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パック・カタリ運動の理念がオルロという産業

都市で継承されてきたことの意味を仔細に分析

することで、都会から離れ、西洋文化から隔絶さ

れた先住民共同体によって継承された、閉鎖的

で時代錯誤的、西洋文化と西洋社会を否定する

運動などと解釈されがちであったトゥパック・

カタリ運動が、西洋的価値観と協調しようとす

るものであることを明らかにした。

本書が刊行されたのは 1月末であり、雑誌『ラ

ティーナ』3月号に、伊高浩昭氏による書評が

掲載された。ラテンアメリカ情勢に精通してい

る伊高氏は、本書で明らかにしたトゥパック・

カタリ運動の特徴を、モラレス現大統領の最近

に至るまでの政策と関連づけて述べてくださっ

ている。 □■

『先住民運動と多民族国家―エクアドルの事例

研究を中心に』（御茶の水書房、2014年）-神

奈川大学・新木秀和

本書のタイトルをつけた際、自分がかつて行っ

た報告のタイトルに由来することを当初ははっ

きり意識していなかった。実際、筆者は 2000

年、国立民族学博物館地域研究企画交流センター

で開催された国際シンポジウムで “Movimiento

indígena y estado plurinacional: el caso ecuato-

riano”と題して報告していた（その後、原稿は

2002年刊行の論文集に所収される）。すなわち、

それは「先住民運動と多民族国家―エクアドル

の事例」であり、まさしく本書と同じタイトル

であった。

それから 10年余を経て、2013年初夏から本

格的な執筆・編集作業を進める中で、先住民運

動に関する一書を編もうと考えたが、運動を単

独で扱うのではなく、「多民族国家」という概念

との関連において議論しようと思いついた。や

がて、そうした方向性が明確になっていく。そ

れは、「先住民と国家」というテーマをエクア

ドルの事例分析を中心に検討するという構想で

あった。このように、本書のアイデアは急に生

まれたものではなく、ずっと以前から抱えてき

た構想が具体化したものである。

本書は、既発表の原稿を集めた論文集ではな

く、学位論文を下敷きにする作品でもない。出

版の話が出た時、手っ取り早い方法は書き溜め

た発表済みの論考類から論文集を編むことであ

るのはわかっていた。しかし、それでは十分で

はない側面やテーマも多く、かなりの量の書き

下ろしが不可欠であった。そのうえ、論文集よ

りも整合性がとれた作品を生み出したいとの願

望が強くなっていった。

結果として、勤務先である神奈川大学の人文

学研究所から人文学研究叢書 34として出版で

きた。この叢書は本来、学内共同研究の成果を

毎年 2件出版するとの企画であるが、2013年度
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については共同研究グループによる利用がない

ことがわかった。そこで、筆者にとっては幸運

だったが、研究所員の個人出版も可能として学

内応募がかかったため、それに応募したもので

ある。勤務先から国内研究の機会を与えられ、

上智大学イベロアメリカ研究所に客員研究員と

してお世話になる厚遇に恵まれたばかりか、偶

然にもかかる出版の機会を得られたことで、早

期に一書をまとめることが可能になった。

次に、目次を記すことで、本書の構成と目的、

特徴を明らかにしたい。

はじめに―本書の視点と構成

第Ｉ部　先住民運動の展開と多民族国家の

　　形成

1　先住民と国家の歴史的関係

2　先住民運動の形成と展開

3　先住民蜂起と先住民の政治参加

4　コレア政権と先住民運動

5　多文化主義と先住民

6　多民族国家思想と多民族国家の形成

7　先住民運動の成果と課題

第 II部　先住民運動の諸相

1　貧困と人種主義をめぐる闘い

2　先住民と都市

3　異文化間教育と先住民大学

4　複数言語国家の実相

5　人口センサスの力学

6　先住民地図の分析

7　先住民と文化遺産・自然遺産

8　資源開発と先住民

9　先住民裁判権と先住民医療

10　アフロ系住民とモントゥビオの運動

第 III部　ラテンアメリカの経験への位置づけ

1　ラテンアメリカの先住民と国家

2　社会運動論における先住民運動

3　多民族国家の実像

おわりに―エクアドルの経験が意味すること

本書は 3部構成である。ただし通常の類書と

異なって「章」を設けず、項目テーマごとに連

続する形式とした。それぞれの項目を章立てす

るには、分量に幅があってまとまりにくいとい

う事情もあった。

「第Ｉ部　先住民運動の展開と多民族国家の

形成」は、「先住民と国家」というテーマをめぐ

るエクアドルの事例研究であり、それを歴史的

にたどりつつ記述している。いうまでもなく、

この「先住民と国家」というモチーフは、ラテン

アメリカ研究において 1990年代から取り上げ

られてきた研究テーマである。もちろん主役は

先住民という集団であり、彼（女）らが結成した

複数の先住民組織が、どのような成立と展開の

過程を経て政治参加や国家との関係の緊密化を

果たしてきたかに焦点があてられる。先住民の

政治参加は 1990年代の活発化を経て 2000年代

以降は混迷の時代に入っているといえるが、先

住民と国家との関わり自体は決して新しい出来

事ではない。先行研究でも指摘されるように、

ラテンアメリカにおける先住民の組織化がエク

アドルなどの国々では 20世紀の半ば頃までさ

かのぼる歴史的背景を有することは銘記されて

よい。ともかく 2014年現在では、アンデスやメ

ソアメリカを中心とする域内の多くの国々で、

先住民や先住民運動が重要なアクターとなって

すでに久しい。

そのような状況を受けて、本書では、先住民

組織の活動だけでなくその理念や思想について

も明らかにすべく、CONAIE（エクアドル先住

民連合）やパチャクティック運動による「多民

族国家」思想の形成と展開にも説明を加えてい

る。とりわけ、それら組織が使用する独自の用
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語としてナシオナリダー (Nacionalidad)やプエ

ブロ (Pueblo)という概念などにも詳細な検討を

行っており、このことは本書の特長であろう。

もうひとつの主役である国家については、そ

の枠組みや内実がいかに展開し変容してきたか

に光があてられる。その先に「多民族国家」と

いう概念と実態の関係が浮かび上がる。ラテン

アメリカではこの「多民族国家」もまた古くて

新しいテーマである。

「第 II部　先住民運動の諸相」では、先住民

組織が運動の目標として掲げることで、その活

動によって獲得され、あるいは失われたさまざ

まな領域や事項を扱う。多様なテーマが俎上に

乗せられているが、とくに人口センサスや先住

民地図に関する分析のように、本書ではできる

限り独自の視点から先住民運動や先住民の姿を

捉えようと試みている。そのほか、言語、文化

遺産、資源開発などのテーマも扱われる。

「第 III部　ラテンアメリカの経験への位置

づけ」では、第 I部と第 II部における多面的な

エクアドルの事例分析を、ラテンアメリカ各地

における類例の中で捉えるとともに、社会運動

論や先住民運動に関する先行研究とも比べよう

と意図している。前述したように、本書のテー

マは先住民運動と多民族国家の関係性を論じる

ことであり、「先住民と国家」という従来から続

いてきたテーマを土台にしている。先住民運動

について論じた本書は、まずエクアドルの事例

研究に軸が置かれるが、筆者としては、エクア

ドルの状況を他の国々の状況と比べつつ、地域

レベルにおける類似の状況の中に位置づけたい

と考えた。そのため第 III部では、ラテンアメリ

カ各地における先住民運動の展開状況を広く概

観している。意外にも、このような概説は日本

では十分に行われていない。そのため、従来は

ほとんど取り上げられてこなかった国々（統計

のうえで先住民人口が希少なウルグアイなど）

を含めて情報を広く集めて記述した。逆にいえ

ば総花的であり、必ずしも「運動」として括る

ことのできない事例にもあえて言及している。

このように第 III部では、ラテンアメリカにお

けるエクアドルの事例の位置づけを企図した。

とはいえ、本来の意味で位置づけができている

か否かの判断は難しい。同時代の動きであるこ

とを明示できたものの、相互関連や全体におけ

る個別事例の特徴を明確にしえたかどうかは読

者の判断に委ねられる。もちろん、このような

試みは始まったばかりで、本書に一定の意義は

あろう。ただ、個別状況を精査できているわけ

はないので、それぞれのテーマに精通する方々

からご教示いただければありがたい。

さらに、表紙と裏表紙の写真デザインについ

てもぜひ記しておきたい。出版事業の通例にも

れず、それらの選択は編集担当者やデザイナー

との相談の結果による。それでも最終的に、写

真選定は筆者のイメージ通りとなった。それは

次のような状況による。

まず、表紙の写真には「パチャクティック運

動の本部事務所」を撮影した写真が採用された。

出版社に渡していた写真データの中から、いく

つかの候補の中から選定されたものだが、実は、

当初の案とは異なる。というのも、出版社に当

初預けた写真データでは、「ルミニャウイの胸

像」が表紙のデザイン候補となっていたからだ。

キト市内のエクアドル中央大学構内には、エク

アドルを含む南北アメリカ各国・各地の、とく

に蜂起や抵抗運動で活躍した先住民英雄たちの

胸像が並んでいる。そこはかつて「インドアメ

リカ広場」と呼ばれていたが、現在もそう呼ば

れているかは承知しない。ともかく、筆者がそ

こで撮影した胸像のひとつがルミニャウイ像で

ある。アタワルパ皇帝の家臣だったルミニャウ
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イは、スペイン人との戦いで名を高めたインカ

末期の先住民であり、その後のエクアドル共和

国ではナショナル・シンボルとされて、スクレ

札や軍の銀行などでそのイメージが使用かつ消

費されてきた。

とはいえ、ルミニャウイに代わるものがあれ

ば、それに越したことはない。筆者は、先住民

運動をテーマとする本書にはできるだけ「運動」

を表わす写真を使いたいと考えた。また、多民

族国家というテーマに関連する象徴として、先

住民組織が用いるイメージ、例えば虹の図案な

どは使えないだろうかとも思い始めていた。ウ

イパラと呼ばれる旗もそうした象徴のひとつだ。

しかし、抗議行動などにおける先住民運動の具

体的な姿を撮影することは、その場に居合わせ

ない限り難しく、めぼしい写真プリントの持ち合

わせがなかった。こうして必要に迫られるまで、

かつて撮影していた写真プリントのストックは、

詳細を忘れたままダンボール箱の底に埋もれて

いた。そうこうするうちに、ゲラ校正が進んで

表紙デザインを決める段階になった。手持ちの

写真プリントを捜索した結果、パチャクティック

運動やCONAIEに関連する写真類に中に、お目

当てのデザインを見つけることができた。それ

らの中でも、「多民族統一運動」(Movimiento de

Unidad Plurinacional)というパチャクティック

運動のスペイン語名称を表す写真が本書のテー

マには最適だろうとの思いが次第に強くなって

いった。

そのうえ、本書のカバーを手に取ると気づくこ

とだが、筆者は、裏表紙の写真にもメッセージを

込めたつもりである。その上段には、CONAIE

の本部事務所の壁面が写されている。CONAIE

という頭文字の右にはカラフルなウイパラが、

左側には先住民の人物像の下にTierra、Cultura、

Libertad という標語が書かれた CONAIE のシ

ンボルマークが、それぞれついている。また裏

表紙の下段では、パチャクティック運動をテー

マに描かれたカラフルな壁画が読者の目を楽し

ませてくれる。太陽と月が天空に浮かび、地上

には一つ目の生き物や樹木が描かれた、いささ

か奇妙な図案がそれだ。

実はこの裏表紙の写真も当初の案とは異なっ

ている。当初は FENOCIN（農民・先住民・黒

人組織全国連合）本部事務所の写真が候補に含

まれていたからである。その代わり、パチャク

ティック運動の事務所はなかった。結局、表紙

のルミニャウイと裏表紙の FENOCINは図案に

使われず、パチャクティック運動とCONAIEが

登場した。

それらは筆者の希望にそうものとなった。本

書のタイトルや構想を最もよく表現するのは、

やはり最大の先住民全国組織であるCONAIEで

あり、それと密接な関連をもつパチャクティッ

ク運動だといえるからだ。重要なのはそれらの

組織が使用するシンボルであり、前述した虹や

ウイパラは、「多様性の中の統一」や「多元性」、

そして「多民族国家」への志向を具体化した表

象となっている。この点に、本書の表紙と裏表

紙の写真に込められたメッセージを読み取って

いただければありがたい。

最後に、本書が十分に扱えなかったいくつか

の点を書き留めておきたい。それらは今後の研

究課題に重なってくるであろう。まず、エクア

ドルの事例研究をラテンアメリカの経験に位置

づけるといいながら、そうした位置づけはまだ

不十分であると感じている。このことにも関わ

るが、本書が理論面で独自の見解を打ち出せた

かというと、この点でも弱さがあるといわざる

をえない。社会運動論への言及は部分的である

し、先住民運動を特定の理論や枠組みで分析す

ることができているわけでもない。さらに多民
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族国家に関する議論では、ボリビアの例を引き

合いに出して、あれこれ論じているが、欧米な

どの主要な事例や世界の多民族国家群との比較

という視点は明示できていない。そのような比

較分析や位置づけが弱いといえば、そのとおり

であろう。

このように未消化の課題が多く残されている

ものの、事例研究および概観という 2つの側面

を通じて先住民運動や多民族国家というテーマ

に関わる現代的な特徴と一定の展望を示すこと

ができた点に、本書の意義は求められよう。ラ

テンアメリカにおける「先住民と国家」という

テーマは今後とも重要なテーマであり続けるで

あろうし、この意味で、本書が示した事実や積

み残した課題は形を変えつつ取り組まれていく

に違いない。 □■




