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〈論　　文〉
ヤキ族の反乱 1）

山　﨑　眞　次

キーワード
  ソノラ州，イエズス会，カヘメ，政府の調停機能，伝統的共有地農業，資本主義的近代
農業

Resumen

Cuando México logró su independencia y empezó a construir una nación nueva a 

principios del siglo XIX, el número de rebeliones campesinas aumentó en todo el país. Los 

estudios precedentes indican que las causas principales del aumento de dichas rebeliones 

fueron el despojo de tierra por parte de hacendados, la falta de tierra por el aumento de 

la población, la pérdida de tierra por la ley Lerdo y el antagonismo étnico entre blancos e 

indígenas. Sin embargo, planteamos que el gobierno, quien debería de haber jugado un 

papel de mediador entre los hacendados y los campesinos, dejó de ejercer esta función 

y se unió a los hacendados, lo que obligó a los campesinos a rebelarse perdiendo una 

manera de resolver el asunto en litigio. Para probar esta hipótesis, este artículo analiza las 

rebeliones de los yaquis de Sonora en el siglo XIX.

En la época colonial los jesuitas protegían a las comunidades yaquis de las invasiones 

de los colonos españoles por medio de las misiones, jugando el papel de mediador en 

lugar del gobierno colonial, por lo que los yaquis podían mantener una vida relativamente 

pacífica. Pero después de la independencia, la situación cambió. El México del siglo 

XIX experimentó una época de caos. Los políticos disputaban por el poder, la economía 

se estancó y la sociedad se encontraba en una situación confusa. Los indios yaquis 

aprovecharon esta circunstancia inestable y empezaron a reivindicar sus propios derechos. 

Los líderes indígenas como Jusacamea, Cajeme y Tetabiate se alzaron para proteger 

su tierra contra los gobiernos que se habían aliado con los hacendados que querían 

apoderarse de la tierra fértil del río yaqui. Pero todos los alzamientos indígenas fueron 

reprimidos y la mayoría de los prisioneros yaquis fueron vendidos a las haciendas en 

Yucatán. La intervención gubernamental a las tierras comunales indígenas se intensificó 

en el régimen del porfiriato que quiso fomentar una agricultura capitalista y que deseaba 

cuantas tierras fueren posibles.

En este artículo, voy a analizar las rebeliones yaquis, enfocando en las relaciones de 

los tres sectores: los gobiernos, los hacendados y los campesinos indígenas.
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初めに

19世紀のメキシコは反乱の時代である。1821年にスペインから独立したものの，党派間の権力
闘争は果てしなく続き，経済は停滞し，社会は大混乱に陥った。先住民はそのような社会や経済
の混乱と権力の空白を利用して自部族の権利回復運動を展開した。先住民からの土地と自治権要
求は南のユカタン半島から北のソノラ州まで全国各地に及んだ。
本稿では，保守派と自由主義派による国内の権力闘争やアメリカ合衆国（以後米国と表記）や
フランスの侵略に苦悩する新国家メキシコにおいて，その混乱に乗じて自分たちの土地所有権や
政治的自治権を要求した北部ソノラ州のヤキ族の反乱について述べるものである。ヤキ族につい
ては，1911年，アメリカン・マガジン社の記者，ジョン・ケネス・ターナーが『野蛮なメキシコ』
のなかで，ディアス政権のヤキ族に対する人権蹂躙を告発し，その存在がメキシコ内外で知られ
るようになった 2）。メキシコの人類学者，アンドレス・モリナ・エンリケスも「ガリア人もロー
マ人もバンダル人さえもソノラ州の白人がヤキ族に対して行ったほど残虐で凄惨で非人道的行為
は犯さなかった」とディアスを痛烈に非難している 3）。アギラル・カミンは「ソノラの地下は墓
で満杯ゆえに固い」と戦闘で殺された無数のヤキの屍の上に成り立つソノラの歴史を表現した 4）。
スペイン植民時代には 1740年の反乱を除き特筆される武装蜂起の記録は残されていないが，独立
後樹立されたメキシコ政府に対しては 19世紀初頭から 20世紀初めまでの 100年間余，反乱が繰
り返され，干戈を交えない時期はほとんどない。フアレスは自由主義経済政策に依拠して土地の
自由化を促進し，その後，大統領に就任したディアスは，その独裁制を強化するにつれ，先住民
が所有していた共有地に対する侵食を加速させた。
本稿は，植民地時代に農園主（アセンダド）と農民の土地係争の調停役を果たしていた政府が，

19世紀にアセンダドと結託し農民と対立したことから反乱が頻発したという仮説の下に，論考を
進める 5）。メキシコの他領域での反乱の原因究明に用いたこの論理が，ソノラ州でも実証できる
かを探る。

1．部外者の侵入

米国と国境を接する現在のソノラ州に部外者として初めて足を踏み入れたのは，スペインの軍
人ディエゴ・デ・グスマン（メキシコ北西部の征服者ヌニョ・デ・グスマンの甥）である。1533年，
ヤキの族長がグスマンに「境界を踏むか越えると，皆殺しだ」と警告したという逸話が残されて
いる。だがグスマンの「突撃」という合図でスペイン軍は攻撃を開始した。それに対してヤキ族
はひるまずスペイン軍はその勇猛さにたじろいだ。当時，この地方にはユト－アステカ語族に属
するホバ語，エウデベ語，オパタ語，トゥバル語，セリ語，ピマバホ語，グアリヒオ語，タラウ
マラ語，テペワン語，マヨ語を話す先住民が住み，ヤキはこれらの部族と先住民連合体を形成し，
ヨリ（白人）の侵入を阻止していた。その後，1565年，ヌエバ・ビスカヤの軍事司令官フランシ
スコ・デ・イバラがヤキとの友好関係を築いたが，1606年から 1610年にかけて，ヤキ領域への
侵入を試みるスペイン軍とヤキの関係は悪化し，戦闘状態となった。ヤキは知事のマルティネス・
デ・ウルダイデが率いるスペイン軍を打ち破り，スペイン軍の戦意を喪失させた。だが，ヤキは
戦闘終結後イエズス会の伝道村を頻繁に訪ねるようになり，麦・果実栽培，牛馬の飼育に惹かれ，
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スペイン軍がヤキ領域に侵入しないという条件でイエズス会の伝道を受け入れた 6）。17世紀初頭，
ヤキ族は 80のランチェリア（300～400人で構成された集落）に居住し，その人口はおよそ 3万
人と推定され，共有地を基盤とする伝統的部族社会を保持していた 7）。ウルダイデに同伴したイ
エズス会士のアンドレス・ペレス・デ・リバスとトマス・バシリオは，地道な布教活動を続けヤ
キの改宗に成功した。そして 1623年，伝道地域の宗教行事と行政を円滑に行うために当時存在し
ていた 80のランチェリアを 8支族（ベレン，ウイリビス，ラウム，ポタム，ビカム，トリム，バ
クム，ココリット）にグループ化し集住させた。現在に至るまで保持されているヤキ族の 8支族
のコミュニティはこのとき生まれた。イエズス会はヤキの神官職，テマスティアンに唯一神の概
念や彼らが信仰する超自然的な存在とカトリックの聖人の同一性を説き，カトリックの宗教教義・
儀式に馴染ませ，ヤキの宗教的ヒエラルキー化を図った。ヤキにキリスト教が受け入れられると
同時にスペインの軍民制度も取り入れられた。行政組織としてアルカルデ（首長），アルグアシル
（警察長官），フィスカル（財務官）から構成されるカビルド制が導入された。軍事組織としては
カピタン・デ・ゲラ（軍司令官），アルフェレス（士官），サルヘント（軍曹），カボ（兵長），ソ
ルダド（兵卒）の階級から構成されるスペイン式の軍隊制度が模倣された 8）。農業分野でもイエ
ズス会の貢献は大きかった。採集狩猟とトウモロコシ栽培の混合経済を基盤としていたヤキ族に
定住農業化を推奨し，週 6日間の労働を慣例化した。家族は自給のために割り当てられた土地を
週 3日，男たちは共有地の土地を週 3日耕した 9）。また，イエズス会は小麦，綿花，豆，藍の栽
培法を教え，牛，馬，豚といった家畜を持ち込み，犂，荷馬車の使用を教えたので農業生産力は
向上し，各支族は余剰生産物を貯蔵することができるようになった。このような伝道村はパラグ
アイのグアラニー族との経験を基に実施された 10）。イエズス会はシナロア・ソノラ地方を 6地区
に区分して伝道活動を実施したが，他の 5地区が砂漠地帯特有の乾燥気候に悩まされるのに比べ，
ヤキ川とマヨ川の水源に恵まれたヤキ・マヨ地区は穀物の生産に適し，成功した伝道村モデルと
なった 11）。1640年代，ヤキ川北部へのスペイン人の入植とともに，レアレス・デ・カナネア，サ
ンタ・バルバラ，サンフランシスコ・デル・ヤキ鉱山が開発され，ヤキが鉱山労働者として外部
世界に働きに出る機会があったとは言え，イエズス会はスペイン王室支配から隔離されたヤキ世
界というべき「従順で有用なインディオ」共同体を創出し 12），結束力のある，生産的で安定した
伝道村を建設した。イエズス会がヤキ社会と外部社会との介在者となり，植民地政府からの防波
堤の役目を果たしたので，ヤキが直接植民地政府と接触することは稀で，彼らの伝統的社会とい
うものを保全することができた。だが，スペイン人が経営する近郊の鉱山への食糧供給によって
現金収入を得ていた伝道村にとって，鉱山はアンビバレントな存在であった。イエズス会はヤキ
社会を原始キリスト教的共同体に転換しようと，ヤキを管理したために，ヤキが彼ら本来の伝統
的な家父長的共同体を確立するのは，スペイン王室がイエズス会を新大陸から追放する 1767年以
降のことである。フー・デハートが指摘するように，ヤキ社会はイエズス会の追放後も自律的先
住民集落として生き残った例外的ケースである 13）。
一方，植民地政府は 1730年以降，ヤキの肥沃な土地への圧力を強めた。1732年，北西部の行
政区画を再組織化し，ヤキ地方はヌエバ・ガリシアから分離され，ソノラ・シナロア区の管轄と
なり，マヌエル・ベルナル・ウイドブロ大佐が知事に任命された。ウイドブロの意図するところ
は，地域へのイエズス会の影響力の排除とインディオ共有地の獲得であった。当時の法令では修
道士もインディオも納税者ではなく，植民者（スペイン人）だけが王室に納税義務があったので，
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王室にとって伝道村はインディオの改宗には必要な存在であったが税収の観点からは必ずしも優
先事項ではなかった 14）。そのような情勢下，1740年にヤキとマヨがソノラとシナロアで大規模な
反乱を起こした。イエズス会士のフアン・トバルは，ヤキとマヨがスペイン人を殺害し家畜を略
奪しているにもかかわらず，知事のウイドブロは手を拱いて適正な措置を取らないばかりか，イ
ンディオが襲撃してくると逃亡し，その上，反乱の責任をイエズス会に転化したと非難した 15）。
イエズス会の院長マテオ・アンサルドは，1743年 12月にウイドブロが反乱の原因をイエズス会
に帰したことに対して副王ペドロ・セブリアン・イ・アグスティンに対して異議申し立てを行っ
ている 16）。植民地政府による徴税や植民者による土地の強奪が引き金となって 1740年のヤキ族
を中心とする反乱が勃発したとイエズス会側は主張する。だが，フー・デハートはイエズス会に
反乱の一因を帰している。フー・デハートは，1740年の反乱の要因として以下の 3点を上げてい
る：①鉱山主とアセンダドはインディオの生産物と労働力を必要とした，②ブルボン王朝に任命
された役人と軍人が伝道村の管轄を主張した，③ヤキが伝道村の根本的変化を要求した。それら
の要因に加えてヤキ川の氾濫によって部族内に飢餓が蔓延したことが，反乱を誘発したと主張す
る 17）。飢饉が起こると通常イエズス会は貯蔵した食糧を先住民に放出するが，今回は責任者のナ
ポリ神父がカリフォルニアのイエズス会の伝道村に物資を送ったために配給する食糧がなく，ナ
ポリは救済を求めたヤキを追い返した。ナポリの無慈悲な行為がヤキの襲撃と略奪を招いた 18）。
副王のラ・コンキスタ公爵は事態収拾を図るためイエズス会の助言に耳を傾け，反乱したヤキに
恩赦を与え，ヤキ指導者の伝道村での公職復帰と奪われた土地・物品の返還を行政府に命令し
た 19）。反乱はアウグスティン・デ・ビルドソラ司令官によって鎮圧され，1741年初頭には地域に
平和が戻った。副王の命令はスペイン王室が先住民に対して寛容な姿勢で臨んだ好例である。植
民地政府は植民者と先住民間に土地係争が生じたときには，中立的立場を維持し，ときには先住
民側に有利な決定を下す場合もあった。
反乱の首謀者ムニとベルナルは副王に対して公共事業に対する労賃の支払い，鉱山での自由な
労働，商業活動への参加を要望している 20）。1740年頃，ヤキは域内でのイエズス会の干渉を嫌い，
域外での自由な労働を望んでいたことがわかる。急速に発展する辺境と人口過疎地帯における労
働力の希少価値がヤキを自由な労働市場へ駆り立て，イエズス会の閉鎖的な伝道村を浸食した。
1740年の反乱以降，ヤキはイエズス会士の監視の下での「従順なインディオ」から自分たちで部
族内のことを決定する「自律的なインディオ」へ変質した。
イエズス会が植民地国家内に半独立的共同体を建設したことに危機感を募らせた植民地政府
は，ヤキのイエズス会支配に対する不満を利用してイエズス会の勢力を削ごうとした。それでも
イエズス会の支配はスペイン王室から追放される 1767年まで続く。イエズス会の追放後，ヤキは
庇護者を失い，今度は新知事ビルドソラの植民地政策に身を晒すことになる。だが，ヤキはスペ
イン文化を自発的に受容することで自文化を保持した。馴化へ自発的に身を委ね，外部社会と距
離を置きつつ植民地社会に適応する術を習得していた。スペイン社会と直接対決する前に，その
社会を評価し，自分たちの社会を再組織化する道を選択した 21）。

2．独立以降の混乱期

植民地時代のヤキの大規模な反乱は 1740年の一度だけだが，19世紀には断続的に反乱が勃発
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した。メキシコがスペイン王室から 1821年に独立を達成し植民地時代は終わるが，その翌年の
1822年，ヤキ族はフアン・フサカメアを軍司令官に選出した。フサカメアは 1825年，州政府によっ
て軍司令官を解任されたことに端を発し，オパタ族と連合して武装蜂起した。フサカメアはソノ
ラ州の先住民に先住民によって構成される連合国の結成を呼びかけ，その独立を宣言したのであ
る。フサカメアはミゲル・イダルゴ司祭を真似て，聖母グアダルーペ像の軍旗を押し立てて進軍
したので，フアン・バンデラス（旗）の異名で呼ばれた。またフサカメア（バンデラス）は，白
人を打ち破りモクテスマ皇帝の王国を復活させるために聖母によって送り込まれたと喧伝し，モ
クテスマの正当な後継者と名乗った。バンデラスの反乱はメシア的性格を帯び，マヨ族とオパタ
族と同盟して白人の殲滅を掲げていた点からカスタ戦争であると解釈される 22）。先住民たちは，
グアダルーペ聖母像を高くかざし，モクテスマの後継者を名乗るカリスマ的人物に盲目的に服従
した。1831年公布のソノラ州憲法でヤキの自治権の制限とヤキ地域の植民の合法化が決定された
ことに端を発し，1832年，バンデラスは再び武装蜂起したが，捕縛され翌年，処刑された 23）。植
民地政府はヤキの内政にはほとんど干渉しなかったが，独立後のソノラ州政府はフサカメアの軍
司令官就任に反対し，またヤキの自治権を制限した。このような行政の抑圧的姿勢がヤキの不信
感を招き，政府と先住民間の軋轢を助長し，植民地時代の両者の協調的関係は崩れた。
バンデラスの功績は，外部の脅威に立ち向かうには部族の団結と白人との交渉力が必要である
と，部族の成員に教えたことである。また，バンデラスはヤキの歴史上初めて唯一の指導者の下
で訓練され , その司令官に服従する軍組織を確立した 24）。バンデラスがカリスマ的リーダーとし
て登場した背景にはヤキ社会の変容がある。ヤキはイエズス会追放後も分裂せずに 8支族が政治
的連合体を保持した。しかしその社会は変容していた。植民地時代末期から鉱山やアシエンダで
の賃金労働が顕在化した。自給自足的農業に従事するよりも多くの稼ぎが見込めたからである。
農業と賃金労働を兼業する先住民世帯が一般的となった。その結果，伝統的共同体組織が緩み，
階級社会も強固ではなくなった。支族長の権威は低下し，軍司令官職は世襲ではなく個人的資質
に秀でた者が選出されるようになり，バンデラスが登場したのである。バンデラスが政府軍と抗
戦する過程で，ヤキ社会は政府に反抗する者（レベルデ，武闘派），政府と同盟する者（トロコヨ
テ，裏切者），中立を守る者（マンソ，穏健派）の 3グループに分化した。穏健派のなかには鉱山
やアシエンダで働き，食糧や武器を秘密裏に反乱者に供給し，間接的に反乱を支援する者が多かっ
た 25）。
バンデラスの死後，ヤキは州内の権力闘争に巻き込まれた。保守派のマヌエル・マリア・ガン
ダラと自由主義派のホセ・ウレアは州知事のポストを巡って熾烈な闘争を展開した。この政争に
おいてガンダラはヤキの支援を求め，彼らの協力によって，1838年，政敵を下した 26）。だが，ウ
レアが権力を握ると 1842年から 1844年までヤキに対して攻撃の手を緩めず，多くの犠牲者を出
した。しかし，ヤキに支援されたガンダラが 1845年，州知事に復帰すると，ガンダラはヤキの土
地の権利や自治権を認めたので，ヤキは 1854年まで比較的平穏な日々を送ることができた。ガン
ダラはヤキ族を政争の道具に利用した最初の人物である 27）。
だが，安寧な日々も束の間で，新たな敵対者が現れた。自由主義者のイグナシオ・ペスケイラ
である。1857年，フアレスを支持する自由主義者のペスケイラ大佐が知事に選出された。彼は
1857年末，ガンダラ指揮下の保守派によって誘発された反乱軍と対決した。この反乱でヤキ族と
オパタ族がガンダラを支援し，ヤキ族はガイマスを襲撃した。1859年のガンダラの反乱ではオパ
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タ族のフアンとレフヒオ・タノリ兄弟率いるオパタ軍とヤキ族のディオニシオ・バルタサル率い
るヤキ軍が同盟して戦ったが，ペスケイラ軍に敗れた。さらに反乱が続き，ヤキ族を含めた 1,200

の兵はペスケイラ軍をグアシマスで破ったが，エルモシジョへ進軍中，政府軍に敗れ，アリゾナ
に逃亡した。1858年 10月，ヤキ川とマヨ川の開拓のためにアラモスに評議会が建設され，イン
ディオを監視するヤキ県が設置された。1859年 8月，ペスケイラ・コロニーがマヨ川領域に建設
され，フランス干渉戦争の最中，灌漑事業が始まった。ペスケイラは自分の知己たちに土地の所
有を認め，5年間，税金を免除し，人口増を条件に役人を任命する権利も付与した 28）。だが開拓
計画は 1865年，タノリ兄弟が率いた反乱によって中断した。マキシミリアン皇帝を支えるフラ
ンス軍の干渉はソノラ州の内紛を深刻化させ，ヤキはペスケイラ派とタノリ派の 2派に分裂した。
ペスケイラはフランス軍とその同盟者に対抗するためにヤキの兵士を含めた 6千の軍を編成した
が，最も勇猛なヤキの山岳民たちはタノリ兄弟の影響を受けフランス軍を支持した。ヤキは恒常
的な戦争状況の中で鉱山やアシエンダで労働力を売る者，軍に志願する者，山地に避難する者へ
分かれた。陣営に関係なく先住民兵士は戦場で勇猛果敢に戦ったので，ヤキ共同体は傭兵の貴重
な供給源と見なされた。あらゆる党派が権力掌握と政策実現のために先住民の支持と協力を求め
た。1867年，マキシミリアンが処刑され，フランス軍が撤退すると，ペスケイラはヤキとの全面
戦争に着手し，同年 10月，ヤキとマヨに対して大規模な攻撃をしかけ，両部族を屈服させ，1868

年末，和平協定を結んだ。

3．カヘメ（ホセ・マリア・レイバ）の反乱

中央政府と州政府の土地収奪に頑強に抵抗したのが，ホセ・マリア・レイバ，通称カヘメ（水
を飲まない男）である。カヘメは 1837年，ヤキ族のフランシスコ・レイバとファナ・ペレスを
父母としてソノラ州のペシオウ（現在のエルモシージョ）に生まれた。幼い頃から，民芸品販
売，農業，牧畜業に携わる人々の中で育ち，ガイマスへ移ってから自由主義者カエタノ・ナバロ
から教育を受けた。1854年，フランス人伯爵ガストン・ラウセー・デ・ブルボンに率いられた海
賊が侵入すると，ホセ・マリア・ヤネス将軍指揮下の義勇軍に入隊し，侵入者を撃退した。1857

年，自由主義憲法が公布され，改革派と保守派間での内乱が始まった。サンブラス大隊に召集さ
れたカヘメは，改革の大義に呼応し，イグナシオ・ペスケイラ指揮下の自由主義派の軍に志願し
た。その後，シナロア州のマサトランに移り，自由主義派のパブロ・ラガルマ軍に入隊し，ピマ
族，オパタ族，ヤキ族とともに保守派を打ち破った。1867年から 1868年にかけて，反乱するヤ
キと対立するソノラ州政府軍側に参加し，その後も対ヤキ戦で活躍した。1874年，それらの戦功
を評価され，州知事ペスケイラによってヤキの族長（アルカルデ・マヨル）に任命された 29）。彼
の任務はヤキの武装解除と地域の和平化であったが，ヤキ共同体はカヘメが 8支族を政治的に支
配することに反対した。そこでカヘメは州政府軍の助けを借りてヤキの軍事指導者たちを殺害し，
自身で最高族長であることを宣言した。しかし，殺害によって地域の政情が不安定化したために，
州政府は彼の族長就任を撤回した。州政府の支援を失い部族からも追跡されたカヘメは，部族の
有力な神官団に近づき，自己の生き残こりのための交渉をした。カヘメがその軍事力をヤキ族の
ために提供するということで合意が成立し，カヘメは部族会議と神官団の意向に従うことを認め
た。ヤキは州政府軍との戦闘という緊急性ゆえにしぶしぶカヘメとの協定を受諾した。カヘメに
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とってこの軍事職復帰は州政府に対する復讐の到来を意味した 30）。1875年，フランシスコ・セル
ナ将軍がペスケイラの知事としての正当性を否定して反乱を起こしたとき，カヘメは呼応して蜂
起した 31）。カヘメ軍とセルナ軍の両軍との戦闘を強いられた政府軍はセルナ軍を鎮圧するためヤ
キ領域から撤退した。政府軍を撤退させたことで，カヘメの地位は強化された。
植民地時代，ヤキ族は 8つの支部族から構成されていた。各支族は土地所有権を認められたが，
共通の共同体に帰属し，テマスティアン（神官）を宗教的核とする部族連合体を維持していた。
カヘメは継承されてきた古いシステムを尊重しながらも，白人社会の軍事制度も導入した。各支
族は自治権を保有していたが，全部族に関連する事柄は最高意思決定機関である部族会議で決め
られた。土地の共有権は個人所有権に優先し，社会生活の原則は組織によって決定された。これ
らのシステム変更は，相次ぐ戦乱で弱体化していた 8支部族の共有地制度の再編を促し，成員の
政治への関心を高めた。部族会議を構成する役職者は全体の総意で決定されたが，宗教職は例外
で神官を志す者は若い頃から修行を重ね段階的に叙階を上っていった。カヘメは意思決定の迅速
化を図るために部族会議の外に，旧組織を改組した 3つの役職を置いた。政治は代官（ゴベルナ
ドル），司法は裁判官（アルカルデ），軍事は司令官（カピタン）がそれぞれ担い，全員が各支族
の評議会の総意で選ばれた。カヘメは選出された各代官に行政職を任せ自分の忠実な部下にした。
また，宗教儀式や祭りを司るテマスティアン職を復活させ，その宗教的ヒエラルキーを復元した。
カヘメはこれらの役職に加え，恒常的戦時体制に対応するために重要な改革として総司令官（カ
ピタン・ヘネラル）職を設置し自らが就任した。これらの改革によって，旧来の共同体の慣行が
復活し，成員は割り当てられた土地でトウモロコシを栽培することが義務づけられた。貯蔵用の
穀物倉，武器庫，故障した武器の修理所も設けた。また，部族の財政も彼の担うところとなった。
戦費を賄うため旅行者に対する通行税，領域内（陸・川）流通の商品に対する関税，塩田の開発
税を設けた。この他にも地域市場での農産物や家内工業品（カーペット，椅子，綿布，毛布，帽
子）の売買を促進した。得られた収入はブラックマーケットや米国で武器弾薬の購入に充てられ
たが，旅行者や脱走兵からの押収品，アシエンダから奪った家畜も戦費に充てられた 32）。このよ
うな新しい税制の導入はヤキの歴史上，初めてのことであった。カヘメの大胆な部族内改革断行
を可能にした一因は，彼が長年故郷を離れ外部世界を経験し伝統的部族社会に疎遠であったこと
である 33）。
一方，ソノラの政界では権力の交代が起こった。フアレス派の知事であったペスケイラに代わ
り，1878年以降，ディアスの中央集権体制を支持するルイス・トーレス，ラモン・コラル，ラファ
エル・イサバルが台頭した。新興勢力はヤキ川とマヨ川の大規模開拓に乗り出した。州知事のトー
レスは開拓者に土地を分配し，先住民を農業植民者にしようとした。ディアスはソノラに地理開
拓委員会（CGE）を派遣し，測量した土地の分割を担当させ，灌漑施設を備えた開拓村の建設を
推進させた。マヨ川流域では土地の分配に成功したが，ヤキ地域ではカヘメの反発で失敗した。
カヘメは政府側に寝返った部下のロレト・モリナの処罰を要求したが，州政府はモリナの処罰を
拒否したため，カヘメは 1885年 2月から接収した 22隻の船を焼却し，北のウレスから南のアラ
モスまでのアシエンダを攻撃した。政府軍が反撃したので，カヘメはエル・アニルに砦を築かせ
た。ゲリラ戦を得意としていたヤキ族には砦を築き，敵の攻撃に備えるという発想はなかった。
政府軍は砦を攻略できず退却した。カヘメはエル・オンテメ，エル・ブアウタチベも要塞化した
が，立て籠もるヤキは食糧と弾薬が不足した。1886年 5月，雨季の到来とともに，天然痘が流行り，
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空腹と疲労で一部は投降したが，カヘメは降伏を拒否し山地へ逃れた 34）。ヤキ穏健派からの支援
によってカヘメは逃亡したが，1887年，潜伏先のガイマスで密告により捕縛され，ココリット近
郊のクルセス村で銃殺刑に処せられ，50歳の生涯を閉じた。
捕虜となったカヘメと対談した，後の州知事ラモン・コラルはカヘメの印象を回顧録の中で以
下のように語っている。「筋骨逞しいインディオを想像していたが，実際のカヘメは痩身で，慎ま
しかった。その理由を尋ねると，潜伏しながら食べるものもなく，眠る時間もなく山野を彷徨す
ることは快眠・快食の日々とは全く違うと，自嘲気味に答えた」。コラルはおよそ 10年間，ヤキ
族とマヨ族をほぼ完全に掌握したカヘメの指導力と過酷な自然条件のなかでひもじさに耐えるヤ
キ族を称賛している 35）。
カヘメは，メキシコ人同士が内紛に明け暮れている間に，内部の活性化を図り，伝統的ヤキ社
会を復活させた。カヘメの基本的戦略は，伝統的領域を超えてヤキの領域を伸長することではな
く，ヤキに正当に帰属すると要求してきた自治を強化し，保持することである。それ故，カヘメ
の立ち位置は本質的に防衛的である 36）。ディアス政権を支持するソノラの政治家とアセンダドが
結束してカヘメが確立したヤキ自治領域を浸食したことが，カヘメの反乱の引き金となった。ヤ
キは政府軍を後ろ盾に土地を浸食するアセンダドに追い込まれ，反乱を余儀なくされた。政府と
アセンダドの緊密な同盟の前に孤立した先住民が生存をかけて戦った構図が浮かび上がる。

4．ディアス政権下のソノラ州開発

1856年，教会や先住民共同体などが保有する土地を個人所有者に転換させる目的で制定された
「永代所有財産解体法」（レルド法）とともに 1883年公布の「拓殖法」はメキシコの農地構造を一
変させた。この法律は，所有権の不明な荒蕪地を測量し，土地所有者の登記を促進することにあっ
たが，測量会社に測量した土地の 3分の 1が無償で譲渡されたために，権力者と外国人による土
地専有化の原因となった。実際は先住民の土地でありながら荒蕪地と宣言された土地は共有地保
有者の権利として 3分の 1の保有は認められたが，残りの 3分の 2は国家所有となり，近隣の大
土地所有者に転売された 37）。また，1892年に「鉱山法」が成立し，鉄道網の発達も追い風となり，
メキシコの鉛，石炭，銅，グラファイトの米国への輸出が増大した。「鉱山法」の公布によって植
民地時代から継承されてきた，「地下資源は国家に帰属する」という伝統的な所有概念が変更され，
国家は地下資源の唯一の所有者であることを止め，外国人を含む個人にも地下資源の開発権が譲
渡されたのである 38）。

1889年，測量士ガルシア・ペニャ大佐が率いるソノラ科学委員会が創設された。度重なる戦闘
で無人化したヤキ河岸は東から西にココリット，バクム，サンホセ，トリム，ビカム，ポタム，
ウイビリスに区分化された。これらの区分地域は 3～ 4ヘクタールの 100ロットからなる 5区画
に分割され，白人と先住民に一世帯当り 1.5ロットが分配され，住居用の敷地とセットで付与さ
れた。当初，小規模自営農民のコロニー建設が目的であったが，徐々に土地投機の対象となり，
また，軍人たちに戦闘参加報酬として付与された土地も増加し，大農園が生まれた。ウイリビス
に 15,000ヘクタールの区画を獲得したロレンソ・トーレス将軍はそれをガイマスのサルスベリ
社に売却し，サルスベリ社はカリフォルニアの農夫たちに転売した。さらにロレンソ・トーレス
は，ラウム・コロニーも占拠し，ガムチル農園を獲得した。また，大地主のカルロス・コナント
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は，1890年，政府からヤキ川とマヨ川流域に 50万ヘクタールの土地開発権を獲得し，ニューヨー
ク資本と提携してニュージャージー州にソノラ・シナロア灌漑株式会社を設立した。その開発権
には，入植者から収穫の 8分の 1を徴収する権利と川水の 3分の 2を利用できる水利権が含まれ，
その代わり入植者に水を供給する義務を負った 39）。だが，運河は 13キロしか建設できず，収穫
の 8分の 1を住民から徴収できなかったために，徴収は金銭で行われるようになった。その後，
ニューヨークの投機家はヤキの攻撃と建設の遅れから撤退し，それをソノラの資本家が代替した。
1901年，運河建設はヤキの反乱と土木工学上の問題により失敗に終わり，資本家たちには土地で
清算された 40）。
ディアス時代のソノラ州最大の土地開発プロジェクトはリチャードソン建設のものである。リ
チャードソン社はロサンジェルスに本部を構え，破産したソノラ・シナロア灌漑株式会社の不動
産と灌漑施設を購入し，ニューヨークとソノラのエスペランサに事務所を開設した 41）。ヤキ地方
に 176,000ヘクタールの土地を入手し，3百万ドルを投資して 1秒間 55,000リットルが利用可能
な灌漑施設を建設した。リチャードソン社は効率性を重視し，厳格で貪欲な合理的精神でビジネ
スを行った。同社の開発によってヤキ流域に白人の入植地帯が広がった。だが，同社は入植者と
の契約を履行しないばかりか自社の利益になる事業しか実行せず，植民者に恩恵を与える事業を
放棄した。そのため小規模農民は同社の運河を分岐したり，塞いだりして，利益を守った 42）。

1876年，大統領に就任したディアスが目指した近代国家というものは，農業，工業，貿易，交
通機関への外資導入によるメキシコ新国家の建設であり，それは欧米先進国を模範とする資本主
義的近代化であった。ディアスを支える官僚たちは，実証主義と社会ダーウニズムに心酔し，「進
歩と秩序」をスローガンに，国家の近代化に邁進した。資本主義的近代世界へ参入するには，政
治的に中央集権的で文化的に均質な国家を必要とした。その統合化の過程で，全国各地に残存す
る多様な先住民社会は中央の国民文化に同化を迫られ，民族的差異は漸進的均質化の前に消滅の
危機に瀕した。
国家統一を推進する手段として，未開で野蛮な社会と文明化された上位社会との対決の構図が
描き出された。ディアス政権は “ 後進的な ” 先住民社会の同化を試みたが，ヤキが執拗に抵抗す
ると彼らをソノラ州から駆逐しようとした。ソノラ州の政治家や経済人はヤキを経済発展の阻害
要因と見なし，連邦政府と協力してヤキの殲滅を計画したのである。ヤキ渓谷の戦争と開拓に参
加したマヌエル・バルバスは「獰猛で頑迷なインディオよ。お前たちの人種が消滅したくなければ，
人類史から永久に消えたくなければ，進化し，文明化しろ。鷲や野獣のように追い詰められて絶
滅されたくなければ，抗しがたい進歩に（順応し，）お前たちの殲滅の口実を与えるな」と警告し
ている 43）。

5．テタビアテ（フアン・マルドナド）の反乱

カヘメという卓越したリーダーを失うと，ヤキ族の結束は弛緩し，白人の侵入に対する抵抗が
弱体化したが，水面下では新たな反乱の芽が生まれようとしていた。そして新しいリーダーが現
れた。カヘメの部下であったフアン・マルドナド，通称テタビアテ（石をひっくり返す男）であ
る。テタビアテは約 400名のヤキ兵を率いていたが，15～ 30人の兵士で構成される小隊で奇襲
攻撃を行っては，バカテテ山地に逃げ込む戦法を取った。敵を急襲して即座に逃亡する「ヒット・
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エンド・ラン」という典型的なゲリラ戦法である。百戦錬磨の少数部隊が多勢な正規軍を悩ます
効果的な戦法である。どこからともなく現れて，正規軍に打撃を与え，瞬く間に逃走するテタビ
アテ軍に州政府は手を焼いた。ゲリラ戦法が功を奏したのは，テタビアテの個人的能力に負うば
かりではない。カヘメが築き上げた政治・軍事・財政・生産・商業システムは崩壊したが，それ
までに構築された武闘派（レベルデ）と穏健派（マンソ）間の協力関係が存続していたからであ
る。穏健派はアシエンダや鉱山で働き，武器や食料を武闘派に供与した。ヤキの中には戦時には
闘い，平時にはアシエンダや鉱山で働き英気を養う者もおり，武闘派と穏健派を截然と線引きは
できなかった。武器の供給に関してはガイマスの武器商人たちが暗躍した。彼らはヤキ族に戦争
を継続させるために穏健派を介して武器を供給する一方で，政府軍にも武器弾薬を販売し大儲け
した 44）。一方ヤキの労働力を当てにするアセンダドと鉱山主は反乱者を匿い，生活必需品や武器
を供給した。元来，人口過疎地のソノラの労働力は，戦乱により犠牲者が増え，さらに越境して
アリゾナへ避難するヤキが相次いだことで一層減少した 45）。また，州北部の鉱山開発と鉄道建設
は喫緊の労働力を必要とした 46）。アセンダドは，労働力が逼迫し賃金が上昇する労働環境でヤキ
農民を引き留める必要があった 47）。メキシコの他地域で一般的であった，政府とアセンダドが連
携しインディオと対立する構図が，ヤキ地域では労働力確保という特殊な事情から必ずしも成り
立たなかった。
州政府は 1892年，平定の糸口を探るため，ディアスの助言に従いアシエンダやランチョで働く
すべてのインディオのリスト作成に着手した。雇い主は不本意ながらもインディオの管理をせざ
るを得なかった。穏健派を識別するためのパスポートが作成された。書類のないヤキはすべて反
乱分子と見なされた。だが，トーレス，コラル，イサバルの三頭政治の抑圧的政策は，ヤキを労
働力とするアセンダドの利益を阻害したので，しばしば彼らはヤキ族の動向を報告せず，ヤキ族
の平地から山地への移動を黙認した。雇い主の多くは，良質なペオンを失う危惧から政府のヤキ
探索計画に好意的ではなく，逃亡を幇助する者まで現れた 48）。一部のアセンダドとヤキは労働力
を介して強固に結びついていた。

1896年末，膠着状態を打開するために，フランシスコ・ペイナド大佐はテタビアテとの和平交
渉を始め，1897年 1月，ルイス・トーレス将軍はテタビアテとオルティス休戦協定を結んだ。ヤ
キ族は恭順する代わりに合法的に土地，食糧，家畜が与えられ，テタビアテはメキシコ軍予備兵
の隊長となった。ヤキ夫婦に 3.5ヘクタールが，ヤキ成人男子に 1.0ヘクタールが，ヤキ未成年
者に 0.5ヘクタールが，敷地と共に付与された。州政府はオルティス協定によって自営農民創設
を重視したようにみえるが，実際はヤキの伝統的生活様式の破壊と集団的労働制度の崩壊を狙っ
た 49）。ヤキは 1899年 7月，バクムとビカムで再び武装蜂起した。州政府がオルティス協定で約
束したヤキ流域からの軍の撤退と自治権の付与を一向に実行に移さなかったからである。政府軍
の攻撃に対してヤキの 3,000人はバカテテ山地のマサコバ台地に立て籠もった。1900年 1月 18日
早朝，政府軍の総攻撃が開始され，戦闘は日没まで続いたが，ヤキの戦士たちは追い詰められ，
降服を潔しよしとしない者たちは断崖から身を投げた。戦場には 400人の死体が残された。1,000

人以上の捕虜のほとんどは女と子供であった。政府軍側には 54名の死者と 124名の負傷者が出
た 50）。テタビアテは 1901年 7月，戦死したが，彼の忠実な部下であったイグナシオ・モリ，ル
イス・マツス，ルイス・エスピノサはバカテテ山地に立て籠もり，小隊を率いて州政府に抵抗を
続けた。一方，ルイス・ブレ，リノ・モラレス，フランシスコ・ウルバレホに率いられたヤキは
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トーレス将軍の和平提案を受け入れ，食糧，衣服，家屋用の土地を提供された。また軍務にも服し，
約 500名が連邦予備軍に入隊した 51）。テタビアテの反乱勃発の原因は，アセンダドの土地拡張要
求に応えた政府軍がヤキの領域に駐留しヤキの自治権回復を履行しなかったからである。政府と
アセンダドの同盟を前にして孤立したテタビアテは，部族の命運をかけた絶望的な反乱に突き進
む道しか残されていなかった。
政府は頑なに抵抗を続けるヤキをソノラから追放する決定を下し，捕虜となったヤキを年齢・
性別を問わず，オアハカ州のバジェ・ナショナルとユカタン半島へ奴隷として売った。この追放
計画はソノラ州知事のルイス・トーレス，副大統領のラモン・コラル，ユカタン州知事兼勧業省
大臣のオレガリオ・モリナの三者間で策定された。モリナはユカタン州最大のアシエンダを経営
し，エネケン栽培で成功していた。このメキシコの南北間契約が取り交わされたのは，政府に反
抗する者の排除と安価な労働力の獲得というソノラ，ユカタン，連邦政府の政治家たちの思惑が
一致したからである。異分子を排除し繁栄するエネケン産業へ労働力として供給する計画が中央
の権力者，軍人，モノカルチャー経営者を結合させた 52）。ディアスは，捕らえらた場所にかかわ
らず男，女，子供は全員，ユカタンに追放を命じ，5,000人のヤキ族（マヨ族，パパガノ族，オパ
タ族も含む）が故郷を追われた 53）。3年半の間に 15,700人がユカタンの農園に送られた。インディ
オ 1人当たり，65ペソで売られ，その内，船積み責任者のフランシスコ・クルス大佐には 10ペ
ソの手数料が入り，残りは国防省の収入となった。インディオが残した土地，家，家畜もソノラ
の軍人の所有となった 54）。

1890年代に捕虜となったヤキはマンサニジョやサリナ・クルス経由でオアハカのバジェ・ナショ
ナルのタバコ農園に送られた。ユカタンへの輸送は，ルイス・トーレスが司令官として指揮した
マソコバ虐殺以降の 1900年代に始まった 55）。“ 移住契約 ”（平定過程で残忍なテタビアテの敵対
行為で捕虜となったヤキにアシエンダで仕事の提供）は 1900年 6月，勧業省とカンペチェ出身
の企業家マヌエル・デ・アリグナガ・イ・グティエレス間で結ばれた。強制移住は 1902年から
1908年まで断続的に実施された。1908年 2月にはユカタン半島に 2,500～ 3,000人のヤキ族が居
住し，1911年には 5,000人に達し，バジェ・ナショナルより人数が多かった 56）。だが，メキシコ
革命が勃発しディアス独裁体制が打破されると，次第に帰郷するヤキが増えた。20年代まで続く
帰郷者の増加はエネケン相場が 1909年に急落したために，ユカタン州のアセンダドがペオンを必
要としなくなったことも影響している。追放政策は，戦闘による混乱，エネケン農園の労働力不
足，ヤキという厄介な存在など，国家が抱える様々な問題の解決策となった。帰還希望者の多く
は故郷に戻ることなく，革命戦争で徴兵された。たとえ帰郷が叶っても生まれ故郷では“ユカタン・
ヤキ ”と蔑称され，歓迎されず疎外感を味わった 57）。

6．メキシコ革命後のヤキ族

メキシコ革命の勃発でディアス独裁政権は倒壊し，メキシコ社会は新たな混乱に陥った。この
政治的騒擾はヤキへ影響を与えずにはいなかった。ヤキはディアスの強圧的政治から解放された
のも束の間，革命勢力間の抗争に巻き込まれた。19世紀のメキシコの政争に翻弄され，すでに
分裂していたヤキは 20世紀初頭のメキシコ革命によって四分五裂した。革命期にヤキと深く関
わりをもつ政治家はホセ・マリア・マイトレナである。マイトレナ家は 19世紀初めからヤキ地
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域北部からガイマスにかけて 8つのアシエンダを経営するソノラの素封家であった 58）。アラルコ
ンは，マイトレナ家が所有する土地面積は 73,323ヘクタールでその不動産価値は 626,628ペソと
見積もった 59）。ホセ・マリア・マイトレナはペオンに対して思いやりがあり慈悲深いパトロンと
して地域のインディオからは慕われていた 60）。ヤキがバカテテ山地とガイマス盆地へ出入りする
にはマイトレナ家が経営するアシエンダ，ラ・ミサを通過しなければならなかった。ラ・ミサは
この地域で最大のアシエンダで，ここで働くヤキも多かった。また，政府軍に追われたヤキがし
ばしば匿われた 61）。マイトレナ家は，自由主義者フアレスに支持されたペスケイラや独裁者ディ
アスに支持されたトーレス，コラル，イサバルが強硬なインディオ平定策を進める中，インディ
オの窮状を理解し家父長的愛情を示したアセンダドであった。ディアス派と対立してヤキを庇護
したマイトレナ派のアセンダドとしてフランシスコ・モラレス，アントニオ・ノリエガ，カルロ
ス・マイトレナ，ビクトル・アギラル，フランシスコ・セルナが挙げられる 62）。マイトレナ一族
はソノラの名門家系であったが，ディアス政権が推進する中央集権的政策に反対し，ソノラで指
導的政治勢力にはなり得なかった。その理由として，マイトレナ家がソノラの地域経済と伝統的
アシエンダ経営にしか関心がなく，中央政府が展開する米国を視野に入れたグローバルな経済圏
構想と資本主義的近代農業に対応できなかったことが挙げられる。だが，1910年，フランシス
コ・マデロが暫定政府を米国で打ち立て，ソノラの代表にホセ・マリア・マイトレナを任命した
ことでマイトレナの存在感が一挙に高まった。ディアス派に排除され冷遇されていたマイトレナ
は「民主主義と再選反対」のスローガンを掲げるマデロの登場を失地回復の絶好の機会と捉えた。
1910年 5月，マイトレナは暫定知事に就任し，その後 1911年 9月，選挙で知事に選出された 63）。
1911年 5月，ディアスはフランスに亡命し，同年 11月にマデロは大統領に選出された。マデロ
はソノラ遊説中，ヤキ族と会談し革命支援の見返りに土地返還の約束をした。その結果多くのヤ
キがマデロを支持した。モリ，マツス，エスピノサに率いられた 600名とシバラウメの 500名が
マデロ軍に参加した。だが，ブレ，モラレス，ウルバレホが指揮する残りの 500名はディアス派
のトーレス指揮下の連邦軍に与して，革命の流れを阻止しようとした。革命初期にヤキはマデロ
派，親ディアス派に大きく分裂した。だが，その後，親ディアス派のブレ，モラレス，ウルバレ
ホは革命軍の新しいリーダーである，護憲派のオブレゴンに加担した。各リーダーたちは土地，
自治権，武器援助などの便宜を図ってくれるメキシコ人の政治家や軍人を個別に支持した。ヤキ
はイデオロギーにはあまり関心がなく，ある意味，傭兵化していたとも言える。
マデロとマイトレナがヤキに提案した土地の返還と自治権の復活は革命戦争の進行過程で，な
かなか進捗しなかった。そのためヤキは不満を募らせ，ヤキ川流域を占拠した。ヤキとの和平交
渉が容易に進展しないことを憂慮したマイトレナはヤキの指導者たちに首都でマデロとの会談を
提案した。そして 1911年 9月 1日，マデロとヤキ代表団の間でタクバヤ協定が結ばれた。この協
定の骨子は，1．ヤキ川流域の国有地を政府資金で開発し，耕地化するヤキに日給 1ペソを支払う
こと，2．耕地と運河が開かれた場合，各世帯に 3ヘクタール，成人には男女を問わず 2ヘクタール，
未成年者には 1ヘクタールが分配されること，3．各支族の領域内に学校と教会を建設するこ
と，4．連邦・州政府の承認の下，ヤキのリーダーを選出できること，5．意見の相違は武器では
なく裁判で解決することという 5点である。だが，政府が約束した土地はヤキが必要とする土地
の 3分の 1に過ぎず，しかも州内で最も痩せた土地であった 64）。マイトレナはヤキの反乱を鎮め
るにはヤキに土地を返還するしかないことを理解していたが，政府には必要な土地を購入する財
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力も接収する政治力もなく，タクバヤ協定は空手形に終わった。マイトレナはヤキとの関係を農
園主とペオンという家父長的なものと考えていた。マイトレナはヤキが武器を置くことを条件に
ヤキ川流域の土地の一部の返還と自治権の付与を念頭においていたので，土地の全面的返還を要
求するヤキとは最終的に相いれない関係であった 65）。一方， パディジャは，マイトレナとヤキ族
の関係はそれほど家父長的な性格のものではなく，状況的なものだったと考察している。マイト
レナは社会的混乱の解決法の一つはヤキ族の米国への移住と考えていたことをその理由に挙げて
いる 66）。しかし，ヤキの過半がマイトレナを支持したのは，峻烈にヤキを討伐するディアス派の
政治家や護憲派のオブレゴンに比べて少なくとも温情的政策を実施したマイトレナに共感を抱い
たからである。マイトレナの政治的判断が錯綜したために日和見主義，優柔不断の批判を受ける
が 67），それは彼が良家の 2代目という恵まれた環境に育ったことも関係しているであろう。
その後，革命はビクトリアノ・ウエルタが 1913年，マデロを暗殺したことによって，さらに

混迷を深め，ソノラではアルバロ・オブレゴンとエリアス・カジェスが台頭し，彼らとチワワの
フランシスコ・ビジャが対決する。マイトレナはオブレゴン，カジェスと袂を分かちビジャと同
盟を結んだためにヤキは両陣営の対立で 2派に分裂した。一方，一切の妥協を許容しないルイス・
エスピノサは，マイトレナが 1915年，米国に亡命した後も，オブレゴンと闘い続けた。オブレゴ
ンは 1926年，土地返還を求めて武装蜂起したヤキを 2万の兵と空爆で制圧した。これがヤキの最
後の抵抗であった。1937年，カルデナス大統領はヤキ地域にエヒード制（集団農場制）を導入し，
ヤキ川右岸の耕作地の付与とアンゴストゥラ・ダムから灌漑に必要な水を供給することを約束し
た。だが，その後，メキシコの北部では資本集約型の商業的農業政策が振興され，労働集約型の
農業は廃れた。その結果，ヤキの良質で廉価な労働力は歴史上，初めてその価値を失った。また，
ダム建設でヤキ川の水流が変わり，自然洪水は起こらなくなった。水資源を奪われたヤキは水を
購入するために国立エヒード信用銀行から融資を受けた。銀行は融資の見返りに商品穀物の作付
を条件としたので，ヤキの伝統的自給自足的農業は衰退した 68）。

結び

本稿は，植民地時代にアセンダドと先住民の調停役を果たしていた政府が，独立以降，アセン
ダドと結託したことが農民の反乱を誘発したという仮説について実証研究を行った。他地域と異
なり，ヤキ地域では植民地時代に政府に代わり白人植民者からヤキを庇護したのはイエズス会で
あった。他地域の修道会の先住民庇護は 16世紀には効力を発揮したが，17世紀以降は植民地政
府の先住民平定政策と在俗教会の進出によって修道会は徐々に勢力を失った。だが，北部辺境地
帯のソノラでは，植民化の遅滞と先住民の過疎によって広大で強大なアシエンダの形成が遅れ，
イエズス会が活動する余地が十分にあった。植民地時代，ソノラのヤキ領域では，イエズス会が
政府の代替機構として調停機能を担い，伝道村を介してスペイン人入植者と先住民の軋轢を緩和
した。
独立以降はヤキ族，マヨ族，ピマ族，オパタ族が白人の土地強奪に対して断続的に反乱を起こ
し，部外者の侵入を食い止め，特にヤキ族は土地と自治権を維持できた。バンデラス，カヘメ，
テタビアテ等の先住民指導者が率いた頑強な抵抗が白人の侵入を阻止した点がソノラの特徴であ
ろう。だが，これらインディオ領袖の抵抗にもかかわらず，フアレス自由主義政権の誕生ととも
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にインディオ共有地の土地自由化政策が強化され，ディアス政権では米国の経済圏に組み込まれ
た資本主義的近代農業が推し進められた。連邦政府と州政府は土地の拡張を望むアセンダドの要
望に応え，敵対するヤキの反乱をすべて鎮圧して，ヤキから奪った土地を国内のアセンダドや外
国人投資家に付与した。またこれらの押収された土地は政府要人と軍人にも分配され，新たなア
センダドを生み出した。近代化政策によって国家の統一を進める政府と経済的発展を欲するアセ
ンダドの利害がインディオの排除という点で一致した。アセンダドとインディオ間の土地係争に
関して調停役を果たすべき政府はアセンダドに与し，ヤキに対する苛烈な戦闘をしかけたので，
紛争解決の手段を失ったヤキは武装蜂起せざるを得なかった。
しかし，ソノラでは中央政府が展開する米国を視野に入れたグローバルな経済圏構想と資本主
義的近代農業に賛同できないマイトレナのような一部のアセンダドとヤキ間の協調関係が見られ
た。その原因は北部乾燥地帯における労働力不足である。伝統的な集約的農業に執着するアセン
ダドは貴重な労働力であるヤキと敵対することは許されず，むしろ彼らの後ろ盾となり連邦・州
政府のヤキ殲滅作戦に抵抗した。ヤキ地域では労働力不足という特殊な事情によって伝統的アセ
ンダドとインディオの対立関係は成立しなかった。

注

１）「ヤキ」という名称は，彼らの領域名ヤキミが語源と思われるが，ヤキミに住む先住民自身は「ヨ
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〈研究ノート〉
El significado de los Títulos primordiales 

para los pueblos coloniales y actuales
1）

Yukitaka Inoue

要　　旨
本稿では近年研究が進んできた権原証書（Títulos primordiales）を取り上げ，過去
から現在まで村人にとってこれらの文書がいかなる意味を持ってきたのかを考察する。
この目的のために，まずは権原証書の多様性を示すいくつかの具体的事例を考察する。

4編の文書から成る『アトラプルコ権原証書』の例では，その内容および当局に提
出された歴史的経緯を考察することで，別々だった文書が歴史上のある時点で一つに
まとめられた可能性が指摘される。次に，フィールド調査中に知ったある村の事例では，
現代の住民が大事にしている「権原証書」は実際には 20世紀に国立文書館職員がタイ
プライターで転記した 18世紀の裁判記録の抜粋であることが明らかになった。この事
例からは，歴史学者が権原証書と呼ぶ文書と現代村落の人々がそのように呼ぶものの
間が大きく異なるという事実が指摘できる。さらに，『テテルコ権原証書』の事例から
は，ある時点で文書が「発明」された可能性が示唆される。
その上で，3点に絞って権原証書の意味を考察する。まず，先スペイン期の伝統が
一定程度反映されていることは否定しがたい。権原証書作成の目的が外部（スペイン
人）に見せるためだったのか，内部（共同体内）での使用のためであったかは研究者
の間で議論が続いているが，外部使用か内部使用かの二者択一ではなく，「内部で用い
るために作られたが必要に応じ外部に対しても使用した」といった柔軟な可能性も考
える必要があろう。次に権原証書は「文書としての生」を終えていない，生きた文書
である。それゆえ，時代とともに形を変え，村人にとっての文書が持つ意味も時代と
ともに変化する可能性を考える必要がある。最後に，現在のメキシコ市内の旧先住民
村落（pueblos originarios）では，植民地時代に由来する「古い文書」がこれらの村の
歴史や文化が近年見直される中で新たな価値を持ち始めている。人類の記憶（ユネス
コ記憶遺産）に登録された『クアヒマルパ絵文書』はその顕著な例である。
以上のように現代までを射程に収めることで，権原証書の定義に見直しの余地があ
ること，村人にとっての文書の意味が歴史的に変化し得ることが明らかになる。権原
証書の研究は植民地時代の文脈に閉じてなされることが多かったが，現代を視野に入
れることによって，植民地時代の文書を扱う上でも新たな分析視角がもたらされるの
ではないだろうか。

キーワード
メキシコ（México），植民地時代（época colonial），土地（tierra），権原証書（Títulos 

primordiales），旧先住民村落（pueblos originarios）
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Introducción

Los Títulos primordiales han sido estudiados desde distintos ángulos en las últimas 

décadas. En el presente estudio retomaremos este tema con un nuevo propósito que 

no consiste en agregar un análisis más de algún documento o su discurso en particular, 

sino en reflexionar sobre lo que han significado estos documentos para las propias 

comunidades. De manera que partiremos de dos preguntas fundamentales: ¿qué han 

representado objetivamente estos documentos para la gente del pueblo a lo largo de los 

siglos? y ¿cómo han concebido ellos subjetivamente este tipo de documentación en las 

diferentes etapas históricas?

1. Títulos primordiales

Antes de entrar en la discusión, comencemos con una descripción general de los 

Títulos primordiales. Podemos decir que son documentos sobre las tierras de los pueblos 

indígenas y que generalmente fueron redactados en los mismos pueblos durante la época 

colonial. Muchos de los Títulos del Valle de México y de sus alrededores están escritos en 

lengua náhuatl con la escritura alfabética, mientras que hay otros que están en castellano; 

además, hay casos en que se conservan solo las versiones traducidas al español
2）

. Varios 

de estos documentos contienen mapas y/o láminas con dibujos, en los cuales muestran 

visualmente la traza del pueblo, las figuras de sus fundadores o la llegada de los españoles 

a él. Podemos señalar que narran básicamente la fundación o establecimiento del pueblo 

en el contexto novohispano, es decir, resultado de la reordenación o reorganización de la 

población indígena al efectuarse la congregación y precisan su cuaxochtli, término nahua 

frecuentemente usado para indicar “linderos” o “límites” del pueblo (Inoue 2006).

La elaboración de los Títulos primordiales ha sido relacionada con la composición 

de tierras, también de la época novohispana. Se trataba de una política de la Corona que 

intentaba la regularización de la posesión de tierras. Aunque los pueblos indígenas no 

fueron considerados objetos directos de esta política, como resultado de ella tuvieron la 

necesidad de probar su legitimidad sobre las tierras, por lo que se piensa que se redataron 

estos documentos. La composición de tierras tuvo sus orígenes en la Cédula Real del 1 de 

noviembre de 1591, pero su realización fue más tardía de 1642 a 1644 y de 1692 a 1754 

(Pérez Zevallos y Reyes García 2003: 16)
3）

.

Con todo ello ya sabríamos cierto contexto histórico de los Títulos primordiales. 

Al comenzar a estudiar cada uno de los documentos, sin embargo, muchas veces no 

contamos con datos ciertos del contexto en que se escribieron esos textos. Varios Títulos 

se encuentran, por ejemplo, en el ramo de Tierras del Archivo General de la Nación 

(AGN). En este caso, para encontrarse allí actualmente, los documentos tuvieron que ser 

presentados en los pleitos coloniales. Aunque el pleito fuera en el siglo XVII o en el XVIII, 
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los documentos suelen referirse al año en que el pueblo supuestamente fue congregado, 

por lo que muchas veces resulta difícil fechar estos documentos.

En realidad, los procesos de elaboración, redacción y de una posible reelaboración 

de los Títulos son bastante complicados por lo que en adelante estudiaremos con detalle 

los siguientes tres casos: 1) reordenación de los documentos a través de los siglos, 2) 

redacción de “nuevos títulos” y 3) “invención” o “falsificación” de los Títulos.

2. Proceso histórico de los documentos

(1) Redacción o reordenación a través de los siglos

Como un primer caso, veamos los Títulos de San Gregorio Acapulco o Atlapulco, 

provenientes de la zona sur del actual Distrito Federal, en la Delegación Xochimilco. Estos 

Títulos han sido publicados hasta el momento en tres ocasiones, en 1951, 1957 y en 2003, 

aunque se desconoce el paradero del manuscrito original (Pérez Zevallos y Reyes García 

2003: 9). Contienen, además de dos planos y una lámina, cuatro documentos diferentes, 

cada uno de los cuales revisaremos brevemente.

El primer documento es el “Título de propiedad del pueblo de San Gregorio 

Acapulco”. Está escrito en náhuatl y trata básicamente sobre las tierras del pueblo. El texto 

habla de la merced de tierras, que habría ocurrido en 1558－59 (Pérez Zevallos y Reyes 

García 2003: 28)
4）

. Pérez Zevallos y Reyes García (2003: 18) proponen que la elaboración 

de este documento fue hacia 1708.

El segundo documento es conocido con el nombre de “Conflicto por tierras de los 

naturales de San Luis Tlaxialtemalco contra Juan Andrés Meretil” y también está escrito en 

náhuatl. Este documento, que tiene el tono de “palabras de los ancianos”, está redactado 

en un lenguaje bastante refinado. Recoge las palabras del padre guardián fray Juan Losano, 

da la fecha de 1595, y habla de un conflicto sobre las tierras que los habitantes de San 

Luis Tlaxialtemalco habían prestado a los de Santiago Tulyehualco, pueblo que se sitúa al 

oriente de aquél.

El tercer documento se llama “Títulos de la congregación de San Gregorio Acapulco”. 
Es un fragmento corto en lengua náhuatl y habla de la congregación que según el 

documento ocurrió en 1603, un año “ácatl” (Pérez Zevallos y Reyes García 2003: 46).

El cuarto documento es conocido como “Anales de San Gregorio Acapulco 1519

－1606”. Tal como indica su nombre, se trata de un documento en forma de anales o 

xiuhpohualli, que narra acontecimientos del pueblo así como de otros pueblos del Valle de 

México desde 1519 (2-técpatl) hasta 1606 (10-tochtli).

Cabe resaltar que estos cuatro documentos son bastante heterogéneos, tanto en la 

forma como en el contenido. Mientras el náhuatl del segundo documento es refinado, 

el del primero y el cuarto tienen errores sintácticos y de léxico en dicho idioma (Pérez 

Zevallos y Reyes García 2003: 10). Por otro lado, mientras el primero y el segundo son de 
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San Gregorio Atlapulco, el tercero tiene que ver más bien con San Luis Tlaxialtemalco. El 

cuarto documento, también de San Gregorio, está en forma de anales, y aunque hay otros 

Títulos que incluyen este tipo de registro histórico, tampoco es muy común que se incluyan 

anales en los Títulos.

Bien sabido es que los Títulos fueron utilizados para la restitución de tierras en el 

siglo XX, la cual comenzó a partir de la ley agraria que expidió el gobierno de Venustiano 

Carranza. Sin embargo, en cuanto a estos documentos de Atlapulco, sabemos que el pueblo 

tuvo una serie de procesos jurídicos entre 1872 y 1911; y es en ese entonces, en 1910－
1911, cuando tenemos las primeras noticias de estos Títulos (Pérez Zevallos y Reyes García 

2003: 22). Por lo tanto, lo que sabemos con certeza del conjunto de estos documentos es 

que fueron presentados en estos pleitos, mientras que ignoramos cómo se encontraba cada 

uno de los cuatro documentos en épocas anteriores. Probablemente en un principio fueron 

documentos separados hasta un cierto momento, en el que habrían sido reunidos para ser 

presentados como un conjunto.

(2) “Nuevos títulos” del pueblo

Seguidamente veamos un caso de Títulos “modernos”. Mientras hacía investigaciones 

en el trabajo de campo en 2002, supe de la existencia de unos Títulos de un pueblo situado 

en el suroeste del Distrito Federal. Según un nativo del lugar, el pueblo tuvo un pleito 

contra una empresa que invadió la tierra del pueblo en la década de 1970 y sus Títulos 

les sirvieron en defensa de sus tierras. Además, esta persona me explicó que aún en ese 

momento (de mi trabajo de campo) un señor del mismo pueblo guardaba los mismos 

Títulos en una caja. Aun siendo un documento tan importante, a mi modo de ver, no pude 

ni alcancé a examinarlo en aquel momento.

Días después, tuve la oportunidad de buscar los documentos que tenían que ver con 

dicha contienda en el AGN, y en el grupo documental denominado “Archivo de Buscas y 

Traslado de Tierras”, encontré la copia de esos “títulos”5）. Así supe que aquellos “títulos” 
del pueblo mencionado eran un extracto de ciertos documentos del siglo XVIII, transcrito 

a máquina. Con la información contenida en dicha copia localicé los documentos originales 

de la época colonial, que en realidad no eran Títulos primordiales propiamente dichos, sino 

papeles de pleitos entre el pueblo y unos españoles, así como entre el pueblo y un grupo 

de religiosos.

A partir de este caso, podemos desarrollar algunas consideraciones. En primer lugar, 

la antigüedad física del documento no es el único factor de importancia para la gente del 

pueblo; ya que en este caso la presentación de estos Títulos, a pesar de ser extracto de los 

papeles coloniales pero que incluía topónimos antiguos, favoreció al pueblo de hecho. En 

segundo lugar, cabe señalar también que los documentos llamados Títulos primordiales 

̶o más bien los que nosotros los historiadores hemos llamado y reconocido con esta 

denominación̶ no son los únicos concebidos como tales por la gente del pueblo.
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En realidad, como dice Romero Frizzi, la aplicación del término Títulos primordiales 

es distinta entre los académicos y los habitantes del pueblo (Romero Frizzi 2010: 22). Para 

las comunidades actuales, son documentos que han sido el sostén legal de lucha o defensa 

de sus tierras. Por lo tanto, no tienen que narrar necesariamente la fundación del pueblo, 

ni incluir la demarcación de tierras del siglo XVI.

(3) “Invención” colonial

Ante la falta de documentos adecuados para defender sus derechos, algunas 

comunidades coloniales se encontraron con la necesidad de tener que presentar algo 

que les favoreciese en los pleitos. Tales pueblos quizás pensaron en elaborar algún 

documento para entregar a las autoridades. El caso de San Nicolás Tetelco puede hacernos 

imaginar tal situación. El Título de este pueblo, situado en la zona sureña del actual 

Distrito Federal, aparece “repentinamente” en 1699 en pleno transcurso de un pleito 

(Lockhart 1991: 44; Inoue 2007: 115). Al final del documento se encuentra una “firma” de 

un “deopixqui fratzicano (teopixqui franciscano o religioso franciscano)”, y además, ésta es 

de la misma mano del texto
6）

. Aun con todo ello no podemos concluir que el documento 

fuera completamente una falsificación; el texto contiene elementos propios del pueblo que 

a su vez cuenta con una larga historia desde antes de la llegada de los españoles. Lo más 

probable es que, aunque no habría nada escrito en letras latinas, seguramente se guardaba 

de alguna manera su memoria histórica, la cual se habría redactado para ser presentada 

ante los españoles.

El típico ejemplo de tal “invención”, muy probablemente basada en la tradición 

histórica, sería los documentos conocidos como códices Techialoyan. Estos códices han sido 

considerados una variante o subgénero de los Títulos primordiales (Harvey 1986; Borah 

1991; Wood 1998). Se trata de un grupo de documentos, cuya escritura en alfabeto es 

bastante única y que contienen pinturas de un estilo singular. Por lo tanto, se ha sugerido 

la existencia de un “taller” o algún grupo de tlacuilos para manufacturar estos códices.

En este estudio no nos ocuparemos de la problemática acerca de su proceso de 

elaboración. Es de notar, sin embargo, que lo descrito en estos códices tampoco son 

de fantasía ni disparates, aun cuando hubieran sido confeccionados por tales pintores 

profesionales. Esto lo podemos observar al analizar detalladamente el contenido de 

algunos de los códices Techialoyan, que contienen topónimos reales y “adecuados” para el 

reclamo de sus territorios (Inoue Okubo 2013: 3－4).

3. El significado de los documentos para el pueblo

(1) Tradición prehispánica

Uno de los temas más discutidos acerca de los Títulos primordiales es que si fueron 

hechos en el contexto histórico colonial para el uso interior o exterior del pueblo. Es decir, 
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si la redacción de los documentos que conocemos actualmente se debía a las necesidades 

sustanciales de la gente de los mismos pueblos, con el propósito de ser guardados y 

utilizados entre ellos mismos. O si su redacción se debió a cierta presión desde el exterior, 

esto es, de las autoridades coloniales por la necesidad de presentárselos.

La primera posición puede ser sostenida por la existencia de documentos que 

explícitamente mencionan el asunto, hablando de lo engañoso de los españoles. Por 

ejemplo, el Título primordial de Santiago Sula dice lo siguiente:

[...] bosotros mañana OESotro dia queRais bender las tierras o quisas Aran Amigos 

vuestros hijos de la gente Española Y les queRas bender las tierras Y les dexareis 

los papeles Y mirad No os Engañen La gente Española Es muy gente satirica que 

les Oyreis sus Rasones Y les dareis Los Papeles Y os quedareis Sin los papeles y Sin 

buestras tierras[...]. (López Caballero 2003: 338－339)

Por otra par te, varios textos de los Títulos primordiales indican que las ideas 

o conceptualización en cuanto a la territorialidad del pueblo se basaba en maneras 

prehispánicas. Por ejemplo, al hablar de los linderos, siguen manejando el término náhuatl, 

cuaxochtli, que no parece ser exactamente lo mismo que las palabras del castellano “linde”, 
“lindero”, “mojonero”, etc. Asimismo, según algunos Títulos, el dador de la tierra del 

pueblo se concibe como “Dios” y no son personas concretas de la administración colonial 

(Inoue 2007: 118－121; Ruiz Medrano 2010: 109－114).

La disyuntiva acerca del uso interior o exterior de los Títulos podría entenderse de 

una manera algo más flexible. El uso de los documentos o “códices” prehispánicos ̶
especialmente los que son denominados “mapas” hoy en día̶ nos sugiere la existencia 

de la tradición de tlalámatl (“papel de tierras”) y de la tradición oral que pudieron haber 

persistido hasta después de la conquista. En cuanto a la tradición de tlalámatl, en algunos 

Títulos podemos observar su insistente uso del término “mapa” (con sus variantes “mapac” 
y “maban”), aparte de que encontramos expresiones textuales como “aquí estamos” o “allí 

vienen” (Inoue 2007: 122－125).

Obviamente, los documentos que encontramos actualmente son de escritura alfabética 

y la mayoría de las veces los conocemos por haber sido presentados ante las autoridades 

novohispanas. Entonces, cabe pensar que cierta tradición que tenía sus raíces en la época 

prehispánica fuera puesta en el formato occidental, bien para seguir funcionando en ciertos 

casos como “papeles del pueblo”, bien para ser mostrados en otras ocasiones ante las 

autoridades coloniales.

(2) Documentos “vivos”
A pesar de todo lo que acabamos de señalar, el significado del documento pudo 

cambiarse con el transcurso del tiempo. Un documento, que reflejaba tanto la tradición 
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pictórica como la oral, pudo transformarse en versión definitiva con el transucurrir de 

décadas o siglos, precisamente por seguir siendo un documento “vivo”.
Al hablar de este aspecto de los Títulos, necesitaremos tener en cuenta que son 

documentos aún “vivos”. Mientras que los documentos históricos en general tienen una 

“vida” porque “nacen” al ser escritos y “mueren” al caer en desuso, el caso de los Títulos es 

totalmente diferente. Son documentos que no se han muerto, es decir, siguen utilizándose 

o esperan ser usados aun en día en los tribunales.

Como consecuencia de todo lo anterior, no podemos ignorar que, como lo demuestra 

especialmente el caso de San Gregorio Atlapulco, los documentos habrían pasado por 

unos procesos históricos complicados, hasta encontrarse en el estado actual. Algunos 

documentos sueltos pudieron ser reunidos en un momento dado; cier to cuerpo 

documental, al contrario, bien pudo ser separado o cierta parte de él pudo ser extraída 

para formar un documento nuevo. Por consiguiente, debemos considerar la posibilidad 

de que un documento pudiera tener importancia de una manera en una época y de otra 

manera en otros tiempos. Así, será más comprensible la variedad tanto de la forma como 

del contenido de los Títulos primordiales.

Además, como hemos visto anteriormente, para los pueblos actuales de los siglos XX y 

XXI, el término se concibe de manera diferente. Son Títulos si sirven para la defensa de sus 

tierras, sin importar el contenido que esperamos los historiadores. De ahí cabría pensar 

incluso lo siguiente: ¿acaso en la época colonial también la gente pensaba de esta manera? 

Es decir, ¿podrían ser presentados como los Títulos del pueblo un(os) documento(s) 

que pudiesen servir en pleitos u otros trámites a favor del pueblo?
7）

 De ser el caso, los 

historiadores que hemos estudiado los Títulos primordiales, tendríamos que replantearnos 

algunas preguntas como: ¿cómo sería posible hacer generalidades de los Títulos?; 

¿podríamos tratar de hablar de Títulos “auténticos” y “falsos” ante la realidad diferente 

concebida en las comunidades?, etc.

(3) Nuevo valor entre las comunidades actuales

Como se dijo, los Títulos coloniales han sido utilizados en épocas contemporáneas. 

Han sido documentos de referencia y/o evidencia para certificar que cierto territorio 

pertenece al pueblo.

Al mismo tiempo, estos documentos están comenzando a cobrar otro valor en los 

últimos años en los pueblos, ahora llamados originarios, dentro del Distrito Federal, sobre 

los cuales he realizado trabajo de campo a partir de 2002
8）

. Son “pueblos” ̶en muchos 

casos siguen llamándose así, en vez de denominarse “colonia”̶ que alguna vez fueron 

pueblos indígenas en los alrededores de la capital novohispana pero que se encuentran 

integrados actualmente en la gran urbe. Hasta hace poco tiempo estos pueblos habían 

sido poco estudiados, pero en los últimos diez años varios antropólogos y etnólogos 

han trabajado intensamente sobre el tema y han visto la luz una cantidad notable de 
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publicaciones (Medina Hernández 2007; Mora Vázquez 2007; Álvarez Enríquez 2011).

Entre los innumerables pueblos y barrios del Distrito Federal
9）

, varios poseen 

documentos que hemos tratado en el presente estudio. Para estas comunidades, los 

Títulos, incluyendo su variante Techialoyan, son documentos “antiguos” que pueden apoyar 

la “antigüedad” del pueblo.

Un ejemplo destacado en este aspecto sería el caso del Códice Techialoyan de 

Cuajimalpa, que se encuentra en el AGN y que fue registrado por la UNESCO como 

“Memoria del Mundo” en 1997
10）

. Como se demostró en otra ocasión (Inoue Okubo 2013), 

este códice no solo habla del pueblo de San Pedro Cuajimalpa, sino que menciona varios 

sitios (tlaxilacalli) que corresponden a actuales pueblos originarios: San Lorenzo Acopilco 

y San Mateo Tlaltenago (Delegación Cuajimalpa), San Bartolo Ameyalco y Tetelpan 

(Delegación Álvaro Obregón), y San Nicolás Totolapan y La Magdalena Contreras 

(Delegación La Magdalena Contreras) son algunos de ellos. Este códice se encuentra 

resguardado en el AGN, pero en otros casos las comunidades siguen guardando sus 

documentos. Tal es el caso, por ejemplo, del Códice de San Nicolás Totolapan, otro ejemplar 

de los Techiloyan, cuyo cuidado está bajo los ejidatarios del pueblo y que se le guarda en 

una caja fuerte como documento de primera importancia para el pueblo. Otro ejemplo 

es el del Lienzo de San Bernabé Ocotepec, que después de su retauración por el INAH, se 

encuentra expuesto en la iglesia del mismo pueblo (Baños Ramos 1994: 277－278).

En estos casos, aparte de ser utilizados como medidas de la defensa de sus tierras en 

los pleitos, los documentos sirven para reconocer o generar su identidad actual. Hoy en día 

con el resurgimiento de los pueblos originarios se observa entre los nativos de los pueblos 

cada vez más interés en la riqueza histórica y cultural de ellos mismos. Solo mencionamos 

aquí un ejemplo de tales identidades colectivas contemporáneas. San Jerónimo Lídice, que 

es plenamente de la zona urbana residencial, se llamaba San Jerónimo Aculco hasta 1942, 

cuando perdió su nombre original en náhuatl, sustituyéndolo por el nombre del pueblo 

checoslovaco masacrado por los nazis. Actualmente hay nativos a quienes les interesa 

conocer y reconstruir el pasado del pueblo y ellos también intentan recobrar su nombre 

original, Aculco, que en náhuatl quiere decir “en donde tuerce o da vuelta el agua” (Zenno 

2011, 2012; Inoue en prensa)
11）

.

Consideraciones finales

Como lo hemos visto en detalle, los Títulos primordiales, junto con sus variantes 

conocidos como códices Techialoyan, son documentos que no pueden estudiarse 

solamente en el contexto colonial, es decir, en la época en que fueron escritos al principio. 

Dichos documentos bien pudieron ser reordenados o reunidos para formar un grupo de 

documentos en épocas posteriores; de manera que es necesario considerar que un mismo 

documento pudo tener un signficado en una época y recobrar su importancia en otro 
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sentido en otra época.

Los documentos llamados “títulos” por la gente del pueblo actual no siempre coinciden 

con los documentos que los historiadores hemos incluido estrictamente en la categoría de 

Títulos primordiales. La denominación actual es funcional y legal: son “títulos verdaderos” 
para las comunidades aquellos documentos que pueden ser reconocidos como testimonio 

histórico válido en los tribunales. Si por una parte es necesario que adelantemos con 

el análisis de los documentos en el contexto colonial, por otra, sin embargo, parece 

indispensable tomar en cuenta dos aspectos más para el estudio de los Títulos primordiales:

1) La existencia de otros documentos que no hemos definido como tales, pero que 

son considerados así por la propia gente del pueblo contemporáneo, hecho que puede 

aportarnos nuevas ideas al estudiar los Títulos coloniales.

2) Los documentos coloniales, que pudieron tener otro valor y significado para la gente 

de la misma comunidad del siglo XX, pueden cobrar otro nuevo sentido para los pueblos 

actuales del siglo XXI, lo cual será nada indiferente para el estudio de la época colonial, ya 

que a partir de ello podemos deducir que su significado y valor no fuese siempre el mismo 

durante los tres siglos de la Colonia.
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Notas

１）Una primera versión de este artículo fue leída en el IX Encuentro Internacional de Historiografía 

“Transculturación: espacios y tiempos”, celebrado en la Casa Rafael Galván de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el 20 de agosto de 2013.

２）Se trata de los llamados “trasuntos”, que son traducción hecha oficialmente en los procesos 

coloniales.

３）Para una serie de discusión que hubo antes de dicha Cédula véase el estudio de Menegus 

Bornemann (1999: 138－139).

４）Aunque suele traducirse “merced”, en el texto náhuatl el verbo utilizado para expresar esta acción 

es tlalmacehua “recibir la tierra en merced”, y significa que la tierra es dada por Dios. En cuanto a la 

fecha, el texto dice: “yniquac mochiuh ynipa xihuitli a te 1558 y 550 yn ipan años” (“esto se hizo en 

los años de 1558 y 550[sic]”).

５）Archivo General de la Nación, Archivo de Buscas y Traslado de Tierras, vol. 104-1ª parte, exp. 11.

６）AGN, Ramo de Tierras, vol. 1671, exp. 10, f. 16r.

７）Al pensar en este respecto, es interesante y sugerente el artículo de Barrera y Barrera (2009) acerca 

de los títulos falsificados en el siglo XX.

８）Varias jornadas de este trabajo de campo en los pueblos originarios del D.F. han sido realizadas con 



Yukitaka Inoue

─ 28 ─

la antropóloga Miho Zenno (Universidad Kwansei Gakuin). Para el resultado de las primeras etapas 

de esta investigación, véase: Zenno e Inoue (2004).

９）Según el “Padrón de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal” (Consejo de los Pueblos 

y Barrios Originarios del D. F. 2011: 3－9), existen 178 pueblos y barrios originarios, mientras 

que Mora Vázquez (2007: 28－29), basándose en el censo de 2000, da cifras de 117 pueblos y 174 

barrios.

10）Existe una edición con transcripción paleográfica y traducción, que contiene la reproducción en 

color (Silva Cruz 2002), aparte de una reproducción en blanco y negro publicada en el boletín del 

AGN (Códice de Cuajimalpa 2011). Además, su reproducción puede verse en la página web de la 

Biblioteca Digital Mexicana (http://bdmx.mx/detalle.php?id_cod=24), que se estableció en 2010 y 

que forma parte de la Biblioteca Digital Mundial.

11）Los nativos utilizan varias medias internéticas para su difusión. Por ejemplo, véase la siguiente 

página del Consejo Vecinal de este pueblo: http://sanjeronimoaculcolid. wix.com/consejovecinal#!
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〈研究ノート〉
「非合法納税者」と合法化運動

― サンディエゴ郡・メキシコ人非合法移民の実態調査（1980）を中心に ―

徳　永　　　悠

はじめに

現在，アメリカ連邦議会では，非合法移民に関する移民制度改革案が議論されている。非合法
移民は，アメリカ合衆国（以下「アメリカ」と略称）内に約 1,150万人おり，その約 8割がメキ
シコ人を中心とするラテンアメリカ出身者と推測されている 1）。改革案の柱は，国境警備の強化，
非合法移民労働者の雇用防止，非合法移民に対する市民権の付与（法的身分の合法化）などであ
るが，これらの政策は 1970～ 1980年代のアメリカでも，全国的に議論されていた。そのような
状況の下，1980年，カリフォルニア州南端にありメキシコ国境に隣接するサンディエゴ郡で，メ
キシコ人非合法移民の地域経済への影響を調べる公的な調査が実施された。この調査は，サンディ
エゴ郡の民間調査会社 Community Research Associates（以下 “CRA” と略称）が，郡政府の要請
を受けて行ったものである。非合法移民の扱いについては，移民制限論者と移民擁護論者の間で
今も激しく意見が対立しているが，この調査の結果は，非合法移民の扱いを考える上で有益な最
新の情報として，新聞が大きく報じた。本稿では，地元紙サンディエゴ・ユニオンとロサンゼルス・
タイムズ紙の記事なども参考にしながら，非合法移民問題が激しく議論されていた 1980年代カリ
フォルニア州において，この調査がどのような意義を持ったか考察する。中でも，非合法移民の
納税に関する調査結果に注目し，非合法移民を納税者として再解釈することが，当時，非合法移
民の合法化運動を展開していた移民擁護論者の主張とどの程度，合致するものであったかに注目
する。

キーワード
メキシコ，カリフォルニア，非合法移民，移民政策，経済

Abstract

This paper examines the meaning of a survey conducted in 1980 in San Diego 

County, California, to analyze the impact of undocumented Mexican immigrants on the 

local economy, in the context of immigration debate. Particularly focusing on the term 

“undocumented taxpayers” used in its report, this paper shows that the survey led to a 

conclusion which would support the argument of pro-immigration advocates calling for 

the legalization of undocumented immigrants, while dismissing some criticisms from 

immigration restrictionists.
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1980年代，サンディエゴ郡に暮らしていたメキシコ人非合法移民に関する先行研究として，ま
ず，文化人類学者レオ・チャーベスの研究を挙げることができる。チャーベスは，フィールドワー
クを通して，当時の非合法移民が地域社会に包摂されていく過程を分析した。チャーベスによる
と，その法的身分から非合法移民は，アメリカ社会に完全に受け入れられることはないが，仕事
を探す，英語を覚える，家庭を持つ，子どもを学校に通わせる，といった日々の生活を通じて地
域社会とのつながりを強め，社会の一員としてアメリカ国内に残ろうとするようになる。つまり，
彼らは世間が考えるような「短期滞在，住所不定の外国人（transient and rootless aliens）」では
ないと述べている。また，歴史学者マリオ・ガルシア（Mario T. García）は，同郡の中心都市サ
ンディエゴ市で 1951年に設立された非合法移民支援の先駆的団体であるエルマンダー・メヒカー
ナ・ナシオナル（La Hermandad Mexicana Nacional，以下「エルマンダー」）で活躍したメキシ
コ系アメリカ人バート・コロナ（Bert Corona）の伝記を，本人へのインタビューをもとにまとめ
ている。エルマンダーは設立以来，メキシコ人非合法移民の労働者としての権利を守るため，彼
らの組織化運動を展開し，1970年代後半からは彼らの法的身分の合法化を求める政治運動も本格
的に展開していく。ガルシアは，その過程を具体的に紹介している。また，1980年代アメリカの
非合法移民を考える上では，1986年に成立し，非合法移民を大規模に合法化した移民改革管理法
（Immigration Reform and Control Act）は極めて重要である。政治学者で移民史の専門家でもある
アリスティード・ゾルバーグ（Aristide R. Zolberg）は，同法成立の背景となった政治論争を，ア
メリカ移民政策史の文脈に位置づけて分析している。ゾルバーグは，移民制限論者と労働組合が
非合法移民の取締り強化を支持した一方，移民擁護論者と農業経営者が非合法移民の合法化を支
持したことに着目し，いずれの立場においても，従来は対立する関係にあったリベラル派と保守
派の主張が協同する形で同法が成立した，と論じている 2）。
本稿が扱う CRAの報告書は，こうした先行研究が論じてきた 1980年代の非合法移民の状況を，
数値を通して具体的に理解する上での貴重な一次資料といえる。本稿は，第一に，この調査が実
施された背景について触れる。第二に，調査結果に目を通しつつ，調査の実施を決定した地元政
治家や調査に関わった分析官らが調査結果をどのように受けとめたか，サンディエゴ・ユニオン
とロサンゼルス・タイムズの記事を通して把握する。第三に，この調査結果が当時の移民擁護論
者の主張に対して，どのような意味を持っていたかについて考察する。これらを踏まえ，本稿は
CRAの調査結果が，移民制限論者の主張を一部否定する一方，非合法移民を納税者として位置付
けることで，当時，合法化運動を活発に展開していた移民擁護論者の主張を後押しする内容のも
のであった点を明らかにしたい。

1．CRA調査実施の経緯

非合法移民の扱いを巡っては，1970年代から 1980年代にかけて，移民制限論者と移民擁護論
者の間で激しく意見が対立していた。非合法移民の急増に伴い，前者は，非合法移民を「不法外
国人（illegal alien）」と呼び，彼らがアメリカ市民から雇用機会を奪い，社会福祉サービスの負
担にもなっていると批判し，後者は，彼らが低賃金労働者としてアメリカ経済を支えていると主
張した。多くの非合法移民が暮らすサンディエゴ郡政府にとっては，非合法移民が地域経済に与
える影響を具体的に解明して，どちらの主張が事実に近いのか確認する必要があった。そこで，
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サンディエゴ郡の議会に相当する同郡管理委員会（Board of Supervisors）は，1979年 7月，非
合法移民の実態解明に向けた調査の実施を決定した。その調査結果に基づいて，非合法移民問
題の解決に向けた政策提言を行う委員会として国境タスクフォース（Border Task Force）の設
置も決まる。管理委員の一人で，後にサンディエゴ市長となるロジャー・ヘッジコック（Roger 

Hedgecock）は，メキシコ人非合法移民農業労働者の多くが，飲料水やトイレのない劣悪な環境
で働いていることを懸念し，その救済対策を講じる上で非合法移民についての詳しい実態調査が
必要と考えていた。彼は，「（非合法移民の）状況について詳しい人々も，彼らの数やその経済的
影響については理解していない」と述べている。サンディエゴ郡内の非合法移民に詳しい研究者
も，このことについて認めざるを得なかった。サンディエゴ郡では非合法移民について 1975年に
1回目，1977年に 2回目の調査を実施し，外部調査機関を使わず郡の職員自らが非合法移民の医
療保健，教育，社会福祉，強制送還に関する情報を集めた。1979年に実施が決定した 3回目の調
査では，以下に見るように，外部機関を使って，非合法移民が地域経済，特に労働市場にどのよ
うな影響を与えているかに重点が置かれた 3）。1979年 11月，管理委員会は 6カ月以内に調査結
果を報告するという条件で，サンディエゴ郡の民間調査会社 CRAに調査資金 6万ドルを助成する
ことを決める 4）。CRAの調査員は社会人類学や文化人類学の専門家であり，スペイン語と英語の
両方を話すことができた。調査事業を受託後，CRAは，メキシコ人非合法移民，米国移民帰化局
（Immigration and Naturalization Service）に拘束されている非合法移民，雇用者，失業者，サンディ
エゴ郡内に通勤するティフアナ在住のメキシコ人労働者，非合法移民関連の業務を担当している
自治体職員から，インタビューや資料提供を通して，広く情報を集めた。そして，データが集ま
り次第，その都度，それらを公開し，1980年 5月に全体をまとめて最終報告書『非合法移民：サ
ンディエゴ郡への影響（Undocumented Immigrants: Their Impact on the County of San Diego）』を
公表した 5）。

CRAは，サンディエゴ郡と非合法移民の関係について以下の二点を挙げている。一点目は，サ
ンディエゴ郡はメキシコ側のティフアナ市と隣接し，メキシコ人非合法移民にとって主要な入国
地点となっている，ということであった。1979年，サンディエゴ郡内で拘束された非合法移民は
33万 7930人であった。この数字は，アメリカ全土から本国に送還された非合法移民の 3分の 1

に相当し，サンディエゴ郡が非合法移民と極めて関わりの深い地域であることを示している。サ
ンディエゴ郡に到着したメキシコ人非合法移民の多くは，その後，ロサンゼルス郡やオレンジ郡
を中心により北部の地域に移動しており，非合法移民にとってサンディエゴ郡は経由地の役割を
果たしている。二点目は，サンディエゴ郡とティフアナ市は国境で隔てられているが，メキシコ
に出自を持つ人々にとっては一つのコミュニティを形成している，ということであった。サンディ
エゴ郡では，メキシコ人非合法移民が，メキシコ人合法移民やメキシコ系アメリカ人（メキシコ
出身の祖先を持つアメリカ市民，以下「メキシコ系」）と，社会的，文化的さらには家族的な関係
を深めつつ地域社会に溶け込んで暮らしてきた。それは「アメリカ市民／非合法移民」という対
立軸では捉えきれないサンディエゴ郡の地域の実情を示していた 6）。このような状況は，メキシ
コ人非合法移民の数が増加するに従って，アメリカ南西部を中心に，サンディエゴ郡以外の地域
でも広く見られる現象である。CRA調査は，サンディエゴ郡という特定の地域に焦点を当てつつ
も，非合法移民を巡る問題をアメリカ全体の問題として考える際の有益なデータを提供するもの
であった。
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2. CRA調査の結果と反響

1980年 5月に公表された CRA調査の最終報告書はレターサイズ用紙（A4用紙とほぼ同じ大き
さ）約 380ページ，全 7章から成っている。この調査によって，メキシコ人非合法移民の人口が，
従来の推定よりも大幅に少ないこと，彼らの労働力が農業などの分野において不可欠であること，
また，彼らは社会福祉サービスの財政的負担となっていないことが明らかになった。各章の内容
は以下のとおりである。第 1章は，サンディエゴ郡における非合法移民の人口推計とその特徴，
第 2章は，非合法移民労働者の雇用状況，第 3章は，非合法移民労働者の納税，第 4章は，非合
法移民が同郡内の自治体に与える財政的負担，第 5章は，ティフアナ市とサンディエゴ郡を往復
するメキシコ人通勤者の実態，第 6章は，非合法移民を合法化した場合の影響，第 7章は，非合
法移民が地域社会の一員となるプロセスについて説明している 7）。本稿では，このうち非合法移
民の経済的実態を数値的に論じた第 1～ 4章に注目し，その中身を検討する 8）。
報告書は，当時サンディエゴ郡には，同郡人口の 1.3～ 2.5％，同郡労働者人口の 2.2～ 4.1％に

相当する約 2万 5千～ 4万 8千人の非合法移民が暮らしている，と推測している。非合法移民労
働者が各分野の労働力に占める割合は，農業，飲食店を中心とする小売業，ホテルを含むサービ
ス業の 3分野で高い比率を示しており，特に農業分野では 34～ 59％に達している。非合法移民
が地域経済に与える影響を考える際に問題となるのは，移民制限論者が主張するように，非合法
移民はアメリカ市民から雇用機会を奪っているのか，という点である。その点について報告書は，
非合法移民が従事する約 1万 200～ 1万 5,200の仕事は，アメリカ人や合法移民の失業者が代替
し得る一方，約 3,200～ 9,700の仕事は代替し得ない，と論じている。後者の最たる例は農業である。
報告書は，非合法移民労働者を農場から排除しても，アメリカ人労働者の多くはその劣悪な労働
環境と低賃金などを避けて農業に従事することはない，と推測している。また，多くの非合法移
民労働者が働いている飲食店やホテルから，彼らを排除した場合も労働者不足が生じ，サンディ
エゴ郡の主要産業である観光業に悪影響が出ると懸念している。もちろん，農業や観光業などの
分野の賃金が上がれば，そこで働きたいと思うアメリカ人労働者も増える可能性があるが，報告
書は，非合法移民を排除しても，それらの分野の雇用者が賃金を上げることはないであろう，と
論じている 9）。
また，当時，世帯主不在の家庭，もしくは世帯主が失業中の家庭は，公的な生活支援助成金を
受給していたことから，移民制限論者を中心に，非合法移民は社会福祉サービスの負担になって
いると考えるアメリカ市民は多かった。しかし，報告書は，助成金は原則的にアメリカ市民を対
象にしており，郡内受給者で非合法移民が占める割合はわずか 0.1％であることを明らかにした。
この数値は，移民制限論者の主張を真っ向から否定するものであった 10）。
報告書は，非合法移民による納税についても論じている。非合法移民の納税額を特定すること
は不可能であるという米国国税庁（Internal Revenue Service）の意見を紹介する一方，非合法移
民の給与はアメリカ人労働者と同様に原則的に源泉徴収の対象になっている，という見解を示し
て，具体的な納税額を推定している。報告書は，源泉徴収が義務付けられていない農業労働者と，
国税庁が認識できないインフォーマルな形で働いている家庭内労働者を，納税額の計算から除外
している。その上で，これらの分野以外で働く非合法移民労働者は郡内に約 9,000～ 1万 7,600

人おり，1979年は推計 1550万～ 3140万ドルの税金を支払っている，と推定している。さらに，
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生活用品の購入などを通して非合法移民が支払う消費税についても言及し，非合法移民を地域か
ら排除した場合，サンディエゴ郡内でカリフォルニア州と郡内自治体が得る消費税は，年間総計
370万～ 720万ドル減少する，と見積もっている 11）。

CRAの調査結果について，調査実施を決定した政治家や，調査を行った分析官らはどのように
理解したのであろうか。1980年 3月，非合法移民の納税状況を含む調査結果の中間報告が発表さ
れると，ヘッジコックは　彼らが地域経済に貢献しているのは明らかであり，カリフォルニア州
政府と連邦政府の税収増加に貢献する「非合法納税者（undocumented taxpayers）」であると述べ
ている。このヘッジコックの発言は，ロサンゼルス・タイムズが「非合法納税者」という言葉を
見出しに入れて報じている 12）。さらに CRAも，その年の 5月に公表した最終報告書で，非合法
移民は「非合法納税者」であると述べている 13）。この言葉は，アメリカ国内に合法的に入国もし
くは滞在していないものの，非合法移民が税金を支払っているという事実を示す分かりやすい表
現であった。「非合法納税者」という言葉が，中間報告にすでに含まれていたのか，あるいは，ヘッ
ジコックの発言を受けて最終報告書に反映されたのかは，筆者が手に入れた資料からは分からな
い。いずれにせよ，CRAとヘッジコックの間で，非合法移民労働者も納税者であるという共通認
識が存在していたと考えられる。

CRA調査の分析官アルフレド・ベラスコは，調査結果について，「彼ら（非合法移民）がサンディ
エゴ（郡）経済にとって有益な存在であること，また，多くの人の批判とは反対に，（強制送還や
通報されるのではないかという）恐怖心から，彼らが社会福祉サービスの利用を控えていること
を我々は示した」と総括している。ロサンゼルス・タイムズも，調査の中間報告を取り上げた際
の社説で，「CRAの結論はおそらく正しい。（中略）調査は，サンディエゴ郡人口においてますま
す重要になる集団について，いかに我々が無知であるかを示した」と，調査結果の重要性を認め
ている 14）。
国境タスクフォースも，最終報告書が公表された 1980年 5月，非合法移民問題に対する 13項
目の政策提言をまとめて発表している。タスクフォースは，管理委員会が選んだメンバー 16人で
構成され，CRAから調査の中間報告を受けながら，議論を重ねてきた。政策提言の柱は，非合法
移民の条件付き合法化と，メキシコ人らが合法的に働くための外国人労働者の短期受入の 2点で
あった。特に後者は，サンディエゴ郡内の有力者や自治体職員らの多くの支持を得た一方，アメ
リカ国内の労働組合を取りまとめるアメリカ労働総同盟・産業別組合会議（American Federation 

of Labor and Congress of Industrial Organizations）の反発を招くことになった。同会議サンディ
エゴ・インペリアル両郡支部の代表は「メキシコ人労働者がアメリカ人のしない仕事をしている，
という考え方には賛同しかねる。外国から来た人々よりも，この国の人々に仕事を与えるべきと
いうのが，私の考えだ。私が日頃，話をしている人々は，どんな仕事でもやりたい，と言っている」
と不満を述べている 15）。このような労働組合に限らず，1980年代，非合法移民を問題視する意見
や報道がなくなることはなかった 16）。また，タスクフォースの提言は，外国人労働者の短期受入
に加え，アメリカ・メキシコ間の関税緩和など新自由主義的要素の強い項目も含まれ，必ずしも
非合法移民に対する人道的配慮に軸足をおいてまとめられたものではない。しかし，それらの点
を踏まえたとしても，CRAの最終報告書そのものは，移民制限論者の主張を退け，地域社会にお
ける非合法移民の重要性を裏付ける内容であったことには間違いない。
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3. 納税者という位置づけと合法化運動

CRA調査が具体的な数値で示した非合法移民の納税については，1970年代からカリフォルニア
州内で非合法移民を支援する活動家や団体が主張してきた。1970年代のアメリカではカリフォル
ニア州を中心に反「不法外国人」感情が高まり，先に述べたように，非合法移民はアメリカ市民
の雇用機会を奪い，社会福祉の負担となっている，という意見が移民制限論者の間で強まってい
た。非合法移民の増加を “invasion（侵略）” と表現する報道も出てくる。例えば，1977年 7月 4

日付の USニューズ &ワールド・リポート紙は「メキシコの時限爆弾：不法者による侵略になぜ
終わりがないのか（Time Bomb in Mexico: Why There’ll Be No End To the Invasion by “Illegals”）」
と題して，メキシコ人非合法移民問題を特集した。特集では当時のメキシコ大統領ホセ・ロペス・
ポルティージョ（José López Portillo）にインタビューし，非合法移民を生み出すメキシコ国内の
経済状況について報じているが，全体として非合法移民問題は解決策が見当たらない深刻な問題
であるという印象を強める内容となっている 17）。これに対して，カリフォルニア州内で非合法移
民を支援していたメキシコ系活動家バート・コロナ（Bert Corona）やメキシコ系歴史学者ロドル
フォ・アクーニャ（Rodolfo Acuña）らはテレビ番組などに出演して，非合法移民は雇用者を通し
て社会保障のための税金を支払っていると反駁していた 18）。
こうした移民擁護論者の主張は，非合法移民を巡る議論が激しさを増す 1980年代に入って，さ
らに強まっていく。特に，非合法移民の合法化を求める運動において，非合法移民が税金を納め
ているという事実を強調するケースが目立つ。コロナは 1980年 2月，アメリカ政府が移民制度改
革に向けて設けた移民・難民問題特別委員会の公聴会に出席して，メキシコ人非合法移民労働者
の状況について証言している。そこでも彼は「メキシコ人非合法移民はカリフォルニアおよびア
メリカ西部全体の福祉に貢献してきた」と述べ，彼らが社会福祉サービスの負担となっていない
こと，また，低賃金の労働力を提供し，税金を納めてきたことを指摘している。コロナは，政府
に対する提案に「入国管理局と国境警備隊の廃止」というラディカルな項目に加え，「すべての納
税者に対する市民権付与」という項目も挙げている。このことから，コロナが，合法化の妥当性
を説明する理由として，非合法移民が納税者である点に注目していたことが分かる 19）。コロナの
主張は，ある意味では「代表権なきところに課税はない」というアメリカ合衆国独立期に主張さ
れた原則にも通じるものであった。
ちょうど CRAの最終報告書が公表された 1980年 5月，カリフォルニア州立大学ロサンゼルス
校で，「1980年代におけるメキシコ系及びスペイン語系コミュニティの要求と目的に関する会議
（Conference on the Mexican and Spanish-Speaking Community’s Needs and Goals for the 1980’s）」
が開かれた。非合法移民支援の先駆的団体であるエルマンダーなどの支援団体に加え，労働組合，
カトリック教会，大学機関に所属する 300人以上の人々が参加し，メキシコ人／メキシコ系を中
心とするラティーノ労働者が抱える問題について話し合っている。この会議の参加者は，非合法
移民労働者が，強制捜査への恐れから労働運動に参加しにくいことや，アメリカ国内の他の納税
者と同じように暮らすことができないことを問題視している。それは，非合法移民を合法化し，
アメリカ国内の他の納税者と同じように暮らせるようにすべきである，という主張であった。参
加者は，アメリカ市民であれ非合法移民であれ，ラティーノ労働者は「アメリカ合衆国の労働力
の一部」であり，今後さらに多くの労働者を組織化して運動を展開し，政党や政府に圧力をかけ
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ていく必要があることを確認している 20）。そうした政治活動の一例として，エルマンダーは，こ
の年，エドワード・ケネディ上院議員に手紙 100万通を送る投書キャンペーンを実施している。
彼らは，カリフォルニア州内の教会サロンなどを会場に夕食や音楽，ダンスが楽しめるイベント
を開催して，参加したメキシコ人や他のラティーノ労働者に対して，非合法移民の合法化を求め
る署名活動を行った。投書キャンペーン用のチラシには「永住者ビザ，投票する権利，この国の
すべての納税者と同様の扱いを，非合法の人々に（Visas de Residente Permanente y Derecho a 

Votar y Trato Igual Como a Todo Contribuyente en el País! Para Personas Indocumentadas）」と書か
れている 21）。
非合法移民の納税について，こうした合法化運動の主張と CRA調査の内容を重ねてみると，

CRAとヘッジコックが使った「非合法納税者」という表現は，1970年代から 1980年代にかけて
の移民擁護論者の主張と合致するものであったことが分かる。合法化運動の流れの中で，非合法
移民がアメリカ社会に貢献する納税者と位置付けられたことは，重要な意味をもっている。それ
は，強制送還の対象であり，政治的には排除されるべき非合法移民を，労働また納税を通して経
済的に貢献するアメリカ社会の一員として認識することを意味したからである。その意味で，移
民制限論者が使う「不法外国人」は非合法移民をアメリカ社会から排除する排他的な呼称であっ
た一方，移民擁護論者が使う「納税者」は彼らを受け入れる包摂的な呼称であり，前者の呼称が
生み出すネガティブなイメージに対抗しうるものであった 22）。

おわりに

本稿では，非合法移民を巡る移民制度改革を巡って，移民制限論者と移民擁護論者の間で激し
く意見が対立していた 1980年，サンディエゴ郡で実施された CRA調査を取り上げて，その意義
について検討した。この調査は，メキシコ人非合法移民が地域社会にとって不可欠な労働者であ
るだけでなく，アメリカ社会全体に貢献している納税者であることを「非合法納税者」という言
葉を用いつつ，具体的な数値で明らかにした。さらに「不法外国人」という呼称で非合法移民を
排除しようとした移民制限論者の主張を否定すると同時に，1970年代から非合法移民の納税者と
しての性格を重視し，合法化運動などを展開していた移民擁護論者の意見を後押しする内容のも
のであった点に意義が認められる。合法化の実施を求める移民擁護論者の主張は，1986年，アメ
リカ連邦議会で成立した移民改革管理法に取り入れられる。同法は移民制限論者の意見を取り入
れ，労働者を雇った雇用主に対して罰則を設けたが，移民擁護論者の意見も取り入れ，非合法移
民約 270万人を合法化した 23）。CRAの報告書はこうした歴史的な移民法が成立する 1980年代の
サンディエゴ郡地域社会で，メキシコ人非合法移民の存在がどのように認識されていたのか示す
一次資料として興味深い。

1980年代と同じように，現在，アメリカ社会では合法化を含む移民制度改革案が激しく議論さ
れている。今でも非合法移民がアメリカ市民の仕事を奪っているという移民制限論者の主張は根
強く残っている 24）。一方で，非合法移民の合法化を求める声も拡大しつつある。経済学者マヌエル・
パストール（Manuel Pastor）は，非合法移民はカリフォルニア州の一員であるという人道的理由と，
合法化はカリフォルニア経済を活性化するという経済的理由から，新たな合法化の実施を支持し
ている。パストールは，非合法移民が合法移民になり，さらに市民権を取得すると彼らの所得が
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上がり，同州における景気押し上げ効果が年間約 45億～ 80億ドルに達すると論じている 25）。こ
のように合法化と景気を結びつける主張は，1980年代の合法化と納税を結びつける主張と，合法
化の必要性を経済的に論じている点で重なる 26）。1980年代以降，アメリカにおける非合法移民の
合法化運動は，彼らが社会の一員であるという人道的な理由だけでなく，納税であれ，景気押し
上げ効果であれ，彼らがアメリカ社会を豊かにするという経済的な理由も主張しながら，運動に
対する支持の拡大に努めてきた。このことは，ラテンアメリカ出身者を中心とする非合法移民が，
アメリカでどのように認識されてきたのか考える際の一つの基準であるといえよう。
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〈書　　評〉
Arqueología del México Antiguo

Eduardo Matos Moctezuma, INAH, CONACULTA, Jaca Book, 2010, 384pp.

金　子　　　明

上梓されると同時にその分野の必読文献となる本が稀にあるが，ロマン・ピニャ・チャンが企
画し，エドアルド・マトス・モクテスマが編纂する先スペイン期集成（Corpus Precolombino）シ
リーズの最新刊である本書は，メキシコ考古学を学ぶ者にとって疑いもなくその一冊である。新
大陸考古学史としては定評のあるゴードン・ウィリーとジェレミー・サブロフの共著『アメリカ
考古学史（A History of American Archaeology）』，そしてメキシコ考古学史としてはイグナシオ・
ベルナルが著した Historia de la arqueología en Méxicoが 1970年代に刊行されているが，それから
30年余り経た今日までメキシコでの発掘件数は飛躍的に増加し耳目をひく新発見は枚挙に暇がな
い。学史として単に最近数十年の調査と発見をつけ加えるのではなく，先スペイン期までさかの
ぼって古代への探求をあとづけ，メキシコのアイデンティティと分かちがたく結びついて『国学』
とまで言われるメキシコ考古学の歴史が 9章に分けて語られている。

第一章「先スペイン期の人々の過去への探求」では，アステカ人の骨董趣味としてアステカ大
神殿に奉納されたオルメカの石製仮面や後世のアステカ人によって模倣されたテオティワカンの
建築様式の台座が例示されると同時に，アメリカ大陸の文明の起源としてマンモス・ハンターか
らテワカン渓谷での初期農耕とオアハカの初期村落の研究史が概略されている。
第二章「スペイン人の到来」ではエルナン・コルテスの到着に伴うクロニスタすなわち年代記
作者をベルナール・ディアス・デル・カスティージョ等の兵士，ベルナルディノ・デ・サアグン
やディエゴ・デ・ランダに代表される僧侶，スペイン人と土着の姓をもつインディヘナ，そして
副王領の官吏の 4つのタイプに分類して記述している。
第三章「メキシコ的な過去への回帰（1670－1750年）」ではヌエバ・エスパーニャ副王領生ま
れのクリオージョとして母国の過去を探求したカルロス・デ・シグエンサ・イ・ゴンゴラ（Carlos 

de Sigüenza y Góngora），ファン・ホセ・エグイアラ・イ・エグレン（Juan José Eguiara y Egren）
等の著作を通じてメキシコのアイデンティティの模索が始まった時代を豊富な文献により論じて
いる。
第四章「神々の肖像の復活（1750－1821年）」では当時のヨーロッパで流通した「善良なる野蛮人」
という文明とは縁遠い見方に対して，イエズス会士フランシスコ・ハビエル・クラビヘロ（Francisco 

Xavier Clavijero）が反論を挑むとともに，パレンケ，エル・タヒン，ソチカルコ遺跡の探検やメ
キシコ市の中心部での『太陽の石』と『コアトリクェ』の発見により，メキシコの古代文化を否
定していたヨーロッパの偏見が実証的に覆されていく過程が描かれている。
第五章「独立…去り行くスペイン人（1821－1877年）」スペインからの独立そして列強の内政

干渉と続く動乱の時代に，ロンドンのピカデリー・ホールで開催された最初の古代メキシコの国
際展に触れ，マヤ学の基礎を築いたジョン・ロイド・スティーブンズと画家フレデリック・キャ
ザウッドの旅行記や初めてメキシコの遺跡を写真撮影した仏人デジレ・シャルネィ等の欧米のマ
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ヤ研究のパイオニアの業績が豊富な図版と写真によって紹介されている。
第六章「ポルフィリオ・ディアスの時代（1877－1911年）」にはモネダ街の国立博物館から研
究年報（Anales del Museo Nacional）の発刊が始まるとともにアステカ・マヤの大彫刻が一堂に集
められて一般公開され，考古モニュメント法が公布されてテオティワカン遺跡が国有化され，レ
オポルド・バトレスが独立 100周年記念行事として行った太陽のピラミッドの発掘で締めくくら
れる。
第七章「メキシコ革命と人類学（1911－1925年）」短命ながら大きな影響をあたえた国際アメ
リカ考古学民族学学校の初代校長エドアルド・セラーのマヤ地域の調査報告に始まり，二代目校
長のフランツ・ボアズの助言により新大陸で最初の層位的発掘をアツカポツァルコでおこなった
マヌエル・ガミオが立案・実施して現在でも総合的な考古・人類学調査の模範とされるテオティ
ワカン調査が詳しく述べられている。
第八章「制度化される人類学（1925－1950年）」メキシコ革命の民族主義を背景に石油国有化
をしたラサロ・カルデナス大統領により 1939年に国立人類学歴史学研究所（略称 INAH）が創立
され，モンテ・アルバンの黄金細工に富んだ 7号墓を発見したアルフォンソ・カソが初代所長と
なる。研究所の教育機関として国立人類学歴史学学校（略称 ENAH）が設立され，ポール・キルチョ
フがメソアメリカの概念を提唱し，内外の学者によるメキシコ湾岸，中央高原，西部地域，オア
ハカ，マヤ地方で多くの遺跡の調査が開始される。
第九章「新しい技術と新しいデータ（1950年以降）」では戦後の世界的な傾向である放射性炭
素法による年代測定や航空写真等の新しい科学技術のメキシコ考古学への導入に言及され，1964

年にはチャプルテペック公園に国立人類学博物館が 開館する。メキシコ考古学の主流である先ス
ペイン・モニュメント局の伝統を受け継ぐ大規模な発掘・修復を推進した考古学者として，パレ
ンケで王墓を発見したアルベルト・ルース，メキシコ全土に足跡を残したロマン・ピニャ・チャン，
テオティワカンそしてアステカ大神殿を発掘した著者自身，ヤシュチランの発掘を開始したロベ
ルト・ガルシア・モールをはじめとして，現存する多くの考古学者によって進行中の遺跡調査が
詳述されている。

新大陸の古代文化を一神教キリスト教の観点から野蛮・未開なインディオの文化と見なした西
欧中心の世界観に対し，啓蒙思想のもとで美学的な価値の転換を模索しながら，原住民文化に価
値の源泉を見出すメキシコ革命のインディヘニスモの運動へとうねり流れゆく歴史の流れのなか
で，現在も根強く残る欧米中心史観を打破する文化的な民族解放運動の一環として，発掘と修復
を不可分のものとする独自の方法論に基づいて民族のアイデンティティを探ろうとするメキシコ
の考古学の歴史は，単なる考古学という範疇を越えて 21世紀の地球世界の多元的な文明論への道
筋を体現する思想の歩みでもあると理解できよう。
著者である国立人類学歴史学研究所のエドアルド・マトス・モクテスマ名誉教授は，アステカ
大神殿の調査団長として世界的に著名なメキシコを代表する考古学者である。随所に散りばめら
れたメキシコ考古学界のユーモアに満ちた裏話は，ともすれば堅苦しくなりがちな学史に人間味
あふれる彩りを沿え，メキシコ屈指の学者でありながら現在でも国立人類学歴史学学校の教室で
後進の教育に献身する著者が精力的に学生に語りかける面貌を思い起こさせる。著者が準備した
オリジナル原稿は出版された分量の 4倍にものぼると漏れ聞くが，出版の都合で割愛された残り
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のテキストも読んでみたい誘惑に駆られるのは評者のみに限らないであろう。
メキシコ考古学の歩みをラテンアメリカの歴史の脈絡のなかで理解しようとする著者の意図
が，古代メキシコの研究に貢献した人々の歴史的な写真や美しい遺跡や遺物の豊富な図版ととも
に結実して，目で追うだけでもメキシコ考古学の歴史の息吹きが読者に伝わってくる本書は，メ
キシコ考古学を学ぼうとする者のみならずラテンアメリカ研究を志す者なら一度はひもとくべき
必見の書であろう。

参考文献

ウィリー，G. R.， J.A.サブロフ
1979 『アメリカ考古学史』，小谷凱宣訳，学生社。

Bernal, Ignacio

1979 Historia de Arqueología en México. Editorial Porrúa, S.A. México.
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執　筆　要　項

⑴　原稿執筆に際して使用する言語は，日本語・スペイン語・ポルトガル語・英語とする。
⑵ 　和文原稿においては，400字詰原稿用紙にして以下の枚数を基準とし，欧文原稿においては
以下の語数を基準として執筆すること。なお，図，表，写真が含まれる場合はその基準内に収
めるものとする。
　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　　文 50枚程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 20枚程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 10枚程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 8枚程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 8枚程度
　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　文 8000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 3000語程度
　　　　　　　Ｃ．研究展望・動向 2000語程度
　　　　　　　Ｄ．書　　評 1200語程度
　　　　　　　Ｅ．その他（資料紹介など） 1200語程度
⑶　寄稿者は原稿が上記区分のいずれかに属するものか，自己申告すること。
⑷ 　上記種類別 A・Bには横書き 400字程度（欧文原稿の場合，200語程度）の要旨とキーワー
ドを 5語程度付すこと。Aについては要旨も本文とともに掲載する。また採択決定後，和文原
稿の場合は欧文要旨を，欧文原稿の場合は和文要旨を作成願う。
⑸ 　和文原稿の場合，文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出の外国の固有名
詞は，片仮名で書き，括弧して欧字を記すことが望ましい。但し，一般的な語の場合はその限
りではない。固有名詞の片仮名標記は，原則として原音に即すること。
⑹ 　複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法，および国名の表
記は執筆者に一任する。
⑺ 　文中において注を付ける場合，文章の右上方に　）をつけた番号を記し，文末に注をまとめ
ること。
⑻ 　出典については引用箇所の終わりに（著者名，出版年，ページ数）を記し，文末に文献リス
トを記すこと。和文文献は 50音順に，欧文文献はアルファベット順にまとめること。
⑼　参考文献の表記は以下の通りである。
　　　例）単著本：（著者姓名）（出版年）（書名）（出版社）（出版地・・・但し和文文献の場合は不要）
　　　　　田中　高
　　　　　1997 『日本紡績業の中米進出』，古今書院。
　　　　　León, Trigueros

　　　　　1955 Perfil en el aire, Ministerio de Cultural, San Salvador.
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　　　例）雑　誌：（著者姓名）（出版年）（論文名）（雑誌名）（巻・号）（ページ数）
　　　　　Lozoya, Xavier

　　　　　1999  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 39, 

pp. 14－21.

　　　例）論文集： （著者姓名）（出版年）（論文名）（所収書名）（編者名）（ページ数）（出版社）
（出版地…但し和文文献の場合は不要）

　　　　　Martínez Marín, Carlos

　　　　　1996  “El registro de la historia”, Temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique 

Nelda (coords.), pp. 397－425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑽ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑾ 　本文中初出の挿図，表には⑻の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⑿　写真は鮮明なものに限る。⑾と同様に典拠を明記すること。
⒀ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒁ 　MS－DOSテキスト形式（＋改行）あるいは “WORD”ソフトで原稿を作成し，フロッピーディ
スクとともに打出し原稿を提出すること。
⒂ 　原稿が以上の規定を満たすものであれば，Eメールによる投稿も受け付ける。但し，Eメー
ルで投稿する場合は打出し原稿を必ず郵送すること。
⒃ 　原稿申し込み期限は 9月 15日，原稿提出期限は 10月 15日とする。
⒄ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒅ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒆  　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
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の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊
印刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒇ 　掲載原稿のうち，⑴のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
21　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。
22　その他，必要な事項については編集委員会で決定する。

Normas de presentación de artículos 

para Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma oficial en el Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán un breve resumen del 

artículo de 200 palabras y 5 palabras claves.

５） Los trabajos deben entregarse en formato de procesadores de “archivo de texto” o Word, 

prefelibremente con su copia impresa. 

６）La fecha límite de entrega del artículo es el último día de octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo impreso y su disquete entregados no serán devueltos al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

本年度の『京都ラテンアメリカ研究所紀要』では，論文が 1本，研究ノートが 2本，書評が 1

本掲載されることになった。それぞれが優れた論考であり，大いに知的好奇心をかき立てる内容
になっている。一方で，対象地域がメキシコ（在米ラティーノを含む）に限定されており，次号
では，内容面でも本数的にもバラエティに富むことが望ましい。
さて，来年度，ラテンアメリカ諸国はもちろんのこと，日本を含む世界の注目をもっとも集め
るイベントと言えば，ブラジルで開催されるサッカーのワールドカップであろう。コッパと称さ
れるこのイベントが始まると，ブラジルは機能不全に陥ることはよく知られている。まして自国
開催となればその熱狂は，これまでの比ではないだろう。しかしながら，何よりもサッカーを優
先させると思われていたブラジル国民であるが，本年度開催されたワールドカップの前哨戦であ
るフェデレーションカップを奇貨とし，政府への抗議運動が白熱化した。多くの市民が町に繰り
出し，「新たなスタジアムよりも保健や福祉，教育の充実」を求めた。世界中のメディアがこの
サッカーイベントに向けてブラジルに集中する中，この抗議運動は世界中に報道された。

SNSが重要な役割を果たしたことから，ブラジル版の「アラブの春」と称されることもあるが，
ブラジルの場合は，体制の転覆を目指したものではない。民主主義の成熟を表した運動であると
言えるだろう。テレビカメラは，通りを占拠する多くの人たちを捉えていた。ブラジルの経済発
展とともに貧困層の減少が喧伝されるが，デモ参加者の中に貧困層の大半を占めるアフリカ系の
市民の姿はそれほど目立たなかった。変化したことと変化しないこと，これから変化すべきこと。
この出来事は多くの感慨を引き起こすものであった。
わが国ではデモはテロ行為であるとの見解が政府筋から出されるなど，デモに対する社会的な
コンセンサスは得られておらず，それぞれが不満を募らせている。一方，ブラジルの白熱したデ
モには閉塞感はない。デモがブラジルの社会にこれからどのような変化をもたらすのか。注目す
べきは決してサッカーだけではない。

（伊藤）
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