式裁判を行う。国内または外国で外国勢力に

よる鱒義、指導、訓練や経済的支扱を受けた

者（祖国に対する裏切りの蛾疑で告発され

る）。市民を弾圧、虐待し、人民の財産を略

奪もしくはそれに損害を与えた者。

Tercero・Iniciarjuiciossumamoscontra

losBoldadosdelej6rdtofbderalmexlcano

ylapoliciaquehayanrecibidocursoBy
quehayanBidoasesorados,entrenados,o
pagadosporextranjeros,Beadentrode
nueBtranaci6nofUeraｄｅｅＵａ,acuBados

detraici6nalaPatria,ycontratodos

aqueUosquereprimanymaltratenala
poblaci6ncivUyrobenoatentencontra
losbienesdelpueblo．

四、われわれの正義の戦いに合流する決意を

したすべてのメキシコ人とともに新しい隊列

を創る。敵の兵士であった者でも、交戦する

ことなくわれわれの軍隊に降伏し、サパティ

スタ国民解放軍総司令部の指令に従うことを

誓えば、われわれの隊列に参加できる。

Cuarto・FOrmmPnuevaBfmn且contodos

aqueUoBmexicanosquemanｉｆesten
sumarBeanuestrajustalucha,induidos
aqueUosque,Biendosoldadosenemigos，
seentreguensmcombatiranuestraB

fUerzaByjurenre8ponderalas6rdenes
deestaComnTMlnTM､ｉａＣ⑨､⑨Tnldel

mmRCITOZAPATISTADE
T4TRnRAcIONNAcIoNAL．

五、戦闘を始める前には、敵の兵営に無条件

降伏を呼びかける。
Quinto・Pedirlarendici6nincondicional
deloscuartelesenemigosanteBde
entznhU麺loscomUMntea

六、サパテイスタ国民解放、の統制下にある

場所から、われわれの天然資源を略奪するこ

とを停止させる。

Sexto・SuspenderelsaqueodenuestraB
rlquezaBnaturale8enloslugares
con位cladosporelEZLN．

メキシコの人民へ。われわれ賊実で自由な男

と女たちは、われわれが宣言したこの戦争が

最後に残された正当な手段であると昭職して

いる。かなり以前から、独裁者は布告のない

大低虐殺戦争をわれわれ人民に仕掛けてい

る。それゆえ、われわれは君に要蘭する。仕
､ｓｂ■□■もももももも■

事、土地、住宅、食樋、健康、；9【青、独立、
bebbb､､■□○

自由、民主主蕊、正義と平和を求めて鞭うと

いうこのメキシコ人民の計画を支持し、断固

とした決意をもって参加してほしい。自由で

民主的な祖国の政府を創り出し、われわれ人

PUEBLODEMEXICO:NOBoIroS，
hombreBymUjere8integroByUbres，
eBtamosconscientesdequelaguerraque
deC1aramoseBunamedidadltimapero

justalpsdictadoreBestAnaplicandouna
gue面agenocidanodedaradacontra
nuestmspuebloBdeBdehacemuchos
anos,porloquepedimostuparticipai6n
decididaapoyandoesteplandelpueblo
mex1canoqueluchaportmbajqtieIm，
techqalimentaci6n,salud,educaci6n，

independencia,hbertaddemocI四ｍa，
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民のこうした基本的な要求を充足できるま

で、戦いをけっして止めないことをわれわれ

は宣言する。

ｊus1㎡Ciaypaz､Declaramosqueno
dejaremosdepelearhaBtalograrel
cumplimientodeestasdemandasbdsicas
denuestropueblofbrmandoungobiemo
denuestropaislibreydemocrdticQ

INTEGRATEALAFUERZAS
INSURGENTESDELEJERCITO
zAPATIsTADELIBERAcIONNAcIoNAL

君もサパテイスタ国民解放軍の決起部隊に

加わるのだ。

サパテイスタ国民解放軍総司令部

1993年

ＣＯＭＡＮＤＡＮＣＩＡＧＥＮＥＲＡＬＤＥＬＥＺＬＮ

Aｈｏｄｅｌ９９３

◎EＺＬＮ
(注） 和訳は、現代企画室・太田昌国氏から

許可を得て、太田・小林鬮択

（１９９５）の訳語・訳文の一部に筆者

が変更を加えたものである。
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(資料４）

副司令官マルコスの経歴・思想（1957～94年）

メキシコ政府は副司令官マルコスの本名をラファエル・セパスティアン・ギジェ

ン・ビセンテ（RafaelSebaBtidnGuill6nVicente）と断定している。以下の生

い立ちと経歴はOppenheimer（1996）の記述を中心に、ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏ

Ｕ９９８）、ＬｅＢｏｔ（1995）で補足したものである。

(家族）１９５７年６月１９日、タマウリパス州タンピコ市で家具商を営むアルフオ

ンソ・ギジニンとソコーロ・ビセンテの第４子として生まれる。他に兄弟

は７人（男６人、女１人）。父親は学歴もなく、苦労の末に商売で成功し

た人物で、家族は敬虞なカトリックの中産階級。

(少年時代）タンピコ市ではイエズス会が運営するタンピコ文化学院（Instituto

CulturaldeTampico）で学ぶ。文化学院では学校新聞に記事を掲載したり、

演劇活動を行う。文化活動に興味を示すと同時に社会意識も強く、貧民街

を頻繁に訪れ、３才の幼児が保育園を逃げ出す事件を、１才上の兄カルロ

スと共同で、厳格な教育に対する反発とする内容のビデオ作品にしてる。

(大学時代）１９７７年、メキシコ国立自治大学(ＵＮＡＭ)哲文学部に入学。大学時

代にアルチュセールやフーコーに共鳴し、左翼活動家になる（このころ

ＦＬＮ=国民解放軍に加入したものと思われる。ＦＬＮは毛沢東思想の影響を受

け、農村から都市への革命波及と持久戦を戦略とした。その最終目標はプ

ロレタリアート独裁で、先住民の権利問題は中心課題ではなかった）。た

だし、彼自身は本の虫の理論家というよりも冗談好きで外向的な性格。ス

ポーツもよくし、バスケットが上手であった。また、そのころより、彼の

譜蕊的な言葉遣いは有名であった。

(学士論文）１９８０年に提出した学士論文は『哲学と教育』と題する１２１頁の論

考で、家族に対する若者の反抗を階級闘争と重ね合わせ、家族を資本主義

制度の支柱として分析した。論文の中の「家族」という－章で、彼は両親

との決別とＦＬＮの活動にますます突き進む自己を鏡理的に正当化してい
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る。論文は当時のＵＮＡＭで流行していた左翼思想を反映したもので、最高

の評価を得た。

(卒業後～1984年）卒業して３年後（その間パリに数ケ月滞在）、メトロボリタ

ン自治大学（ＵＡＭ）ソチミルコ校教員の職を得る。担当科目はグラフィッ

クデザイン。なお、ＤｅｌａＧｒａｎｇｅｙＲｉｃｏの記述では、ＵＮＡＭ在学中の

１９７９年１月よりＵＡＭの助手になり、２年後の８１年には同僚のグローリア・

ペナビーデス（司令官エリーサ）やサルパドール・モラーレス（後述の副

司令官ダニエル）らとニカラグアに行き、サンディニスタ民族解放戦線系

列の組合・団体にグラフィック・デザインの短期集中講義を行ったとして

いる。また、父親の話によると、一時期、パスの運転手としても働き、そ

の後大きな勢力となるパス運転手労働組合の母体を組織している。大学と

パス組合で同志となる友人と出会い、しばらくした後、理論を実践に移す

べく、ＵＡＭを辞し、チアパスに移る（ＤｅｌａＧｒａｎｇｅの記述では1984年５

月のことになってる）。

(１９８４～94年）マルコスが参加したＥＺＬＮはＦＬＮの南東部方面軍で、伝統的

なマルクス・レーニン主義ゲリラ組織であった。当初、マルコスはオコシ

ンゴ地区を担当する軍事面での指導者（副司令官）。一時期ニカラグアで

軍事訓練を受けた。また、この時期には頻繁にニカラグアとキューバに行

き来していた。９０年代初めまでは他に２人の副司令官がいた（アルタミラ

ーノ地区担当のダニエル、ラス・マルガリータス地区担当のペドロ）。な

お、このダニエルが94年１月１日の武装蜂起直前にマルコスと対立しＥＺＬＮ

を離脱、その後政府と接触を図り、マルコスの本名・経歴とＥＺＬＮの設立経

緯を密告した。ダニエルの本名はサルパドール・モラーレス・ガリパイ

（Sa1vadorMoralesGaribay）。ＵＡＭでマルコスの同僚であった。彼に

よると、マルコスはＥＺＬＮにおける唯一の白人系指導者になることを望んだ

という。事実、マルコスは武装蜂起をめぐってＦＬＮ本部と対立しており、

９４年１月１日の成功と名声を得ることによって．メキシコシテイの本部とま

すます距離を固くようになった。
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