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2000年キト事件を読む
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2000年 1月 21日エクアドルでは何が起こっ

たのか。その日、先住民と軍人が合流してキト

の三権機関に押し寄せる映像は、わずかながら

日本でも放映された。先住民運動の威力や彼ら

と軍人の共闘という現象が、われわれに強烈か

つ意外な印象を与えたのは確かだろう。だが事

件の紹介はわずかにとどまっている。チアパス

との地下水脈が想起されても、キトという場の

独自性は無視できないし、クーデタ未遂事件と

みなすだけでは違和感も強くなるばかりだ。こ

の事件は、発生日にちなんで「1月 21日」とい

う日付で刻印され、また先住民による「キト占

拠」事件とも言われるが、本稿では「2000年キ

ト事件」とする。

事件から 2年以上が経過した。しかし学術雑

誌等が本事件を扱うものは、先住民運動やエク

アドル内政を概観するいくつかの論文等に限ら

れ、管見ながら、まとまった分析はエクアドル国

内を離れるとほとんど目にすることがない。そ

れらのほとんどもスペイン語文献であり、日本

語はともかく英語で書かれた論文等も概観的で

断片的な内容にとどまっている（例えば、Lucero

2001; McConnell 2001）。そこで、3冊の関連書

を紹介し、事件に参画した代表的人物たちの証

言をまとめながら、2000年キト事件の意味を

探ってみたい。

１.

まず、ルーカス著『インディオの叛乱』から

紹介しよう。著者はウルグアイ生まれのジャー

ナリストである。本書の構成はいささか奇妙だ

が、「ルミニャウイから CONAIEへ」と題する

序文と、文末に付された一種の先住民反乱者列

伝（15世紀のルミニャウイから 20世紀のカク

アンゴまでの 5名を列挙）とをはさむ形で、事

件関連の本文が置かれている。本文では、事件

の背景と経緯が 2000年 1月末まで概観され、

次いで先住民指導者など５名の人物へのインタ

ビューが収められている。

ここでは CONAIE（エクアドル先住民族連

盟）の代表を務めたアントニオ・バルガスとル

イス・マカスの証言に注目しよう。バルガスは

言う。1990年以来の一連の先住民蜂起は先住

民運動を盛り上げただけでなく、変革を求める

すべてのエクアドル人の団結を強めることに貢

献した。1月 21日もその延長線上にあり、軍

人将校たちの中にそうした芽が生まれたのだ、

と。他方マカスは、先住民や民衆の蜂起は危機

が存在すること、そして既存の民主主義と政治

制度では問題が解決しないことを示したと述べ

つつ、1990年の蜂起から 2000年の蜂起までの

間に先住民運動は、民族の問題だけでなく、エ
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クアドル社会のグローバルな現実についても熟

考し、人びとに呼びかける提案をもって逆境に

立ち向かうようになった、と。

この著作は、事件の展開を理解するのには手

頃だろう。ただ出版が事件直後（2000年 1月）

なのを見ても、先住民運動の展開について書か

れながら、キト事件を機に急遽出版したという

性急さは明らかであり、構成の不備も目につく。

それゆえ、事件自体を詳細に検討するには別の

書物も必要だろう。例えば、エクアドルの主要

な日刊紙『エル・コメルシオ』がまとめた記録

『1月 21日―マワの息の根を止めさせた混乱』

（El Comercio, 2000）が参考になる。これは新

聞記事や論評に加え、政府側だけでなく先住民

運動や軍部が出した声明文などを広く収集して

おり、記録文書としての価値もある。

２.

次に、『虹の叛乱：証言と分析』を紹介した

い。本書は、社会運動の指導者であるナポレオ

ン・サルトス氏が編纂した証言集であり、前掲

書よりも広範に証言を集め、また事件の学術的

な分析もいくつか含んでいる。4部から構成さ

れ、第１部には社会運動関係者や研究者などに

よる分析論文を集める。第 2部から 4部までは

対話会における関係者などの討論の記録であり、

社会政治的文脈（第 2部）、事件の経緯、言説と

参加者の行為（第 3部）、および経済危機面（第

4部）となっている。なお、ドル化など経済面

については割愛し、ここでは事件参加者の政治

社会面に関する証言と解釈に論点を絞りたい。

サルトスは社会運動調整組織の代表者として

事件に参加した。彼によれば、事件は突発的な

ものではなく、先住民運動の成熟の長い過程、

社会運動諸派の新たな存在感、そして若手軍人

の民族的かつ倫理的選択、これら三者が凝縮し

て新しい歴史的ブロックが形成されたことに意

義がある。三権の変革を含む共和国再編の希求

は、事件から 10日前の 1月 11日に「エクアド

ル民衆議会」が設置されたことに見られる。

前書や次の著作に比べると学術的な分析や解

説の部分が多いのが、本書『虹の叛乱』の特徴

である。研究者による事件の解釈をいくつか取

り上げてみよう。アレハンドロ・モレアノは本

事件を、社会の下層民による上層への革命的な

挑戦だと見る。つまり、社会経済危機の中で２

つのエクアドルが生まれ、その片方の「深層の

エクアドル (Ecuador profundo)」を構成する先

住民と若手軍人が中心になって、1月 21日の

キトに一種のコミューンを形成したが、それは

幻影のように一瞬に終わったというのである。

他方パトリシオ・ゲレロは、事件が胚胎する象

徴的な意味に注目する。権力や民主主義に絡む

政治文化という点で、事件により二重権力状態

が生まれた。つまり民衆議会がシャーマンの儀

礼を経て設置されたことから先住民の世界観や

ユートピア観を読み取れるし、またそれに対抗

する形で、支配層側でノボア副大統領の大統領

就任が急いでなされて権力の継続が儀式的に示

されたことにも、事件における同様の象徴性が

示されている、と。

これに関連して興味深いのは、「1月蜂起の

間のキトにおける先住民に関するイメージと語

り」と題するルールデス・エンダラの分析であ

ろう。そこでは、先住民蜂起についての新聞報

道とキト住民の反応とが検討されている。当初

キトのメスティソ住民の間では、先住民たちが

大挙してやって来るというニュースがいくぶん

脅威をもって受け止められたが、やがてマワを

追放して救国評議会を結成すると、先住民の姿

が救世主を思わせる方向に変化していった、と

いう指摘が注目される。もちろん、先住民が権
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力の座に接近したという事態に触発されて、都

市住民の潜在的な民族差別意識が表面化した点

は無視できないが、権力をめぐるイメージの闘

いが繰り広げられていたという分析は重要だと

思われる。武力衝突や流血の惨事が回避された

ことも、そうした解釈を可能にする背景だとい

えよう。

ところで、なぜ「虹の叛乱」なのだろうか。後

述の『権力への第四の道』におけるインタビュー

（167ページ）でサルトスが述べるように、多様

な民衆が共通の目標を掲げるという多元性を象

徴するものとして、1月 21日の民衆蜂起は「虹

の叛乱」と呼ばれるという。思えば、1990年 6

月の先住民蜂起は「インティライミの蜂起」と

呼ばれていた。多元性とは先住民運動が掲げた

「多民族国家」の主張とも一致する。またポン

チョの色彩やCONAIEの旗のデザインが、「虹」

のイメージに反映していることも確かであろう。

３.

キト事件はラテンアメリカやアンデスの全体

状況にどう位置づけるられるだろうか。この点

について考える素材は、『権力への第四の道』か

ら得られよう。本書の半分以上（31–173ペー

ジ）はキト事件参加者のインタビューからなる

ので、本書も証言集という性格をもつ。中心と

なるのはやはり、先住民指導者、社会運動指導

者、および軍人の証言である。「我々には戦略

が欠けていた」というバルガスやサルトスの発

言は、前述の 2書における発言と大差はない。

ここでは、軍人たちの証言に注目してみよう。

ルシオ・グティエレス（先住民蜂起に最初に加

わった大佐）の次のように総括する。事件が発

生したのは、マワ政権下における政治腐敗や社

会的不公正の蔓延、そして不正な銀行家の免責

などに対する反発が原因であり、経済面だけで

なく倫理面でもエクアドルは危機的状況にあっ

た。将軍たちが動かなければ自分たち大佐連が

行動すべきと考え、先住民や民衆の波に合流し

て国会に入った。そこで救国評議会を結成し、

バルガスおよびソロルサノ（元最高裁長官）と

ともに自分が三頭メンバーになったが、軍内部

の圧力などもありメンドサ将軍に実権を渡した。

大統領の追放後、メンドサが国際的圧力で評議

会を離脱してからの状況は周知の通りである。

「1月 21日」の教訓は何か。事件は失敗だった

という声はあるが、肯定的な評価もできる。つ

まり、最も重要な教訓は、尊厳が自分の手の中

にあることを民衆が理解したこと、そして反民

衆的な統治者に自分たちが「否！」を突きつけ

ることができ、その力は誰も止められないこと

を学んだ点にある。

他方、軍事アカデミー校長だったファウスト・

コボ（大佐）は、グティエレスの叛乱を知ると国

会にかけつけて、軍や警察による武力制圧（流

血）を回避させ、彼と行動を共にした。このコ

ボや、あるいはメンドサ将軍から調停役を命じ

られて国会に赴きグティエレスに賛同したホル

ヘ・ブリート（大佐）のように、大佐連の関与

が目立ったのが本事件の特徴だった。国内各地

で訓練を受ける間に先住民や民衆の実情を知っ

て、社会改革の意識に芽生える若手軍人たち。

マワ政権の腐敗ぶりに反感を募らせた彼らが、

CONAIEの動きに同調する様子が、本書では

生々しく語られている。

次に、「ラテンアメリカ的な展望」と副題に

ある点を見てみよう。本書の残り 4分の 1ほど

（174–221ページ）には、ノーム・チョムスキー

およびウゴ・チャベスとのインタビュー、それ

にフィデル・カストロの演説集からの転載文が

採録されている。筆者がかかる 3名の文章を入

れたのは、エクアドルで生じている出来事を、ラ
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テンアメリカ同時代史の動向と関連づけ、その

中に位置づけようという意図からであろう。と

はいえ、それらとエクアドル情勢との接点はほ

とんどなく（そもそもチャベスとの会見は 1999

年、カストロの演説は 1998年で、わずかに、

チョムスキーがドル化に言及しているだけであ

る）、筆者の意図は成功しているとは言いがた

い。『変革への第四の道』と命名して、域内の変

革運動に「キト事件」を関連づけようという筆

者の意図はジャーナリスト的であり、学術的分

析を本書に求めるのは筋違いかも知れない。ラ

テンアメリカやアンデス諸国における同時代の

事象との有機的連関を踏まえた分析は、研究に

課された今後の課題といえよう。

４.

これら 3冊から得られる事件の特徴は何であ

ろうか。

何よりも事件によって、先住民運動への注目

が高まったことは間違いない。チアパスに比べ

エクアドルの先住民運動への関心が湧きにくい

日本でも、CONAIEの実力や彼らの運動が 1990

年代を通じて盛り上がってきたことに、改めて

目が向けられ始めたように思われる。マワ政権

の関係者（アルバレス内務相 Alvarez 2001）が

先住民のクーデターを非難するのは自己弁護の

感が強いが、本稿で示唆したように、先住民運

動を理想化することも同様にできないだろう。

その主張と行動様式が、エクアドル民衆だけで

なく世界の他の人々にも届くメッセージ性を多

分に含んでいるとしても、あくまでもCONAIE

は政治組織であり、その政治性や組織性に必然

的に由来する固有の問題から自由ではない。む

しろ、指導者層と多くの民衆との間に生まれる

乖離や、組織が胚胎する内的亀裂についても、

しばしば指摘されるとおりであり、さらには、

金で動く者もいるという痛烈な批判が先住民組

織に向けられることもあるからだ。ともかく注

意深い観察が必要だろう。

他方、軍については何が言えるだろうか。若

手軍人の動向からは、大佐連による革新的な思

想と行動の軌跡が読み取れる。グティエレス自

身、ベネズエラのチャベスを模範にしていると

して自己を正当化している。では、アンデス諸

国で 1970年代に強まった軍の改革志向は、彼ら

とどうつながっているのか。また、軍人の参加

があれば軍事クーデターだと非難する見方で、

果たして本事件のような現象は理解できるのだ

ろうか。その後、軍人による概説書も出てはい

るが (Lascano Palacios 2001)、現象を説明する

にはほど遠い段階にある。軍内部の再編状況も

含め、検討を要する要素はまだ多いというべき

であろう。

５.

以上、2000年キト事件に関する３冊の著作

を紹介し、若干の整理を行ってきた。これまで

見たように、アンデスの一隅に目を向けただけ

で、様々な議論ができる事態や状況が存在して

いる。本事件については、前述したように、イ

メージ形成に果たしたマスメディアの役割や、

権力の正統性をめぐる儀礼的な力学など、今後

とも検討すべき点が見い出されよう。つまり蜂

起の歴史性を考えたり、舞台としての都市空間

の文脈をも加味しつつ、政治文化面や事件の意

味を問うような重層的かつ複合的なアプローチ

が求められる。キーワード的にいっても本事件

には「先住民運動」「軍」「ドル化」など、ラテン

アメリカ・カリブの現在を照らし出すテーマが

つまっている。グローバル化の進展などで事象

の重層性や複合性が顕著になるにつれ、研究に

従事する側にも、視点の柔軟性や越境的思考が
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要求される機会が増えている。そうした議論に

つながる素材を本稿が提供できれば幸いである。
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