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1990年代以降から現代までラテンアメリカ

各地では、先住民や黒人などによるエスニック

運動が隆盛してきた。そのなかで最も活発な先

住民運動の 1つだと見られるのが、エクアドル

における先住民運動である。ここでは、関連の

研究書 3冊（スペイン語文献 1冊と英語文献 2

冊）を順に紹介することで、先住民運動に対す

る視点の一端をまとめたい。

１．

まず、アウグスト・バレラ著『集団行動と政

治危機―90年代のエクアドル先住民運動』に

ついて紹介する。著者バレラはエクアドル人研

究者で、研究機関 CIUDAD（都市問題など人

文社会科学の研究所）に籍を置く 1999年から

2001年にかけて本書を執筆した。彼は、社会運

動をになう政治運動体であるパチャクティック

新国家運動（MUPP-Nuevo País、以下、パチャ

クティック運動）の主要なメンバーのひとりで

あり、2003年 1月のグティエレス政権発足に際

し政権連合の一環で入閣し、大統領府直轄の対

話・企画担当大臣として、政権合意が解消され

る同年 8月まで半年あまりその要職にあった。

本書はそうした実務経験をもつ以前に書かれて

いるが、著者にはパチャクティック運動を通じ

た実践の方向と、本書に反映された理論志向と

が共存していることが興味深い。

本書は理論的な分析を踏まえて、先住民運動

を 1990年代のエクアドル政治（とくに政治危

機）の流れに位置づけている。本書の構成は次

のとおりである。

序論

１章　理論的再検討：社会運動と集団行動

２章　いくつかの仮説：政治危機と集団行動

３章　開発主義から新自由主義へ：70、80年代

における社会変革とエクアドル国家の形態

４章　先住民運動の突入と意味 1990-1992年

５章　運動の強化と社会政治分野の接合 1992-

1995年：反新自由主義論争

６章　政治危機の深刻化と制度的参加 1995-

1998年

７章　最終的考察

理論的な検討に続き、1970年代から 80年代

の状況分析をふまえ、政治危機との関連で 1990

年から 98年までの先住民運動の展開過程が詳

細にたどられている。国家改革の流れの中で表

面化した政治危機の動向と、先住民運動の展開
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とが密接に関連してきたことが明解に示されて

いる。

ここでは、理論的な側面に関する著者の分析

に注目したい。著者は社会運動の一般論（欧

米での理論的発展）を独自に主要な 5つの理

論潮流にまとめ、集団行動論 (teoría de com-

portamiento colectivo)、合理的選択論 (teoría de

elección racional)、資源動員論 (teoría de movi-

lización de recursos)、アイデンティティ・パラ

ダイム (paradigma de la identidad)、および、伝

達行動論 (teoría de la acción comunicativa)の順

に再検討する。またラテンアメリカにおける議

論と分析枠組にも配慮を払っている。そして、

本書では主として合理的選択論、資源動員論、

およびアイデンティティ・パラダイムの 3つか

ら知見を得ていると著者は述べる（61ページ）。

大まかにまとめれば、先住民運動における（非合

理的な側面よりも）言説や運動の論理面に着目

し、運動の成立につながる様々な資源の動員に

ついて検討し、また先住民という集団アイデン

ティティの成立が重要であるという立場をとっ

ているといえよう。そして前述のように、先住

民運動だけを独立に分析するのではなく、エク

アドルの政治、経済、および社会文化の多面的

な展開と関連させ、その文脈において理解しよ

ういう研究姿勢を示している。

またタイトルに使われる「集団行動 (acción

colectiva/collective action)」という概念は、社会

運動の理論化においてしばしば取り上げられる

ものだが、一定のイデオロギーやアイデンティ

ティにより動員された集団が引き起こす行動と

その行動様式を含意している。周知のように、

先住民や先住民社会に関しては、生活文化から

共同体や生活領域 (territorio)などの概念に至る

まで集団性という視点が不可欠であり、これは

先住民運動にも言えることである。したがって、

社会運動としての先住民運動については、リー

ダーシップのような組織指導者のあり方を視野

に入れつつも、集団行動という視点がより一層

重要性をもってくることがうかがえる。

２．

次に、アマリア・パジャーレス著『農民闘争

から先住民の抵抗へ―20世紀末頃のエクアドル

アンデス高地』の分析に移ろう。パジャーレス

はエクアドル出身の研究者で、1992年、93年、

および 98年にわたり合計 14カ月のフィールド

調査を行い、数多くの先住民活動家などとのイ

ンタビューも行ったという。博士論文を基に本

書が執筆されたという説明が前書きにある。本

書の構成は次のとおりである。

１章　古く新しい何か：先住民の抵抗と新し

い先住民アイデンティティ

２章　先住民の抵抗を理論化する：移行の説明

３章　不確定な発展：ポスト農地改革政治と

新しい合理的秩序

４章　農村の貧困を代表する：コタカチにお

ける市民性と政治的アイデンティティ

５章　われら自身のテニエンテ・ポリティコ：

カチャで先住民自治を獲得する

６章　尊敬を求めて：合理的自覚とナショナ

ルな先住民政治

７章　多文化主義から多民族主義へ：分裂の

政治

８章　公的な場における先住民：差異の交渉

に関する比較考察

本書では、先住民アイデンティティの形成、

つまり農民アイデンティティから先住民アイ

デンティティへの移行に議論の焦点が当てられ

る。農民主義 (campesinismo)から先住民主義

(indianismo)への移行と言い換えることもでき
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る。前者は 1980年代までの農村部で左派勢力

が中心に農民を組織化、動員しようとした状況

を含む概念である。

分析と叙述の主な対象はシエラ（アンデス高

地部）における先住民政治の展開であり、対象時

期は農業面での社会変動がきざす 1960年代に

さかのぼり、64年以降のポスト農地改革期から

1996年の総選挙時（におけるパチャクティック

運動の躍進と先住民政治家の輩出）までの 30余

年に目が向けられる。すなわち、全国的な政治

の舞台で先住民運動の展開が如実になった 1990

年代よりも、70、80年代の動向の方が詳述され

ている。

また全国レベルだけでなく、各地域レベルの

事例研究が盛り込まれているのも、本書の特徴

である。とくに、先住民および先住民組織の比

重が高い 2つの地域／都市が取り上げられる。

1つはシエラ北部のコタカチ（インバブラ県）

で、もう 1つはシエラ中部のカチャ（チンボラ

ソ県）である。たとえば前者のコタカチ郡／市

は、1990年代後半になるとアウキ知事のもとで

先住民の地方政治への参画が進み、民族文化や

環境面での地域振興が活発化している代表的な

地域である。本書の事例分析は、先住民アイデ

ンティティの形成（ないし回復）を軸に、そう

した近年の地域状況につながる背景を理解する

のに役立つ。

先住民アイデンティティの形成にかかわる要

因として著者は、制度基盤、組織形態、リーダー

シップ、政治戦略などの諸要因をあげ、また近

代的な現象としての、先住民たちの地域的およ

び地域横断的なアイデンティティ形成と、諸集

団間における「想像の共同体」の創造にも注目

している（4ページなど）。また、先住民主義に

ついて、先住民というカテゴリーに新しい価値

が付与され、民族自決（自己決定権）や文化の復

興、市民的な社会経済的諸権利や多民族国家の

制度化などの点で、先住民農民だけでなく移民

労働者や商人、都市の専門家層などの非先住民

層をも対象としうるアンブレラ・アイデンティ

ティ（umbrella identity、傘にたとえた包括的な

アイデンティティ）が目指されると、著者は書

いている（21ページ）。

では、先住民という新しく、政治化され、かつ

集合的なアイデンティティの形成について本書

ではどのような説明されるのか。まず、既存の

理論が検討される。1990年蜂起以降の状況に関

する政治研究には階級分析の限界とエスニティ

分析の不十分さがあるという。また、農民アイ

デンティティから先住民アイデンティティへの

移行に関する研究が、農民先住民組織内におけ

る変容や、外部の社会や国家との関係を十分に

議論していない傾向があるという。地域的かつ

全国的な動員（の過程）において生じる政治的

アイデンティティの変化や、それが同時に政治

化してきた面に目を向けるべきだとする。先住

民という集団意識、集団アイデンティティが形

成された過程について、農民主義に対する先住

民主義の特徴に関連して 8章で次の 4点に整理

している（218～227ページ）。1)イデオロギー

面での柔軟性に関する広範なアジェンダ（イデ

オロギー的な融通性が有利に働く傾向が強い）、

2)非先住民との政治的連携の交渉（独自の組織

化を通じて先住民以外との連携をすすめること

ができた）、3)二重の意識化の状態（農民意識

と先住民意識の二つの間を架橋し、前者から後

者への移行を促すことができた）、および 4)分

裂の政治 (politics of disruption)への継続的信頼

（1990年蜂起や 2000年の事件のように、先住

民の劇的な政治への登場とそれが提起する問題

群に対し、広範な社会的支持が継続してきた）。
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３．

さらに、メリナ・セルバーストン＝シェア著

『エクアドルのエスノポリティクス―先住民の

権利と民主主義の強化』を取り上げる。本書の

構成は次のとおりである。

１章　序論

２章　ラテンアメリカにおけるナショナリズ

ムと先住民政治

３章　エクアドルにおける先住民＝国家関係：

文化の政治

４章　エクアドルの 1990年先住民蜂起：社

会運動としての政治化したエスニシティ

５章　アイデンティティ再構築の政治

６章　ローカルな先住民政治：エクアドル農

村部の 3つの事例

７章　結論

本書は 1990年代前半（91年から 95年まで

に断続的に 1年間以上）における著者のエクア

ドル各地でのフィールド調査に基づいている。

前 2書と同じく先住民運動の背景となる社会変

容や先住民のアイデンティティ形成や組織化の

過程を押さえつつも、エクアドルにおける先住

民の意識化や動員、政治活動が国家や民主主義

などの枠組や制度にどのような意味をもつのか

を、より直接的な形で提起しているように思わ

れる。2章では、既存の政治研究が、文化に同

質な「国民」を前提にする「国民国家」や「民

主主義」の概念にとどまっており、ネーション

（国民や民族）の多元性やエスニック・アイデン

ティティへの配慮に欠ける点を批判している。

そして、エスニックな動員 (ethnic mobilization)

が民主主義の疎外要因になるという前提は間違

いであり、それは民主主義的な制度や社会の発

展に資するものだという結論を導いている。

6章で事例研究もなされ、シエラ中部のボリー

バル県、シエラ南部のロハ県、および東部アマ

ゾン低地のパスタサ県という 3地域の状況が紹

介されている。パスタサはアマゾン地域におけ

る先住民運動の主要な拠点である。またシエラ

南部が取り上げられることは北部や中部ほど多

くないので、情報としても貴重だといえる。

前 2書とは異なり本書には、各地の民衆から

政治家までにわたる先住民たちの写真が 10点

ほど掲載されており、先住民政治の状況が視覚

的にも理解しやすい構成になっているのは興味

深い。

４．

続いて 3冊の内容を少し交差させてみたい。

これら 3冊は、他の著作類と並び、21世紀初頭

における関連テーマの代表的な研究書である。

いずれも 1990年代における先住民運動の活発

化に照準し、全国レベルの事象ばかりか、いく

らかの地方の事例分析をも踏まえて、叙述と行

論がなされている。分析の対象は共通して 1998

年頃までに限られ、いずれも 1990年の先住民蜂

起が問題意識の根底にあることが明記されてい

る。ただ、英語の 2書では序論などで 2000年の

軍民クーデターへの言及があるのに、バレラの

著作にはそれが見当たらない。研究時期を限定

したためということもあろうけれど、パチャク

ティック運動にコミットする著者が事件をめぐ

る激動の渦中におかれていたからであろうか、

あえて言及を避けたような印象を受ける。

先住民運動の出現と展開を取り上げながらも、

それぞれに研究の対象や目的が重なりつつ微妙

にずれている点が分かる。バレラは政治過程（政

治危機の深化）との関連を、パジャーレスはア

イデンティティ形成過程を、またセルバースト

ン＝シェアは国家や民主主義という枠組への挑
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戦という側面を、それぞれ注目している。還元

すれば、先住民運動の研究はそれだけ既存の理

論や分析枠組の全体を揺さぶり、再考を促さず

にはいられない衝撃力をもっているのであろう。

ラテンアメリカの社会運動研究の理論的イン

スピレーションは多く米国よりもヨーロッパの

研究によって提供され、「資源動員論に代表さ

れる米国の社会運動理論は、わずかの例外を除

いて、ラテンアメリカの社会運動研究にほとん

ど影響を及ぼしてこなかった」（大串、95ペー

ジ）という評価がある。こうした評価が、社会

運動研究の一部をなす先住民運動の研究にその

ままあてはまるかは即断しがたいが、ここで取

り上げた 3冊のうち、米国で書かれた英語によ

る 2冊の著作には資源動員論の影響が散見され

る。バレラの著作にもその影響は見られるが、

いずれにせよ、先住民運動の研究における理論

や方法論にも社会運動研究の成果が応用できる

面が多いことは確かである。その場合は、いく

つかの方法論を複合的に応用したり、エスニッ

ク運動の特徴について社会運動一般との共通点

とともに独自性にも目を向けていくべきであろ

う。先住民運動の理論的な研究はまだ日が浅い

が、社会運動の研究から滋養を受けつつ、独自

の理論展開に向けた努力も求められる。

近年、ラテンアメリカの先住民や先住民運動

に関する著作は数を増しつつある。各国、各地

におけるスペイン語等による著作類はもちろん、

域内の比較分析などを試みる英語による著作類

も毎年のように出版されている。今回、限られ

た紙面で 3冊も取り上げたのは欲ばりかも知れ

ない。しかし、パジャーレスとセルバーストン＝

シェアの著作においては事例研究を補完的に参

照することができるし、3冊でも 2冊でもよい

が比較しつつ読むことで、見えてくる事象や特

徴も少なくなかろう。先住民や先住民運動、あ

るいは社会運動に関心がある向きにとって、こ

れら 3冊が理論分析の面からも事例分析として

も大いに参考となるのは間違いない。
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