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混迷を深めるエクアドル
―「�月 �	日騒擾事件」に関する一考察

木下直俊 �>"�!� �� �����	����

在エクアドル日本大使館専門調査員�

はじめに

エクアドルは今も昔も変わらず激動の最中に

ある。長年の政情不安は、国民に深い闇をもた

らしてきた。その中で �		�年 �月のコレア政

権誕生は希望の光となり、多くの国民を惹き付

けた。しかし、コレア政権が抱える影の部分は

見過ごされ、静かに進行していた。

�	�	 年 � 月 �	 日（木）早朝、エクアドル

では警察官による抗議ストライキが全国規模で

発生し、急襲されるラファエル・コレア大統領

（0"8"� -����" '�6"��：�		�年 �月～現在）の

映像が世界で報じられた。それは、コレア政権

が抱える内政問題が「�月 �	日騒擾事件」�とし

て噴出した瞬間であった。政権発足からこれま

で、政府に対する抗議活動は幾度となく発生し

ているが、このような多数の死傷者をもたらす

事態に発展したのは初めてのことであった。コ

レア大統領は市民革命（0�F����J� -���"�"�"）

を標榜し、少数の富裕層によって支配されてき

た政治経済を国民の手に取り戻すと誓い政権に

�本稿は在エクアドル日本大使館及び外務省の見解を反映
するものではない。なお、����年 �月 �日までの公開情報に
加え、信頼度の高い情報源から入手した資料に基づき、著者の
分析を交えて作成したものである。本稿に関するご質問やご
意見は次にお寄せ下さい。木下直俊：B�*�
� ���N�	#��

�エクアドル内外では「��7� 事件」という略称が使われ
ている。

「3 月 �� 日騒擾事件」発生当時のコレア大統領（ロイ
ター通信社撮影）

就いた。現政権は市民革命を推し進めるべく、

大統領主導による権威主義的な政治体制を敷い

たが、強権的な政府に対する反発や不満は極限

に達して騒擾事件へと繋がっていった。

現在、事件については、様々な報道がなされ分

析も行われつつあるが、エクアドル及びラテン

アメリカにとって事件はどのような意味を持っ

ているのであろうか。そのような問題意識から、

本稿では、この「�月 �	日騒擾事件」に関す

る情報を整理し、事件の背景や影響を探ること

で、コレア政権が抱える問題点について考察し

ていく。

�．先鋭化するコレア政権

まず、事件につながるコレア政権の動向、と

りわけその先鋭化の過程について概観する。

����年以降コレア政権期まで、エクアドルで

は任期を全う出来た政権は無く、政情不安が続

いた。ブカラム（(#�"K 3��"�"� &�!�$：����

年 �月～��年 �月）、マワ（A"�� �"��" ��!!：

����年 �月～		年 �月）、グティエレス（9����


�!�L���$ 3��#M"：�		�年 �月～	�年 �月）と、

民主選挙によって選出された大統領はいずれも
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クーデタや民衆蜂起により崩壊している�。この

ような政情不安を背景に、ラファエル・コレア候

補が �		�年 ��月 ��日の大統領選挙に勝利し

た。コレア候補は低所得者層の出身であること

と、クリーンなイメージより低所得者層を中心

とする国民の支持を獲得したことが勝因となっ

た。�		�年 �月 ��日の就任所信表明演説にお

いて、コレア大統領は汚職撲滅・貧困削減・格差

是正を政策目標に掲げ、変革・市民革命を国民

に誓った。政権発足当初の支持率は �	?にも達

した。このような高い支持のもと、�		�年 �	

月 �	日、寡頭支配者層 �&�6"�D�N"�中心の不平

等かつ不合理な政治経済体制から脱却すべく、

コレア政権は憲法改正を行った�。�		�年 �月

��日には、新たな憲法に則り総選挙が行われ、

コレア大統領は有効票の ����?を獲得し、決選

投票を行わずして再選を果たした。決選投票な

しに大統領が選出されることは民政移管（����

年）後初めてのことで�、コレア政権に対する国

民の高い期待の表れであった。一方、国会議員

選挙では大統領率いる政党：国家同盟（(�"�$"

:(%2）は ���議席中 ��議席と、単独過半数を

確保するには至らなかった�。国会では憲法に

基づき、天然資源・水資源・報道・教育・司法・

�民政移管後の �3�3 年～���� 年までの政情について
は、新木秀和「エクアドル政治変動とネオリベラル経済改
革」『ラテンアメリカ・レポート』第 ��巻第 � 号 ���� 年、
++#��O�3 を参照すると良い。

� ���� 年 3 月 �� 日の制憲議会選挙により選出された
��� 名の議員が新憲法草案を策定した。同年 ��月 �3 日に
制憲議会が召集され、翌 ���= 年 � 月 �4 日に草案を起草
して解散した。3 月 �= 日、新憲法草案に関する国民信任
投票が実施され、有効票の <�#3?の賛成をもって新憲法は
承認された。この憲法は官報第 443 号（�� 月 �� 日付）を
もって発効となった。

�大統領選挙では、首位の得票が過半数を超えた場合、も
しくは 4�?の得票があり次点得票数に �� ポイント以上の
差をつけた場合、決戦投票は実施されない（憲法第 �4�条）。

����
�
( �
KL	�K 議員（����年 �月）、����� %����

議員（���� 年 � 月）、"P��� ������ 議員（���� 年 � 月）、
���Q� ���	� �� 議員（���� 年 � 月）が離党したため、
���� 年 � 月 � 日現在の与党議席数は ;; 議席。

地方自治・警察・社会保障など、多岐にわたる

法律改正に向けた審議が進められたが、与党は

法案可決に必要な議席過半数を獲得するのに困

難を強いられた。国会での審議は遅々として進

まず�、政府は審議を強硬に進めようとして、与

野党からの反発を招いた。一時期は国会解散も

危惧された。また、事前の協議もなく強硬に法

律を改正しようとする政府に対し、先住民・教

職員・学生・労働者・報道機関などの関係諸団

体も不満を募らせ、抗議活動を繰り返した。こ

うして支持率も �	?までに低下し、大統領の罷

免
に向けた動きが本格化し始めていた。

外交面で、当初コレア政権は欧米諸国に批判

的な姿勢を示す一方で�、急進左派諸国のベネズ

エラやボリビアとも距離を置いていたため、ブ

ラジルやチリのような穏健左派を志向するので

はないかと考えられた。しかし、�		�年秋の

金融危機以降、国内経済のファンダメンタルズ

が急速に悪化したことを受けて、政権は急進化

の傾向を強めた。南米統合を謳い、米州ボリバ

ル代替構想 �(93(�に加盟して�	、ベネズエラ

との連携を強める他、南米諸国連合 �G>(2G0�

や米州機構 �&(2�といった域内組織との連携も

積極的に進めた。現在ではラテンアメリカ諸国

との関係強化のみならず、中国・イラン・ロシ

ア・インド・トルコ・インドネシアなどの新興

諸国との関係も緊密化している。

�憲法移行条項 )5��+����
�� G��
�������. に則り、憲
法発効後 �<� 日以内（���3 年 �� 月まで）に �= 法案を承
認しなければならなかったが、その時点でも国会は未だ =

法案しか承認していなかった。
�国民は有権者数の �;?以上の署名をもって、大統領の

罷免を要求することが出来る（憲法第 ��; 条）。
	コレア政権は、前政権期の ���4年 ;月より進められて

いた米国との自由貿易協定 )�G%. 交渉を放棄した。また、
���3 年 3 月、政府はマンタ空軍基地に駐留する米軍との
契約を更新せず、米軍は同基地から撤退した。

�
当初、コレア政権は米州ボリバル代替構想には加盟せ
ず、オブザーバーとして参加していた。���3年 <月 �4日、
第 <回米州ボリバル代替構想特別首脳会合（於ベネズエラ）
で、エクアドルは加盟文書に署名し、正式に加盟した。
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また経済面で、コレア政権は市場原理を重視

した新自由主義路線から、国家の役割を重視す

る社会主義路線へと経済政策を転換した。政府

省庁は ��機関（�		�年）から ��機関（�	�	年）

に��、地方を含める公務員数は����万人（�		�

年）から ����万人（�	�	年）に増やされ、公

的機関は肥大化した。また、政府は市場規制を

強化する他、石油・鉱山・電力・通信・製薬・

セメントなど基幹産業の国営化を進めた。これ

らの他には、支持基盤である低所得者層を重視

する諸政策を実施している。法定最低賃金を月

額 ��	ドル（�		�年）から ���ドル（�	��年）

に、低所得者層に支給される生活補助金（3'*）

を月額 ��ドル（�		�年）から ��ドル（�	�	

年）に引上げた他、安定した雇用環境を構築す

べく、パートタイム労働や派遣労働を禁じてい

る��。さらに、経済の底上げを目指して、公共

事業や社会政策への政府支出を大幅に増やして

いる。

このように、コレア政権は社会主義的かつ急

進的な諸政策を推し進めているのだが、これら

の中には既得権益に触れ、関係諸団体との利害

調整が容易ではなく、軋轢や反発を招きやすい

政策も多く含まれている。次に見るように、そ

のような政策の �つが公務員制度の改革であり、

結果として警察や国軍の一部から反感を買うこ

とにつながった。

�．事件の背景

���公務員組織法の国会審議

コレア政権は、法律改正や省庁再編の一環と

して、公務員の組織再編を進めてきた。それは

��前政権期の省庁数は大統領府 � 局 )��������Q� ��
7

���	��.・�; 省 )��
������. の計 �= 省であったが、コレア
政権は大統領府 �局・�調整省 )��
������ "�(�
���M
.・
�� 省・� 庁（��������Q�）の計 �3 省庁に再編した。

��制憲議会令 )��
(�� "
�������
��. 第 = 号（���= 年
; 月 < 日付官報第 ��� 号）に基づく。

国家警察 �:���N" >"����"��万 ���	名��・国

軍（..�((�）�万 ����名��も対象とするもの

だった。

�		�年 �月 �日、後に騒擾事件の原因とな

る公務員組織法 �9&25:� 9�< &�6K���" �� 2��/

F���� :M#��"�の原案が、政府より国会に提出さ

れる��。その後、国会常任委員会 �-(9�にて審

議が重ねられた同法案は修正され、国会本会議

に提出された。�		�年 ��月 ��日に、同法案

の第一読会が開始され、翌 �	�	年 �月 �日に

承認されて、第二読会へと上げられている。そ

して、騒擾事件が発生する約 �ヶ月半前の �月

��日、第二読会において公務員組織法案は賛成

票 �	�、反対票 �、棄権 �、欠席 �をもって可決

され、国会は最終承認案を政府に差し戻した。

しかし、�月 �日、コレア大統領は部分的拒否

権 �5 F�!� 1"���"�を発動して、最終承認案の

��箇所を修正したうえで、国会に再審議を要請

したのである。

事件前日の �月 ��日、国会は大統領による

修正部分 ��箇所について審議し、うち �箇所

については大統領による修正を認めたが、��箇

所については修正を認めず最終承認案のままと

した��。残る ��箇所の修正部分については、翌

�� ���� 年 �� 月 �� 日付「エル・コメルシオ」紙による。
��『ミリタリー・バランス ���3年 )G � ��	����� ��	�
��

���3.』によると、エクアドル国軍の人員数は陸軍 4万 <;��

名、海軍 ��=� 名、空軍 4��� 名である。階級別では士官
�=�� 名、下士官 � 万 ���� 名、兵士 4 万 ���� 名となって
いる。

��エクアドルの議会制は二読会制を採用している。法案
は、まず国会議員 �� 名からなる国会常任委員会 )"%@. に
て審議される。そこで法案は修正され、国会本会議に上げ
られる。法案は第一読会及び第二読会での承認を得た後、
政府に差し戻される。そこで、政府が承認すれば官報掲載
をもって発効となる。しかし、政府が拒否権を発動して修
正する場合には、法案の修正箇所について国会での再審議
が必要となり、その後の官報掲載をもって発効となる（憲
法第 ��� 条）。

��大統領拒否権による修正箇所は、議員総数の � 分の �

以上の議席をもって最終承認案を維持することが出来る（憲
法第 ��= 条）。
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日の国会審議に持ち越された状態で、事件当日

を迎えることとなる。

����公務員組織法の概要

騒擾事件の原因は、主に公務員組織法の「賞

与・栄典の廃止」に関する条項にあった。官報

第 ���号（�	月 �日付）掲載をもって発効と

なった公務員組織法の廃止条項 �'���6"!���" �

には、「ボーナス・勤続表彰金・記念周年祝金・

勲章・褒章・クリスマス支給物資・昇給祝金に

関する法律・規則を廃止する」と規定されてい

る。一方、国会が承認した最終案同条項には、

「国家警察・国軍は右条項の限りではない」旨が

付記され、国家警察・国軍は廃止条項の適用外

とされていた。しかし、�月 �日にコレア大統

領は、同法第 ���条で「国軍・国家警察・消防に

従事する公務員は、職業の独自性及び特殊性に

より超過勤務・休日出勤などの手当は支給され

ないが、労働関係省が別途定める規定に基づき、

補償金を支給する」と規定しているとし、大統

領拒否権をもって、廃止条項にあった「国家警

察・国軍は右条項の限りではない」という一文

を削除したのである。このため国会は �月 �	

日に、この付記削除につき審議する予定であっ

たが、その矢先、賞与・栄典が廃止されること

に危機感を募らせた警察官により抗議活動が引

き起こされたのだった。

�．事件の経緯

ここでは事件の展開をたどることで、問題の

理解につながる事実関係を整理したい。

���事件発生時（午前 �時半頃～正午）

�月 �	日（木）午前 �時半頃、前述の公務員

組織法案に反対する警察官による抗議ストライ

キが、グアヤキル市・クエンカ市・ロハ市・イ

バラ市・リオバンバ市・マンタ市・エスメラル

ダ市など全国各地で発生した。首都キト以北の

治安警備を管轄する国家警察キト第一管区本部

�0�6����!� O��!� >����でも、�		名を超える

警察官が正門前でタイヤを燃やして抗議活動を

始めていた。

午前 � 時頃、大統領府に現状を知らせる一

報が届いた。通報を受けたコレア大統領は、ハ

ルク �
� !"F� A")�� 内務大臣、アルバラード

�4������ (F"�"���大統領府官房長官、アルバ

ラード �.���"��� (F"�"���大統領府報道長官、

モラ �
"� ���"�大統領私設秘書等と緊急に会

合し��、事態を収拾するために自ら現場に赴くこ

とを決定した�
。その時、キト第一管区本部で

は、建物内に強引に進入しようとした報道関係

者と警察デモ隊とが衝突する事態に陥っていた。

現場の最高責任者であるマルティネス �.����<

�"�!N��$�国家警察長官（警視監）が警察デモ隊

を宥めようと説得を続けていたが、沈静化には

至らなかった。

午前 �時 ��分、コレア大統領、ハルク内務

大臣等が現場に到着した。大統領は、「嘘つきコ

レア。出て行けコレア」と叫ぶ警察デモ隊の野

次に憤慨し、小競り合いへと発展した。しかし、

その場を一旦離れて冷静さを取り戻した大統領

は、服装を整え、改めて喧騒の中に進入する。

午前 �時 ��分、本部中央庁舎 �階の窓越しか

ら大統領は、穏やかな口調で、現政権がこれま

で行って来た警察官に対する手厚い施策につい

て説明するものの��、警察デモ隊は「そのよう

��事件発生当時、モレノ副大統領はニューヨークからグ
アヤキルへの帰国の途上で、またカルバハル治安調整大臣
はサント・ドミンゴに、コルデロ国会議長はサラゴサ（ス
ペイン）にそれぞれ国外出張中であり、多くの政権要人が
不在だった。

�� ���� 年 �� 月 �� 日付「エル・ウニベルソ」紙による。
�	コレア政権は確かに警察官に対する待遇を改善してお
り、月額報酬は、巡査クラスでは �;4ドルから =�3ドルに、
警部補クラスでは <�= ドルから �;�� ドルに、警視クラス
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なことはルシオ（＝グティエレス元大統領）が

してくれた」と応じて野次を繰り返した。そし

て、演説を始めてから �分後、上気した大統領

はネクタイを剥ぎ、シャツを開襟して「大統領を

殺したいのなら、ここにいる。殺してみろ。…

（中略）…祖国を壊したいのなら、壊せば良い。

だが、私は一歩足りとも引下がらない」と怒鳴

り、演説を放棄してしまう。こうして緊張は極

度に達し、警察デモ隊は催涙弾を放って、本部

を後にしようとするコレア大統領を急襲した。

数日前に右膝の手術を終えたばかりの大統領は

歩くこともままならず、大統領警護官に付き添

われて本部裏手へと避難する。大統領一行はヘ

リコプターでの脱出を試みるものの、救出ヘリ

は警察デモ隊に阻止されて発着出来ず、脱出計

画は失敗に終わった。午前 �	 時 �	 分、大統

領の身柄は、本部から �		�程離れた警察病院

�*� 1�!" O��!� >��� �� " :���N" >"����"�へ

と移され、酸素吸入・点滴・右膝手術などの応

急処置が約 ��分にわたって施された後、大統

領は ���号室に緊急入院することになった。

一方、これらとは別の場所では、警察官ではな

く一部の国軍関係者による抗議活動が発生し、緊

迫した事態となっていた。午前 �時頃、国軍関

係者 �		名程が国防省 ��%'5>(�前の主要道

路を封鎖して抗議活動を実施した他、�		名程の

空軍 �.(5�関係者がマリスカル・スクレ・キト国

際空港 �(���1���!��"�� �" 2���� �� O��!��の

滑走路を占拠している。民間航空機が発着でき

ず、事実上の空港封鎖となった。これら国軍関

係者の抗議活動を受けて、政府はポンセ �A"F���

では 33� ドルから ��3� ドルに、警視監クラスでは ��;3

ドルから 4��; ドルにそれぞれ引上げられた（政治経済誌
「J����K」���� 年 �� 月 � 日号、+#�� 参照）。また、政府
は総額 � 億 �=<; 万ドルを投じて、警察官装備（拳銃 � 万
<�� 丁、防弾チョッキ � 万 ���� 着）及び警察車両（�4��

台）を新調している（���� 年 � 月 �� 日付「エル・コメル
シオ」紙参照）。

:����� 国防大臣を対応にあたらせた。ポンセ

大臣は国軍幹部と会合して、公務員組織法によ

る恩恵を訴えながら粘り強く説得した。このこ

とが功を奏し、やがて彼らの抗議活動は収束へ

向かった。午後 �時頃には空港封鎖も解かれて

いる。

また午前 �	時頃、国会では �	名程の警察デモ

隊が議事堂を占拠し、正門・裏門は堅く閉ざされ

た。ギルマル・グティエレス �
��"� 
�!�L���$�

野党議員�	を始めとする反コレア派議員に対し

ては議事堂内への進入は認められたが、与党議

員の方は進入を認められず、国会が停会する事

態に陥った。正午頃には、警察デモ隊が放った

催涙弾がペニャフィエル ��"�� � :�@";��与

党議員を直撃して負傷させている。

����入院後の動き（正午～午後 �時頃）

このような混沌とした情勢の中、午後 	時 ��

分、コレア大統領は病室から国営エクアドル・

テレビ �5��"��� +4�の電話インタビューに応

じ、「警察が行った行為は暗殺の企てであり、誘

拐である。警察病院の周囲には反抗勢力がおり

脱出することが出来ず、軟禁状態にある」と述

べ、今回の事件はクーデタの企てであるとの見

解を示した。その後、病院の外では警察デモ隊

による騒ぎが激しくなり、大統領の病室を �	�

号室へ移す措置がとられた。

午後 �時 ��分、コレア大統領は病室で大統

領令第 ���号に電子署名し、非常事態宣言��を

�
グティエレス元大統領の弟で、愛国協会党 )���. の党
首を務める。

��大統領は非常事態宣言 )2���( (� 2-��+��M
. を発令す
る権限を有している（憲法第 �<4 条）。実際、大統領令第
4== 号（3 月 �� 日署名）をもって、非常事態宣言がエクア
ドル全域を対象に 3 月 �� 日から ; 日間を期限として発令
され、大統領令第 43� 号（�� 月 ; 日署名）により �� 月
= 日まで延長された。それは、大統領令第 ;�� 号（�� 月
3 日署名）により対象地域をキト市に限定しつつ、<� 日間
（�� 月 � 日まで）延長された。続いて、大統領令第 ;�� 号
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発令した。午後 �時 �	分、メラ �(�=� ���"


����大統領府法務長官は記者会見を行い、非

常事態宣言を一般に公表した。政府はこの宣言

に基づいて報道規制を敷き、民放各社の独自の

番組放送を禁じ、国営エクアドル・テレビの番組

のみ放送を認めた��。規制は約 �時間にわたっ

た。また、同宣言をもって国軍が国内の治安警

備の任務にあたることとなり、主要都市では、

アサルト・ライフルを構えた陸軍兵士や装甲車

（55/�型�55/�型�55/��型）などが出動し、市

街地は物々しい雰囲気となった。

一方、午後 �時 �	分頃、国家選挙管理委員

会 �->5�事務局では、カベサ �%���" -"#�$"�国

会第一副議長（臨時代理議長）を主とする �	名

余りの与党議員が記者会見を行い、警察官によ

る抗議活動を非難するとともに、コレア政権へ

の支持を表明した。

また、午後 �時頃には、パティーニョ �0��"���

:"!�@��外務大臣が、中央広場に集まっていた約

�			名もの大統領支持者に向けて、大統領府バ

ルコニーから、警察病院へ大統領を救出しに行

こうと呼びかけ、これを受けてデモ行進が行わ

れた。午後 �時 ��分、パティーニョ外務大臣、

ロドリゲス �-L "� 0���N6��$�与党議員、リベ

ラ �
"#��� 0�F��"�与党議員などの大統領支持

者は警察病院に到着したが、警察デモ隊に制止

されたため、大統領救出は失敗に終わった。

時を同じく午後 �時 �	分頃、ゴンサレス �9�� 

5��� !� 
��$K� �国軍統合参謀本部長（陸軍中

将）は公式会見を開き、「コレア大統領を支持

（�� 月 3 日署名）により、国会の機能を守るため、国会敷
地内に対して <� 日間（���� 年 � 月 < 日まで）、大統領令
第 <4� 号（���� 年 � 月 = 日署名）をもってさらに <� 日
間（4 月 < 日まで）の非常事態宣言が発令されている。

��事件当日午後 � 時頃、この報道規制に抵抗する市民数
名が、国営エクアドル・テレビを襲撃したことで、政府系
ガマテレビ )���� GJ. に放送局が切り替えられる事態も
発生した。

する。法治国家としての原則を国軍は尊重しな

ければならない。大統領は陸海空軍の統帥権を

有しており、大統領の命令に国軍は従い動かな

ければならない」と述べた。政府高官・与党議

員・国軍幹部が順次コレア政権への支持を発表

したことにより、警察デモ隊は次第に孤立して

勢力を失っていくこととなった。

�����大統領救出作戦（午後 �時頃～午後 ��時）

午後 �時 ��分、国軍レッドベレー特殊部隊

�3���" 0�7" �・警察特殊展開部隊 �
&5�・警

察特殊介入部隊 �
%0�の総勢 �		名が警察病院

を取り囲み、大統領救出作戦に向けた準備を整

えた。午後 �時 ��分、防弾ヘルメット・防毒

マスクを装着し、車椅子に乗ったコレア大統領

は警察病院から救出された。大統領を乗せた専

用車は厳重な警備のもと閣僚の待つ大統領府へ

と向かった。大統領府前の中央広場には �			

名を超える大統領支持者が詰め掛け、大喝采を

もって大統領を迎え入れた。午後 �時 �	分、大

統領府バルコニーから大統領は支持者に向け、

「今日は、大統領に就任してからの中で、今ま

での人生の中で、最も悲しき日であった」と語

り、犠牲者に対し一分間の黙祷を捧げた。こう

して ��時間に及ぶ騒擾事件が幕を閉じた。

午後 ��時、大統領は国営エクアドル・テレ

ビの対談インタビューに応じ、「クーデタの企て

は失敗に終わった。暴力行為を正当化すること

は出来ない。今日の事件を絶対に忘れない。許

しもしない」と語り、騒擾事件に関与した関係

者には恩赦を与えず、厳罰に処すとの見解を示

した。

��F�事件後の動き

事件翌日の �	月 �日、マルティネス国家警察
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長官以下 �名��の警察幹部は、事件の責任をと

り、ハルク内務大臣に辞意を表明した��。同日、

コレア大統領はフランコ �."� !� .�"��� 9J1�$�

国家警察学校校長（警視監）を新長官に任命し��、

警察幹部を大幅に刷新した��。その後、騒擾事

件に関与した警察官 ��	名を懲戒免職処分とし

た他、警察官 �		名、及びキト空港占拠に関与し

た国軍関係者 �	名を懲戒戒告処分とした。さ

らに、国家検察庁は事件に関与したと疑われる

警察官 ���名を事情聴取し、うち ��名を内乱

罪や殺人未遂などの容疑でキト市内の第四刑務

所 �-K��� � �� O��!��に逮捕拘禁し捜査を進め

ている��。

事件から �ヶ月後の �	月 �	日、コレア大統

領は国家警察・国軍に従事する者に対して、公

務員組織法第 ���条に基づく補償金を �	�	万

ドル拠出した。この拠出額は、旧法に基づいて

賞与・栄典用に支払われていた総額よりも ��		

万ドルほど多いことを明らかにした。政権は、

���	��
�� ���K ���( 国家警察参謀総長（警視監）、2�7

�	�(�� ��
��		� R������国家警察監査官（警視監）、D���� J���

��(S�� 国家警察オペレーション局長（警視監）、��0�	(

CP+�K "�(�
� 国家警察人事局長（警視監）、及び "��	�

%��� ����
���� 国家警察兵站局長（警視監）の ;名であ
る。

��正式には大統領令第 ;��号から同第 ;��号まで（��月
�; 日署名）をもって辞意が受理された。

��大統領令第 43� 号（�� 月 � 日署名）により就任した。
��同様に、��	�
 %	�	��� ����
(�国家警察参謀総長（警
視監）、B�	�
 %����		 �(�Q���K 国家警察監査官（警視
監）、�����	 �����K ��	��( 国家警察オペレーション局長
（警視監）、D��
 ���	�� %	���(� 国家警察人事局長（警視
正）、及び B�	�
 ����T(�K 国家警察兵站局長（警視正）が
就任した。

�� ���� 年 � 月 � 日までのところ、国家検察庁 )�����	

��
���	 (�	 2���(. は刑事訴訟法第 ��4 条に基づき、� 月
�� 日に ��(�	 %���E 元陸軍少佐を内乱教唆の容疑で起訴
した他、� 月 �; 日に "P��� "����M
 ���
 前警察病院長
（警視正）を大統領が警察病院に避難する際、病院裏門の
南京錠を解錠しなかったとして殺人未遂共謀の容疑、@���

�� ��
(� 巡査を大統領に催涙弾を放ったとして殺人未遂
の容疑、D���� ������ ���	��S� 巡査を大統領が装着して
いた防毒マスクを引き剥がしたとして殺人未遂の容疑、@���
%
Q��	 ����Q
�K 警察作戦支援部隊 )�%�. 巡査長を警察無
線で大統領の暗殺を呼びかけたとして殺人未遂の容疑でそ
れぞれ起訴した。

賞与・栄典の制度を廃止する代わりに、補償金

を支払うとの約束を遵守したのである。その結

果、手当削減を恐れた警察及び国軍関係者が一

応の納得を示したため、彼らによる抗議活動は

収束したのだった。

�．国際社会の反応

ところで、今回の事件に対して国際社会はど

んな反応を示したのだろうか。このようなエク

アドルでの緊急事態に対し、国際社会は迅速に

声明を発表した。事件当日の午後 �時頃、米州

機構 �&(2�緊急会合がワシントン事務局で開か

れ、「民主主義を揺るがす如何なる企ても非難す

る。法治国家及び民主主義の秩序を護るべく、

民主政権であるコレア大統領を強く支持する」

との決議を採択した。また、緊急会合が行われ

る前には、インスルサ �A� L ��6�� %� �$"�同

機構事務総長が自らコレア大統領に電話し、「疑

いの余地なく本件がクーデタの企てであったこ

とを認める。現政権を支持する」と語ったとさ

れている。

同日午後 �時頃には、潘基文・国連事務総長

も、「エクアドルでの現状を深く懸念している。

エクアドルにおける民主主義とそれに基づく正

当な政府を支持する。コレア大統領自身の身体

的状況を懸念している。すべての当事者が法の

支配に基づき平和的解決のため努力するよう求

める」との声明を発表した。

米国もまた迅速にコレア政権支持を表明して

いる。事件発生直後に、バレンズエラ �(�!���

4"��$��"�米国務次官補がパティーニョ外務大

臣に直接電話し、米国政府はエクアドルの民主

政権を支持すると確約した。夕方には、クリン

トン（*�"�< -��!��）米国務長官が「米国政府

は事態を注視している。暴力及び不法性を憂慮

し、コレア大統領及びエクアドルの民主制度を
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支持する。早期の平和的解決を強く求める」と

表明した。

一方、エクアドル外務省は午後 � 時に各国

外交団代表を緊急招集し、次のような内容の声

明文を発表した。「去る �� 日に国会承認され

た公務員組織法に不満を持つ公権機関によりと

られた本日の行為を非難する。今般の抗議活動

は民主主義及び現行憲法に基づく調和を乱すも

のであり、政府との対話と協調に背くものであ

る。・・・（中略）・・・公権機関には、当国の

憲法及び種々の法律を遵守するよう、また合法

的な防衛護持を基本的責務とする機関に不適切

な姿勢を止めるように要請した。当国外務省は

外交団に対し、クーデタの企てを訴えるともに、

エクアドルの民主主義制度への連帯と支持を求

める。当国政府は共和国としてのコントロール

を維持し、法治制度の崩壊を認めない」。これ

に対し、ラテンアメリカ諸国はそろって支持を

表明した。

午後 �	時頃には、南米諸国連合 �G>(2G0�

緊急首脳会合がブエノスアイレスで開催され、

キルチネル �>L !�� ���������南米諸国連合事務

総長を中心とする加盟国各国首脳はコレア政権

への支持を表明している。

午後 ��時頃には、日本政府も外務報道官談話

を通じ、「�月 �	日（木）、エクアドルで警察関

係者による全国規模のストライキが発生し、同

国政府が非常事態宣言を発出したことに懸念を

もって注視しています。我が国は、エクアドル

の民主的枠組みとそれに基づく正統な政府を支

持しており、事態が法に則って早急に解決され

ることを期待します。我が国としては、エクア

ドルにおける事態の推移を引き続き注視し、邦

人の安全には最大限の配慮を払って参ります」

と発表した。

事件翌日には、インスルサ米州機構事務総長

がエクアドルを緊急訪問し、コレア大統領と会

談した。また、南米諸国連合加盟国の各国外相

もエクアドルを緊急訪問し、相次いで緊急外相

会合を行い、コレア政権への支持を表明した。

このように、ラテンアメリカ諸国を中心とする

国際社会からはコレア政権への支持が表明され

たが、今回の事件が、エクアドルでは未だ民主

主義が定着せず政情不安が続いているとの印象

を、国際社会に与える結果となったのは明らか

である。国際社会での評価は著しく低下したと

いえる。

�．社会的影響

�月 �	日の騒擾事件が国内社会に与えた影

響も小さくはなかった。犠牲者は死者 �	名�
、

負傷者 ���名��にのぼった�	。また、エクアド

ル政治経済研究所 �%55:�の算出によれば、一連

の事態によって約 �億 �			万ドルの経済的損

失額がもたらされたという。なぜなら、キトの

空港封鎖に伴い、生花・バナナを始めとする生

鮮品の輸出が完全にストップし、さらに一時的

ながら、グアヤキルなど主要都市では強盗や略

奪が頻発して無法地帯と化し、閉店せざる得な

いショッピングモール・商店・銀行なども多く、

市街地は閑散とし、経済活動は完全にストップ

したからである。また、非常事態への配慮から、

教育機関などでは �	月 �日まで休校措置がと

られた。

��キト市で ;名、グアヤキル市で ;名だった。そのうち、
���	L
 D��P
�K ���
(�（警察特殊介入部隊巡査：�= 歳）、
2(0�
 "�	(��M
 @�
(���（警察巡査：�3 歳）、D���
� "���K

D ����（国軍兵士：�; 歳）、5��0�
 ��
� � ����K（国軍兵
士：�� 歳）、及び D��
 ���	 �	�S�（キト中央大学経済
学部学生：�4 歳）の ; 名は大統領救出作戦の際に命を落と
した。

�	キト市で ��� 名、グアヤキル市で �= 名、その他地域
で 4< 名であった。そのうち �3� 名は軽度、;= 名は重度、
そして �; 名は危篤状態となった。

�
 ���� 年 �� 月 �� 日付「エル・ウニベルソ」紙による。
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�．国民の反応

それでは、エクアドル国民は事件をどのように

受けとめたのであろうか。まずコレア政権支持

率の推移を見ておこう。マーケット社 ��"�)�!

( � ��� �による世論調査では、大統領支持率

は、�		�年 �月に ��?と高い数値を示してか

ら下落が続き、�	�	年 �月には ��?まで落ち込

んでいる。セダトス社 �-��"!� 
"�1�による

世論調査でも、支持率は �		�年 �月の ��?か

ら �	�	年 �月の ��?へと続落してきた（表 �

参照）。

このように大統領不支持が拡大する中、�	�	

年 �月から、カルロス・ベラ �-"�� 4��"�他

の政治活動家を中心とする抵抗勢力が、大統領

罷免に向けた署名活動を本格化していた。場合

によっては、大統領罷免が現実味を帯びて、再

び総選挙になるのではないかとみられていた。

ところが、�月 �	日の事件が終息したことで、

その後、大統領支持率は持ち直している。マー

ケット社の調査では ��?から ��?へ、セダト

ス社の調査でも ��?から ��?に回復したので

ある。

しかしながら、支持率が好転しているとはい

え、事件やコレア政権に対するエクアドル国

民の冷静な姿勢はさほど変化していないよう

だ。マーケット社の世論調査によれば��、国民

の ����?が警察官による抗議活動は適切ではな

かったと否定的な回答をしている一方で、大統領

の行為は見通しのあまい軽率な行動であったと

いう批判的な回答も ����?にのぼる。また国民

の ����?は、大統領がキト第一管区本部に赴いた

ことは適切ではなかったとし、国民の ����?は、

中央庁舎 �階からの大統領演説が事態を悪化さ

�� ���� 年 �� 月 = 日から �� 日にわたり、同社がキト市
とグアヤキル市において �< 歳以上の成人 �<� 名を対象に
実施した世論調査（誤差��7�?）による。

表 � 大統領支持率の推移

出所：マーケット社とセダトス社のデータに基づき筆者
作成

せたと回答している。さらに ����?の国民が、

大統領は誘拐されたわけではないとし、同様に

����?が、事件がクーデタの企てだとは思わない

との見解を示している。すなわち、事件を「クー

デタの企て」と考えるか、単なる「警察官の暴

動」と捉えるかという点で、世論は一致せず、

むしろ二分されている。この点に関しては次節

で検討しよう。

�．「クーデタの企て」か「暴動」か

騒擾事件から数ヶ月が経過したが、真相は未

だ明らかになっておらず、様々な憶測が飛び交っ

ている。一部の報道メディアは、クーデタの企

てでも、誘拐でもなく、単なる警察官による暴

動と捉えている。さらには、コレア政権が抵抗

勢力を抑え込むために事件を利用していると述

べ、事件の不自然な点を指摘している。

事件当日の午後 �時 ��分、アルバラード官房

長官は国営エクアドル・テレビのインタビュー

で、クーデタの可能性を否定し、同じ頃には、カ

ルバハル ���6�� -"�F"7"�治安調整大臣も「大

統領は誘拐されておらず、大統領は警護官が見

守る中、病院で治療を受けていた。大統領や医

師が退院すると決定したならば、いつでも退院
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することが出来た」と語っている。さらに、午

後 �時 ��分には、ソリス �'��� 2�� -"���J��

政策調整大臣も ->>（米国）のインタビュー

で「今般の事件はクーデタの企てではなく、警

察官の経済的・行政的問題に起因する当国政府

に対する抗議活動でしかない」との見解を示し

ていた。このように、政権中枢にいる主要閣僚

たちは、事件直後にはクーデタの可能性を否定

したにもかかわらず、その後、事件はクーデタ

の企てであったと言い出し、そろって以前の発

言を修正するに至っている。

事件当時、警察病院 ���号室に入院していた

サルドゥンビデ �(N�" P"���#����という人物

は、「大統領は院内の廊下を自由に移動でき、医

師・看護士が常に注意を払っていた」��と証言し

ている。また、カリオン �-L "� -"���J��������

警察病院長（当時）は �	月 �	日の ->>との

インタビューで、「警察病院での大統領は誘拐

された状態になかった」と語っている。これら

証言の他にも、コレア大統領が病室にてハルク

内務大臣・マルティネス国家警察長官・ソリス

政策調整大臣等と相次いで会議を行っていたこ

と、携帯電話やインターネットなどの通信手段

が利用できたことは明らかであり、それらを考

慮に入れると、制限つきとはいえコレア大統領

は自由に行動できる状況下にあり、軟禁状態に

あったという大統領自身の主張は疑わしいと言

わざるを得ない。

一方、クーデタの企てとする政府見解につい

て、アヤラ元外務大臣（A� � (<"" 9"  �：����

年 �月～��年 �月）は、「この事件はクーデタの

企てでは決してない。なぜならば、クーデタと

は誰かしらが権力を奪取する試みであり、今般

の事件では、大統領の座に就こうとした者は誰

�� ���� 年 �� 月 � 日付「エクスプレッソ」紙による。

一人いない。国の安定を揺るがす抗議活動にし

か過ぎない」と端的な見解を示している。これ

に対してコレア大統領は、「この事件は、これま

でのような伝統的なクーデタ �6�1� �� 5 !"��

�K ����ではなく、新たな形態のクーデタであ

る。手の込んだ様々なカモフラージュがなされ

ており、クーデタで恩恵を受ける者は舞台裏に

潜んでいる」��と反論し、事件の首謀者としてグ

ティエレス元大統領を始めとする抵抗勢力を名

指しした。

これら一連の状況に対して、ララ �
"� 9"�"

IL1�$�野党議員は、「コレア大統領は嘘で塗り

固めた作り話により、我 （々抵抗勢力）を葬り去

ろうとしている。彼は民主選挙で勝ったことを

盾に、教職員・学生・高齢者・公務員など誰とも

協議を行おうとしない。コレア大統領は今般の

事件をクーデタの企てと言うが嘘偽りである。

クーデタの企てということにすれば、グティエ

レス元大統領を始めとする抵抗勢力を葬り去る

ことが出来るからである」��と批判している。

こうした複数の発言や事件の状況を考慮に入

れると、政府は報道規制を敷くことで、エクア

ドル国民に事件を誇張し歪曲して伝えることが

可能となり、その情報を根拠として抵抗勢力を

抑え込もうとしているのではないかとの考えに

至る。なぜならば、国家警察キト第一管区本部

に赴くことを決めたのも、本部中央庁舎 �階に

立ち激昂しながら過激な発言を行って事態を悪

化させたのも、むしろ大統領自身の軽率な判断

によるものであり、かといって抵抗勢力が、そ

のような事態を引き起こすことまで計算して用

意周到に計画を練っていたと考えるには無理が

あるからだ。さらに言えば、クーデタの首謀者

�� ���� 年 �� 月 �< 日付「大統領プレスリリース」によ
る。

�� ���� 年 �� 月 = 日付「オイ」紙による。
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の一人だと名指しされたグティエレス元大統領

は、事件当日はブラジルに滞在しており、彼が

事件に関与したという解釈についても疑問が残

されている。政府は、グティエレス元大統領の

側近とされるアラウホ �.��� (�"�7��元陸軍少

佐が防弾チョッキを着用して事件現場にいたこ

とが何よりの証拠だとして、刑務所に収監して

捜査を進めている��。しかし、グティエレス元

大統領が事件に関与したことを裏付ける証拠資

料は未だ何一つ公表されていない��。

もっとも、国会では警察デモ隊が野党議員の

みを議事堂に入れたことや、事件がまだ解決し

そうにない当日午後 �時半頃の段階で、エレリ

ア �5���D�� *�����N"�議員を始めとする反コレ

ア派の野党議員等が、「暴動に関与する警察官に

恩赦を与えるべきである」と表明したことも影

響し、エクアドル国民はかえって、野党議員が

騒擾事件に深く関与しつつクーデタを主導した

のではないかとの印象を強く与える結果を招い

たことも確かである。したがって、こうした一

連の状況を逆手にとったコレア政権は、不自然

な点がありながらも、事件をクーデタの企てと

して仕立てあげることが出来たといえるであろ

う。また、一連の事件がコレア政権にとって好

都合に進展したことも大きく影響している。ま

ず、事件が国民全体を巻き込む事態に発展しな

かったことである。一部の警察官によって引き

起こされた抗議活動は、手当という既得権益を

守りたい警察としか一般国民の目には映らず、

かつ一般市民に暴行を加える警察デモ隊の映像

が生中継されたことも影響し、国民の不満や反

�� ���� 年 � 月 �� 日、アラウホ元陸軍少佐は内乱教唆の
容疑で起訴となった。

�� ���� 年 �� 月 < 日、グティエレス元大統領は「警察に
よる抗議活動には一切関与していない。私の携帯電話など
の通話記録を調べればよい」と語り、名誉毀損で政府を提
訴するとの見解を示した。

バルコニーから演説するコレア大統領（国営アンデス通
信社撮影）

発はコレア政権にではなく、むしろ事件を引き

起こした警察に向けられていった。結果的に事

件後、大統領支持率が回復したのもこれら国民

意識が反映したものといえよう。

そして、何よりも重要なことは、国軍幹部が暴

動発生後の早い段階でコレア政権を支持すると

発表したことである。エクアドルのような民主

主義が成熟していない国では、政治体制が揺ら

ぐ時、国軍の出方が重要となる。����年・�			

年・�		�年に発生したクーデタや民衆蜂起では、

国軍が軍事力を行使するようなことは無かった

までも、民意を反映して政権を支持しないと発

表したことで政権崩壊に至っている。つまり、

今般の事件では、国軍がコレア政権を見放さな

かったことが、事件の沈静化に大きく貢献した

といえるであろう。

コレア政権はこのように国際社会、国民、そし

て国軍の支持を巧みに利用しつつ、事件をクー

デタの企てとして仕立てあげることで、結果的

に抵抗勢力の抑え込みに利用できる法的根拠を

手に入れたといえよう。実際、事件から数ヵ月

が経った �	��年 �月現在、国内では政府に対

する以前のような抗議活動はすっかり影を潜め

ている。
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�．事件後のコレア政権

これまで見てきたとおり、コレア政権は事件

を利用することで抵抗勢力を封じ込めることに

成功し、政権基盤を盤石なものとした。平穏を

取り戻したかに見えるエクアドルだが、事件以

降、抵抗勢力が目立った反発を示さないことに

乗じて、国内政治は益々大統領主導で進められ、

国会の機能はさらに形骸化している。コレア政

権が自ら改正した現行憲法には、三権分立なら

ぬ五権分立（行政・司法・立法・市民参画社会

コントロール機能・選挙に関する機能）が規定

されているが、大統領は国家の全権を事実上掌

握し、大統領を中心とした権威主義的な政治体

制が敷かれている。�	��年 �月 �日には憲法

改正に向けた国民投票が行われる予定であり、

大統領の権限はさらに強化されるものと見られ

ている。

�	��年 �月上旬、筆者は �匿名�野党議員と

会談する機会を持った。その議員は「我々は現

政権を恐れている。少しでも政権に楯突けば、

何か理由をつけ逮捕されるのではないかと怯え

ている。政権と事を構えるようなことは出来な

い。そのような気力すら残ってない」と語り、

コレア大統領の強権的な政治姿勢を明らかにし

た。つまり、コレア政権は大統領の権限強化と

抵抗勢力の弱体化という大きな二つの成果を収

めたといえるであろう。

�．コレア政権が抱える影

このように、コレア大統領は政権基盤を淡々

と強化しているが、この騒擾事件は現政権の政

治的駆け引きの拙さと政府省庁の機能不全とい

う政権運営に関わる致命的な欠陥を露呈する結

果となった。現政権は警察官の給与を �倍以上

に引上げ、装備機材を一新したにもかかわらず

（注 ��参照）、手当が削られると危機感を抱いた

警察官により抗議ストライキが引き起こされ、

最終的に大勢の犠牲者を出す事態へと発展した。

もし、政府及び関係省庁が警察関係者と、法案

について事前に実務者レベルでの協議の機会を

設け、十分に理解を求めていたならば、このよ

うな最悪の事態は避けられたであろう。この事

件は強権的な政治体制がもたらした弊害といえ

よう。

また、コレア大統領は政権発足からこれまで

の �年間、大統領の権限強化と抵抗勢力の弱体化

に固執し過ぎるあまり、経済政策を疎かにした

といえるであろう。なぜならば、国内の経済社

会情勢は厳しさを増し、コレア政権に対する国

民の不満が高まっているからである。パートタ

イム労働や派遣労働を禁じたものの、完全失業

率は ���?・不完全失業率は ����?（�	�	年）と

労働生産人口（:5(）の半数以上が依然不安定な

雇用環境に置かれている。また、社会政策を拡

充したものの、貧困率は ���	?（地方部 ����?・

都市部 ����?）と国民の �人に �人は基礎的食

糧品を購入するだけの所得（約 �ドル�日）を得

られない状況に置かれたままである。

さらには、殺人・強盗・誘拐など凶悪犯罪が

増加しており急速に治安は悪化している。エク

アドル国民はコレア政権の発足に希望の光を見

出し、貧困削減・格差是正・治安改善などといっ

た経済社会面での向上を期待したが、国民が期

待したほどの成果はなく、国民の生活は以前と

何ら変わらないどころか、むしろ悪化しており、

閉塞感だけが漂い始めている。

そして、問題はそれだけに留まらない。コレ

ア政権は財政規律を無視し、大規模な財政支出

や公的投資を繰り返しているため、政府の財政

状況は厳しい局面を迎えている。コレア政権は

「大きな政府」の政策を採り、人件費・公共事
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業・社会政策への政府支出を大幅に拡大しこと

で、身の丈以上の政府予算を組まざる得なくな

り、�	�	年は約 ��億ドル（
':比 ���?相当）、

�	��年は約 ��億ドル（
':比 ���?相当）の

財政赤字が発生すると見られている。政府はこ

の膨らむ財政赤字を補填するため、中国からの

債務を増やすなどして凌ぐ現状である��。この

ように、コレア政権の前には険路が続き、国内

の政治経済は混迷の度合いを深めている。

おわりに

多くの死傷者や逮捕者をもたらした騒擾事件

は次第に過去のものとなりつつある。コレア政

権は発足から �年が経ち、����年に民政移管

がなされて以降、最長の政権となった。低所得

者層を支持基盤とする現政権は、少数の富裕層

中心の政治経済体制から脱却すべく、社会主義

的な政策を推し進めた。政府は憲法を改正し、

種々の法律改正を強硬に進めようとした。しか

し、現政権は関係諸団体との利害調整に失敗し、

反発を招いた。国会では、議席過半数に満たな

い与党・国家同盟 �(:�は法案可決に困難を強

いられ、改革の速度は鈍化し、大統領支持率も

低下した。次第に、コレア大統領は国会の手続

きを軽視するようになり、大統領主導で政権運

営を進めようとした。そのような中、警察関係

者を主とする騒擾事件が発生した。それは突発

的な事件ではあったが、強権的な政府に対し不

満が鬱積した中での惨事であり、これまでの経

緯を見てきた者にとっては起こるべくして起こ

�� ���3 年 � 月に原油（総量 <3�� 万バレル）を担保に総
額 ��億ドル（年利 �#�?、償還期間 � 年）、���� 年 < 月に
コカ・コード水力発電所建設に係る融資 �<#=億ドル（年利
<#3?、猶予期間 ; 年、償還期間 �; 年）、同年 = 月にさら
に原油（総量不明）を担保に総額 �� 億ドル（年利 <#�?、
猶予期間半年、償還期間 4 年）、���� 年 � 月には新たに原
油（総量 <3�� 万バレル）を担保に総額 �� 億ドル（年利
�#�?、償還期間 � 年）を、それぞれ中国より借り入れてい
る。

り、十分に予見し得た事件でもあった。

コレア政権は騒擾事件という難局を切り抜け、

抵抗勢力の抑え込みに成功し、政権基盤を盤石

にしたかに見えるが、その後も依然として、経

済情勢の低迷に加えて治安の悪化も著しく、国

民生活にとってのマイナス要因も解消されない

まま、コレア政権への不安や不満がくすぶり続

けており、政権に対する国民の不信感が次第に

広がりつつある。したがって、今後、政府が政

権運営で同様の支障をきたさないためには、事

件の教訓を真摯に受け止め、これまでのような

強引なやり方を改めるとともに、抵抗勢力との

対話の機会を増やし、国民の意見に耳を傾けて

いく柔軟な姿勢が求められている。いずれにせ

よ、コレア政権は直面する深刻な諸問題に対し

て迅速かつ明確な姿勢を示さねばならず、この

意味でも �	��年にかけて新たな正念場を迎え

ることは間違いなかろう。 □■




