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Ⅰ　序論

感染が始まったとき、メキシコ政府は陽
性者の発見、その自発的な隔離、接触経路
の監視によって感染を緩和し、死者数を減
らそうとした。感染が急拡大すると、戦略
目標は以下の 3 点に置かれた。一日の新規
感染者の最大数を低く抑えること、感染
カーブの上昇を遅らせること、感染者と死
者の数を減らすことである。そのためにと
られたのが、以下の措置であった。ひとつ
は、教育活動や非エッセンシャルな労働や
社会活動の一時的停止であり、もう一つは、
移動や集会の削減であった。それぞれの期
待値の「およそ95% の削減」が達成されれ
ば、感染の第 1 サークルは終了すると考え
られた。これらの措置は69日間（ 3 月24日
から 5 月30日まで）実施された。しかし、
この目標は達成されなかった。

6 月 1 日、日々、感染が拡大するなかで、
政府は最初の感染戦略を放棄し、社会活動

の再開と集団免疫に移行した。そのため感
染拡大が始まってから200日以上が過ぎて
も、新規感染者や死者の数は毎日、とどま
ることなく増加している。

政策の失敗の原因は二つある。一つは、
古典的PRI 体制（1）の政治文化の復活である。
これはアンドレス・マヌエル・ロペス・オ
ブラドルの手で進められたものであるが、
それによって共和国大統領の決定を無批判
的に正当化する制度的メカニズムが働くこ
とになった。すなわち、感染者の隔離や外
出禁止が義務づけられなかったという問題
は、ロペス・オブラドルという人物の政治
的威信の維持という大きな枠組みのなかで
理解しなければならない。大統領の政治的
威信は、 1 年にわたり続けられてきた緊縮
プログラムのために経済情勢が悪化したこ
とにより、低下していたからである。第 2

の原因は国民の行動である。死への挑戦と
いうポピュラーな意識の影響もあり、危険
にもかかわらず、また、当局が黙認したた
めに、宗教行事、政治デモ、社会的集会が
続いた。さらに、脆弱な雇用という労働構
造に組み込まれ、賃金は最低限、貯蓄能力
は最悪という状況のもとで、国民のほとん
どは長期の外出禁止に耐えられるだけの経
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済力をもたなかった。
感染拡大に対し、政府は恒常的に自己責

任を基礎とする対策をもって対応した。同
時に、各局面で一時的、集団的な対策を提
案した。フェーズ 2 の開始時には全国安全
ディスタンス月間（la Jornada Nacional de Sana 

Distancia ＝JNSD　すなわち全般的な隔離）
が実施されている。「フェーズ 3 の到来を
予測し、その段階に至ったときに対応でき
るよう準備したもの」とされた。こうして
2 月27日から 5 月30日まで、コロナ抑止対

策がとられることになった。これは二期に
分けることができる。まず、 1 月13日から
3 月23日までの「パンデミック開始」期で
ある。実施されたのは恒常的な自己責任を
基礎とする政策であった。その後の 3 月24

日から 5 月30日までは感染拡大期に当た
り、自己責任を基礎とする恒常的対策と、
一時的かつ集団的な対策がミックスされ
た。しかし、政府が感染者数と死者数を減
らすことをあきらめ、終了した。

出典：メキシコ政府の Covid19　Mexico，Datos より筆者作成　https://coronavirus.gob.mx/datos/

Ⅱ　感染の始まり

台湾政府は他国からの入国者を厳しく監
視することによって、迅速かつ効果的に感
染を抑止した。メキシコの保健衛生当局も
同様の手段をとった時があった。しかし、
対策は穴だらけであった。 3 月12日、メキ

シコシティ国際空港（AICM）保健衛生当局
は、感染対策は「感染源の国と直接つなが
りのある空港が存在する」場合に実施され
る、と発表した。AICM の検疫フィルター
は形ばかりであったことになる。同じ日、
政府のパンデミック担当スポークスマン
は、メキシコは国境を閉鎖しない、また、
国際便を停止しない、のちに感染者の「自
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発的隔離」を含む「コントロール」対策を
示す、と発表した。

次の日、メキシコシティ州政府は、 3 台
のサーモグラフィー・カメラの入手とメキ
シコシティ国際空港における 6 台の設置を
発表した。「これは感染者発見のための最
初のフィルターである」ということであっ
た。 3 月末日、州政府は、詳細は明らかに
しなかったが、同空港で感染予防のための
新たな措置を取りつつあると発表した。そ
して最後に、 4 月 4 日、ロペス・オブラド
ルはパンデミック対策に軍が加わることを
明らかにした。その一つが、感染発見のた
めに 5 つの民間空港（ティフアナ、アポダ
カ、グアダラハラ、カンクン、メキシコシ
ティ）で軍の責任のもとにフィルターを実
施するというものであった。

しかし、メキシコにおける感染は中国で
はなく、ヨーロッパと米国から入ってきた
ものであった。したがって、メキシコのあ
らゆる空港のコントロールが必要であっ
た。 3 月末頃に、ある新聞に興味深い図が
載った。それによれば、 2 月 5 日から10日
の間に最初の感染者2名が入国している。
米国からであった。その後、22日に米国か
らさらに 1 名が到着した。28日には初めて
イタリアから感染者とみられる旅行者 1 名
が入国している。感染者はスペイン、米国、
イタリア、フランスからやってきた人々で
あった。図 1 から、感染者のメキシコへの
入国地点は、メキシコのすべての国際空港
であることがわかる。軍による 5 空港のコ
ントロールは遅すぎただけではなく、不完
全だったことになる。

図 1　メキシコへのコロナウイルス到来ルート

出典：El Universal 紙、2020年 3 月31日号。
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社会学的にいえば、新型コロナウイルス
を持ち込んだ人々は、観光であったり、仕
事であったり、あるいはメキシコに拠点を
置く多国籍企業の従業員であったり、世界
各地を旅するための資力を有する人々で
あった。メキシコ株式取引所の所長も感染
し、 1 か月後に死亡した。タマウリパスで
は、最初の感染者はタンピコで働いていた
マレーシア市民であった。ホセ・クエルボ・
テキーラ酒造のオーナーの誕生祝いでは、
本人のほかに、プラシド・ドミノゴ、その
他の名士が検査で陽性になった。

3 月18日から21日までの間に、それまで
の姿勢を覆し、グアテマラ、米国、ベリー
ズが国境を閉鎖し、カナダや南米諸国も国
際便を停止した。メキシコは、意に反して
孤立した。そのような状況のもとで、アン
ドレス・マヌエル・ロペス・オブラドルは
3 月13日、アカプルコで開かれた第83回銀
行会議の閉会式に参加した。感染拡大やそ
のための対策を軽視していることを明らか
にするものであった。後に、新聞ではこの
会議が非常に危険なものであったことが伝
えられている。メキシコ銀行の行員が感染
し、検査待ちのため隔離された人々もいた
のである。

最初の感染者がでたあとにも、 3 月中、
連邦政府やメキシコシティ州（CDMX）の当
局も、すでに予定されていた大規模イベン
トを制限しなかった。 3 月 8 日の大規模デ
モも許可された。その 1 週間後、メキシコ
シティやトルーカ市で 4 つの大規模な音楽
フェスティバルが開かれ、およそ22万5000

人が参加した。ビーベ・ラティーノ・フェ
スティバル（el festival Vive Latino）の初日が

終わったあと、感染対策スポークスマンは
4 万人が参加し、参加者の体温測定を行っ
たと発表した。発熱者が27人あったことを
認めたが、Covid19の陽性者は発見されな
かったとした。だが、この結論はつじつま
が合わない。メキシコシティ国際空港では
体温は感染の可能性を調べるための判断材
料であった。しかし、Covid19の検査結果
がでるまで 3 日かかることを考えるなら
ば、フェスティバルでは、体温測定だけで
感染しているか否かは判断できなかったは
ずだ。

そうこうするうちに 3 月は、長い第 2 週
の週末を迎えた。国内紙は、ゲレーロ州で
は90% 以上のホテルの部屋がふさがってい
ることを伝えていた。アカプルコの保健衛
生当局は感染の疑いのあるケースを 7 件発
見した。アルゼンチン人一人の陽性が判明
したが、本国で感染していたものであった。
ここから二つの課題が出てくる。まず、一
部住民の無分別な行為である。これは常に
衛生キャンペーンで指摘されていることだ
が、危険にもかかわらず、密集を選ぶ人々
である。第 2 は、連邦政府がその管轄下の
海岸部の観光地に対してドラスティックな
政策を採ろうとしなかったことである。こ
うした前例はその後も繰り返されることに
なる。

6 月半ば、政府の対策に対する厳しい批
判が続くなか、感染対策のスポークスマン
が次のように発言した。「この感染症は、
わが国の富裕な社会グループ、経済的財政
的に高い能力をもつグループにより持ち込
まれたものである」。そして、こうつけ加
えた。「これは軽蔑の意味で、あるいは不
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要な分断を持ち込むために言っているので
はない。現実の問題としてそのような事実
が確認されているということである」。こ
れは反論の余地のない判断である。しかし、
感染開始の時点では半分の真実であった。
残りの半分は、国際路線をもつ国内のすべ
ての空港で対策がとられなかったこと、ま
た、新型コロナウイルスの感染がすでに国
内で拡大しているときに、連邦政府や州政
府当局が大規模イベントや大衆動員に対し
て何もしなかったことである。つまり、大
規模な感染拡大は時間の問題であった。

ところで、フェーズ 2 の開始が正式に宣
言されたのは社会的圧力の結果であった。
実際、3 月の初めから、様々な機関が、公的、
私的機関を含め、人が密集する活動を制限
したり、中止したりしていた。公教育省（あ
らゆる学校でのスポーツ活動や行事の中
止）、メキシコ司教会議（宗教行事中止の呼
びかけ）、連邦議会上院（公的活動の全面的
中止）もこれに加わった。下院では、民主
革命党（PRD）がメキシコ大統領アンドレ
ス・マヌエル・ロペス・オブラドルに対し、
社会的隔離の実施を要求した。同党は、
1985年 9 月の地震の際の緊急状態を例にあ
げた。「このとき、官僚化した連邦政府は
現実を認めることができず、市民社会に
よって乗り越えられた…。今、ロペス・オ
ブラドル、ロペス・ガテル、ホルヘ・アル
コセルも、まったく同様の瞬間を生きつつ
あるように見える。市民社会が彼らを乗り
越えつつある」。その通りであった。市民
組織は社会的隔離を実施した。だが、連邦
政府やメキシコシティ政府は違った。
・第 4 四半期も経済が後退しており、大統

領は経済活動の停止に関心がなかった。
政府が実施してきた緊縮政策による経済
危機が深化するからである。 3 月20日、
大統領は隔離政策をとらないことを表明
した。「われわれはマヒするわけにはい
かない」。

・保健省（SS）は、大統領のご機嫌を損ねな
いよう、社会的隔離政策を後退させ、23

日からの5000人を超える集会の計画見直
し、エッセンシャルではない活動の中止、
リモートワークの許可を推奨した。

・メキシコシティ州政府は、ロペス・オブ
ラドルの感受性を傷つけないよう、注意
深く、二段階で対応した。まず15日に、「政
府や市が…（中略）…組織する1000人を超
える活動の中止」を発表し、その翌日に、

「今週から1000人を超える公的、私的な
場におけるイベントはすべて中止され
る」とした。
このような当局の姿勢に加え、楽しい時

を過ごすためには危険を冒すことをも辞さ
ない無分別な人々の行動があったこともつ
け加えておかなければならない。こうして、
これらの社会的政治的アクターの力のゲー
ムのもとで感染対策が展開していった。

Ⅲ　感染の大幅拡大

圧力が強まるなか、 3 月24日、連邦政府
は感染の第 2 フェーズへと移行した。この
ときの日々の新規感染者数は164人、累計
1111人に上っていた（グラフ 1 ）。政府に
とっては、フェーズ 2 は地域的な感染拡大
というカテゴリーに入るものであり、一時
的かつ集団的責任による対策の実施段階で
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あった。その数日前に、保健省は「全国安
全ディスタンス月間（JNSD）」計画をうち
出していた。期間は 3 月23日から 4 月19日
までとなっていた。これはエッセンシャル
な活動に加わっていない人々の外出禁止を
規定したものであった。保健省は、「これ
まで感染拡大はゆっくりしたペースで進ん
できたが、いずれ、感染カーブが急上昇す
る段階がやって来る。メキシコはまだピー
クには達していない。したがって、メキシ
コにとって感染を抑止するチャンスは今で
ある。そのためフェーズ 2 を宣言したい」
としていた。保健省の言う通りであった。
空港での予防策、厳密な感染経路の追求、
大規模イベントの停止などにおいて誤りは
あったが、この時点での感染はまだ少なく、
コントロールが可能であった。フェーズ 2

の宣言は、「フェーズ 3 の到来が不可避で
あることを予告し」、その段階に至った場
合に、感染拡大を制御しやすくするための
政治的措置であった。

他方、全国安全ディスタンス月間の実施
決定は、論拠にもとづいた、合理的なもの
であったが、限界があった。「メキシコで
は国民の保証を阻害するような極端な手段
をとることは想定されない」というのであ
る。政府の外から見ると、この決定は、権
威主義的な国家元首とみられたくないとい
うロペス・オブラドルの意思と、生活のた
めに毎日働かなければならない多くのメキ
シコの人々の移動を制限しないという必要
性に沿ったものであった

しかし、こうした緩さは、全国安全ディ
スタンス月間のさなかの聖週間（ 4 月 5 日
～11日）における、大都市の中心地から海

岸部の保養地への住民の大規模移動の再生
産をもたらした。連邦政府が海岸の閉鎖を
決定しないため、いくつかの州政府が海岸
の一時的閉鎖に踏み切った。カンクンでは

「市政府は…（中略）…海岸は新たな通達が
出されるまで閉鎖される。…いかなる人も
…余暇、ビジネス、あるいは休息の目的の
ために訪れてはならない…」と発表した。
こうした決定は頻繁に、ナヤリト、ハリス
コ、コリマ、ゲレロ、オアハカの海岸など、
地方の共同体によってなされた。再び浮き
彫りになったのは、海岸へのアクセスに関
して連邦レベルではイニシアチブが採られ
なかったこと、代わって、州レベルおよび
共同体レベルなど地方が対応したこと、そ
して、外出禁止を破り、ウイルスの拡散の
条件を作り出した国民の軽率な行動であっ
た。

4 月21日、新規感染者が1320人、累計 1

万5872人に達すると（グラフ 1 ）、保健省は
感染第 3 フェーズの開始を発表した。最も
重要な政策は全国安全ディスタンス月間の
5 月30日までの延長であった。これにより
社会的隔離計画は計69日間となった。感染
拡大の深刻さを前に、メキシコシティ州政
府は、感染を効果的効率的に減少させるた
めに感染第 2 フェーズ開始時に実施されは
ずであった対策を実行した。同じく21日、
知事は安全ディスタンス月間の延長を発表
した。「今日はあらゆる車を動かしてはな
らない」として、38か所の地下鉄と47か所
の市バスと 4 か所の低軌道車の停留所の閉
鎖を命令した。この二つの決定は適切では
あったが、遅すぎた。感染はすでに大きく
拡大していたからである。
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5 月 3 日、メキシコシティ州政府は感染
率の高い地域89か所を特定した。メルカー
ド（市場）7 か所、191の地下鉄駅のうち51

か所、地下鉄・バスの乗り継ぎセンター31

か所であった。感染拡大を前に、5 月12日、
メキシコシティ州政府は329のフォーマル
な公共メルカードのうち38か所を閉鎖し
た。 2 日後には、各地の市長がフォーマル、
インフォーマルを含め465のメルカードを
閉めた。インフォーマル・メルカードの商
人たちのリーダーはこう指摘した。「屋台
に対する決定や規制は最初から厳しい方が
良かったのではないか。感染や死者はウイ
ルスが原因で出ているのだから」。こうし
た考え方は大衆セクターに広がっている。
あとになってから、どちらかと言えば厳し
くても、期間が短い隔離の方がよいと気づ
いたのである。一時的隔離の延長は広範な
社会セクターの経済を痛めつけて、終わっ
た。

外出禁止の影響はそれぞれの社会層の経
済状況によって異なる。最小限の収入しか
得られない労働者にとって、外出禁止は行
き過ぎであり、破らざるを得なかった。収
入を得るためであり、感染者や死者数を減
らすための戦略は失敗した。実際、メキシ
コ国民の労働条件は政府の感染対策失敗の
第 2 の要因の一部であった。国立統計地理
情報科学局（INEGI）の雇用に関する調査報
告にも、全国安全ディスタンス月間の経済
的影響が示されている。

すなわち、 3 月から 4 月には、雇用者数
は5580万人から4330万人に減少した。安全
ディスタンス月間は直接的な影響として
1250万人の雇用の喪失（ 3 月の雇用者数の

22.4%）を生み出したことになる。逆に見れ
ば、安全ディスタンス月間にもかかわらず
働き続けていた人々が77.6％もいたことに
なる。外出禁止の実際の効果を測るために
は、エッセンシャルな活動に従事し、働き
続ける許可を得ていた人々の数をみなけれ
ばならないであろう。当然のことながら、
就業者の 4 分の 3 以上の人々が生産活動に
就いているということは、非エッセンシャ
ルな活動の停止だけでは重要な部分が欠落
していることを示している。

外出禁止のために1250万人が動けなく
なったことによる社会的インパクトは深刻
である。3 月には、従属人口指数、すなわち、
働いている人 1 人につき働いていない人の
割合は1.15人であった。 4 月には1.77人に
上昇しており、雇用の喪失は3470万人に
上った（全人口の28.9％）。 5 月には就業人
口は30万人の増加となった。外出禁止が圧
力となり、再び働きに出ることにより生活
の糧を得ようとした結果である。国立統計
局（INEGI）の報告からは、就業人口に対す
る隔離政策のインパクトは 3 月及び 4 月に
は次の 3 つの面に表れていると考えられ
る。
・労働形態別では、賃金労働者と個人営業

者は、それぞれ3880万人から3240万人
（640万人）へ、1200万人から770万人（430

万人）へと減少した。失われた雇用は計
1070万に上る。

・経済単位の規模別では、ミクロ企業及び
小規模企業の雇用喪失はそれぞれ810万
および230万に達した。これらの企業は
通常、インフォーマル市場と結びついて
いる。
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・収入別では、もっとも大きな打撃を受け
たのは、特に最低賃金 1 を超える額から
最低賃金の 2 倍までのグループ（510万
人）と、最低賃金の 2 倍を超える額から
最低賃金の 3 倍までのグループ（260万
人）である。その他の賃金グループも損
失を受けている点では変わらない。しか
し、問題は無所得のグループである。 3

月の雇用の50% 以上が失われているから
である。
賃金労働者については、ミクロ企業及び

小規模企業において、最低賃金から最低賃
金の 3 倍までの人々において影響が最も大
きかった。インフォーマル活動における影
響の大きさは以下の点にもあらわれてい
る。すなわち、フォーマルな雇用者数は
210万人の減少だったが、インフォーマル
労働者の減少は930万人に上った。さらに
見逃してならないのは、 4 月中に雇用を維
持した住民のかなりの部分がエッセンシャ
ルな活動に従事していたわけではない、と
いうことである。そのため、彼らの地理的
移動が感染を引き起こし、それがのちの爆
発的感染拡大につながっていった。

Ⅳ　結論

感染の第 1 サイクルは、5 月 8 日までに、
一日の新規感染者の最高期待値が「95% 減
少したとき」に終了するはずであった。し
かし、経済が再開された 6 月 1 日には新規
感染者数は5109人、累計11万8282人に達し
ていた（グラフ 1 ）。 8 月 1 日には、その数
はそれぞれ9556人と45万3193人、死者数は
累計 4 万7472人となった。政府の政策の失

敗が証明されたことになる。2000～2018年
の政治的移行は PRI 体制の特異な体質を解
消した、とみなされていた。しかし、ロペ
ス・オブラドルはそれを復活させ、そのた
めに感染対策は失敗した。

ロペス・オブラドルはその個人的政治威
信の維持に固執した。メキシコ経済は、彼
が実施した緊縮政策によって後退し、グ
ローバル経済の低迷により悪化し、その社
会的影響のために大統領の政治的威信は蝕
まれていたのである。ロペス・オブラドル
の自信過剰な宣言はパンデミックの行方を
画すことになった。今年の第 2 四半期の
GDP は公式な数字で18.9% の落ち込みと
なった。この時、彼は「われわれは下から
上への支援を決定した。かつて常にそうで
あったような、上から下へ資金や資源を注
ぐようなことはしない。このような戦略は
結果をもたらしていない…」と断言した。
彼の宣言は、常にそうであるように、矛盾
している。「経済の下降とペソの下落のた
めに負債は増えていくであろう」。そして
すぐさまいつものマントラを自慢する。「わ
れわれは新たな融資を求めなかった。われ
われは節約している。厳格に対応している。
腐敗は許されない。われわれは国民へのあ
らゆる支援プログラムを維持してきた」。

政治機関は大統領のすべての決定を正当
化するための残響室の役割を果たしてき
た。メキシコが死者数で世界第 3 位になっ
たとき、反政府系の10知事は感染対策の責
任者の更迭を要求した。野党はこれを支持
した。これに対し、与党の多くの下院議員
や上院のリーダー、また、メキシコシティ
州知事は、感染者数や死者数の最高値を過
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小評価し、大統領を支持した。
市民は「フィフィス」（政府批判派）と

「チャイロス」（熱狂的大統領支持派）に分裂
している。ソーシャルメディアにおける言
葉の対立は激しく、荒々しい。対立は根深
いが、しかし、ともに PRI 特有の体質から
逃れられていない。「フィフィス」はロペ
ス・オブラドルの選挙公約の不履行に対す
る失望を深めている。「チャイロス」は学
歴の如何にかかわらず、他にも多く見られ
る、過ちに陥りやすい人間に盲目的な信頼
を寄せている。だが、両者ともに、社会問
題の解決は市民の仕事であって、政治シス
テムの用益権者のものではないという自覚
に欠けている。このような状況のもとで、
市民は市民としての責任を全うしなけれ
ば、パンデミックやそれに伴う経済危機は、

目に見えない人的、物的コストをもたらす
ことになる。

注
（1）PRI 体制とは制度革命党（PRI）とその

傘下の労働者、農民、大衆セクターから
成る社会団体内部で発展した一つの政治
的潮流を指す。PRI は1929年から2000年
まで政権を担当したが、1934年から1985
年までは古典的期間とされている。この
間にクライアント－パトロン・モデルを
基礎とした政治関係が樹立、強化され、
それは今日においてもメキシコの政治文
化に浸透している。
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