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噴出するエクアドルの先住民運動
90年蜂起から 1月政変へ

新木 秀和(Hidekazu Araki)�

はじめに

1990年 6月にエクアドルで発生した先住民

蜂起は、声なき民とみられてきたアンデス先

住民族の存在と叫びを知らしめる事件となり、

コロンブス 500年をはさんで、4年後のサパ

ティスタ蜂起にも影響を与えた。さらに 6年

後の 2000年 1月下旬には、またもエクアド

ルで、今度は軍の一部と連携した先住民蜂起

が、大統領を辞任させ軍民の評議会を樹立す

るというクーデター劇が発生し、衝撃が世界

を走った。

本稿の目的は、民政移管後、とくに 1990年

代を通じて活発化してきたエクアドルの先住

民運動に注目し、その発生と展開過程を概観

することにある。ただ 1月の政変については

別稿で検討したので、ここでは先住民運動と

のかかわりで概略を示すにとどめたい。

1.先住民運動の出現

(i)先住民と国家の歴史的関係

エクアドル現代にとり先住民運動が新しい

現実だとしても、それは世界的な民族復興の

動き、そしてラテンアメリカ各地で展開する

同様の現象と不可分な関係にある。アンデス

とアマゾンにまたがる一地域の状況が世界大

の問題に通底しているという、グローバリズ

ムの問題が、そこにはみられる。またこの国

の歴史社会的な問題に起因し、少なくとも過

去数十年にわたる経験の蓄積が背景にあるこ

とも、忘れてはならない。ここでは、先住民
�早稲田大学非常勤講師

運動の歴史的、社会経済的、かつ文化的な背

景を分析するにあたり、先住民をめぐる 2つ

の要因を指摘しておこう。ひとつは、彼らを

めぐる、植民地および共和国の政治権力の支

配下における過酷な抑圧状況である。もうひ

とつは、地域的および全国的なレベルととも

に農業やエスニックの面でもみられた構造的

変化であり、これが先住民自身の社会文化関

係やアイデンティティを変容させてきた。

エクアドルの共和国史を通じ、また社会的

形成の過程で、国民国家の統合イデオロギー

は、唯一の文化的アイデンティティの存在、つ

まり白色化としてのメスティソ化という概念

を媒介に、先住民族を国民社会へ編入しよう

としてきた (Silva 1995)。白人メスティソ的

イデオロギーで書かれた公的な歴史において、

先住民族は、人口全体の約 3分の 1を構成す

るにもかかわらず、前歴史的、停滞的、かつ

静態的な存在として位置づけられた。文明と

野蛮の二元論により、先住民族や民衆の歴史

は否定され、せいぜい暴力と抵抗の歴史とし

て示されるにすぎなかった。彼らの歴史的な

継続性は隠蔽されてきたのである。

声なき民という先住民のイメージは国家との

関連でつくり出された。共和国の初期（1830-

57年）には、国家が直接的に、課税対象として

先住民を統治していたが、その後（1857年-20

世紀半ば）、先住民統治は地方権力の手に委ね

られた。19世紀半ばに、公的な民族統治から

私的な民族統治への移行がみられたのである。

その後、19世紀末の自由主義革命（1895年）
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を境に、文明化しなければならない消極的な

先住民というイメージが生み出され、こうし

て先住民は声なき民、見えざる存在へと押し

込められたのだった。

過去数十年の間に先住民運動が活性化した

主要な背景のひとつとして、1960年代以降、

とくに 1964年と 74年に農地改革が実施され

てから、アンデス高地部の農村教区で生じた

権力関係の変動に注目することで、多くの論

者は一致している (Guerrero 1996; Korovkin

1997; Botero Villegas 1998)。ここに附随し

た農業部門の近代化により、地方権力 地

主、司祭、政治ボス（テニエンテ・ポリティ

コ）など の間における結節軸が解体され、

白人メスティソによる支配構造が変化を余儀

なくされていく。同時に開発プロジェクトを

たずさえて国家が介入するようになる。その

結果、強力に階層化されていた従来の民族統

治の絆が緩み出し、同時に、それまで各々の

土地で孤立していた様々な先住民集団の間に

接触の機会が生まれた。アンドレス・ゲレロ

(Guerrero 1996: 33)が民族統治の解体と呼

ぶこの過程により、いくつもの新しい組織（共

同組合、連合など）が生み落とされ、これらの

組織が、変動で生じた権力の空白を埋め、や

がて民族的な復権を模索するようになる。

(ii)民主化と先住民運動

1979年 8月にエクアドルでは民政移管が実

現し、ラテンアメリカ諸国における政治的民

主化の先駆けとなった。先住民運動との関連

でこの国における民主政治の 20年をとらえる

と、次の点が指摘できよう。

まず、民政復帰とともに非識字層にも投票

権が拡大され、初めて先住民は投票権を手に

する機会を与えられた。政治的統合の対象と

された先住民には、また市民的諸権利を行使す

る道が少しずつ開かれていく。そこでは、先

住民性はもはや階層や身分の問題ではなく、文

化的な差異の承認にかかわる民族的な問題と

みなされるようになった。もちろん諸先住民

族の間には多様性ないし差異は存在するが（例

えば、アンデス山脈中の渓谷では、キチュア語

話者間におけるサラサカ、サラグロ、オタバロ

などの個性がある）、かかる過程で、またのち

に高揚する先住民運動自体を通じて、先住民

族という集合意識が、共通のアイデンティティ

の中心軸となっていく契機が生まれた。植民

地主義への抵抗を通じて自分たちの固有の文

化、価値観、伝統、および歴史の回復をはか

り、また現実社会における民族差別や貧困の

解消を求めることが、先住民集団の目標になっ

ていくのである (De la Torre Espinosa 1996;

S�anchez-Parga 1996)。

19世紀までの先住民反乱とは異なり、戦略

的な論理と組織的動員力をかね備えた運動を

展開し、やがて蜂起へと至る 20 世紀末の先

住民運動。その出現を理解するには、2つの

新しい媒体の成立を考えねばならない。つま

り、自律的な先住民組織の形成、および独自

の民族的言説と表象を具現する知識人ないし

リーダーの出現が、それである (Wray 1989:

88-89; Guerrero 1996: 37-41)。

エクアドルでは過去数十年の間に様々な先住

民組織が設立されてきた。主要なものをあげる

と、アンデス高地部の ECUARUNARI（1972

年設立）、アマゾン地域のCONFENIAE（エク

アドル・アマゾン先住民族連盟、1980年設立）、

および海岸部の COICEである。1980年には

調整機関として CONACNIE（エクアドル先

住民族全国調整会議）も設けられている。そし

て各地域に基盤をもつこれら 3つの地域組織、

とりわけ ECUARUNARIと CONFENIAE

の 2つが勢力を結集し、1986年に全国組織で

ある CONAIE（エクアドル先住民族連盟）を

結成した。前述したように、民主化により政
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治空間が先住民にも一定程度開放されたこと

で、先住民組織はとくに地域レベルで政治に

関与し始めていたが、CONAIEの結成を契機

にそれが全国的に発展していくことになった。

たとえ国内に地域差が大きくとも、国土（より

正確には生態的かつ政治経済社会的な空間構

成）の規模がメキシコやペルーよりも小振り

である点や、これにより、先住民世界と首都

（中央権力の所在地）との距離が近接し、重層

化すらしている点（キト内部にも従来から先

住民の空間はあった）などから、エクアドル

の場合、先住民組織がアンデスとアマゾンを

横断した連携や、中央政府への接近を比較的

容易に行いうる条件があったように思われる。

ともかくこの CONAIEこそが、1990年代に

おける一連の大規模な抗議行動（蜂起や行進

など）を統率し、国家との交渉を開始する主

体に成長していくのである (CONAIE 1989)。

また、民主化により先住民に教育の機会が

拡大されたことで、彼らのなかから、高等教育

を受けて独自の理念と言説を獲得する知識人

やリーダーが現れたことも、指摘できる。こ

うして明確化したCONAIEのエスニック・ナ

ショナリズムは、大きく 3つの観念を柱にし

ている。すなわち、社会経済的かつ政治的な

権利をもつ民族という人間集団の観念、生活

と再生産の空間としての先住民生活領域（テ

リトリオ）の観念、そしてその生活領域で発

揮される自治ないし民族自決の観念である。

冷戦後に労働組合などの左翼運動や学生運

動が勢力を弱め、また周辺諸国にくらべてゲ

リラ活動もほとんど力をもたないエクアドル

で、農民運動の遺産を受け継ぎつつも、そう

した社会運動の低迷という間隙をぬうような

形で、まさに噴出する伏流のごとく活性化し

ていったのが、先住民主体による復権運動と

しての先住民運動であった。

2.先住民運動の実践と射程

(i)蜂起から交渉へ

1990年 6月、キトの旧市街は様々な民族衣

装を身にまとう先住民で埋め尽くされた。彼

らはサントドミンゴ聖堂を占拠し、ハンガー

ストライキを始めた。同じころ、アンデス高

地の各地では幹線道路の封鎖が実施され、軍

隊との小競り合いも生まれていた。こうして

幕を切っておとされた先住民の蜂起によって、

エクアドル全土は交通も物資供給も一時的な

麻痺状態におかれた。

CONAIEに率いられたこの先住民蜂起は、

先住民の存在を内外に知らしめることになっ

た。彼らはもはや国家の所属物ではなく、市

民的権利とともに民族としての集合的諸権利

をも要求する、社会的な行為者であるという

立場を表明した。知識人のリーダーと独自の

言説をもち、国家との直接対話を要求してき

たのである (Zamosc 1994)。前述したように、

運動の根は反植民地闘争の伝統にさかのぼり、

新しい政治的な形態と言説と方針を取り込ん

できた。神話と夢、つまり過去と未来とを社

会的闘争に結びつけようとする挑戦として、

それは理解されるべきである (Moreno Y�anez

y Figueroa 1992: 9, 58, 100)。この意味で、

1990年の先住民蜂起は決して突発的で孤立し

た出来事ではなく、長期の来歴をもつ抵抗運

動の歴史的結果なのであった。

実力行使により、CONAIEは政府を協議の

場に引き出すことに成功し、先住民と国家の

直接交渉が開始された。CONAIEの要求は、

法政治的、農業的、経済的、かつ文化的な真の

要求である『先住民運動の 16項目』に具体化

した。その内容は、エクアドルが多民族国家

であるという宣言、土地の譲渡と諸民族の生

活領域の合法化、農業問題の解決、夏期言語

研究所の追放、先住民医薬の公認、二言語教
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育への資金提供などであった (Moreno Y�anez

y Figueroa 1992:65-66, 94)。

先住民蜂起に対する反応は様々であった。な

かでも保守的反応を示したのが当の政府（ボ

ルハ政権、1988-92年）だった。先住民の隠さ

れた意図は国家の統一を破壊し、国家の中に

並行的な国家ないし別の国家をつくり出すこ

とにある、とスポークスマンたる当時の官房

長官は警告していた (Ortiz Crespo 1992:139,

177)。それは、反愛国的な先住民が共産主義

者やアナーキストに操られているとみなす、権

威主義的な解釈である。こうした見解から、中

央政府は、CONAIEとの対話において非妥協

的な姿勢をくずそうとはしなかった。

その 2年後の 1992年 4月には、アマゾン地

域のパスタサ県の先住民が、生活領域に対する

権利の合法化などを政府に要求すべく、キトへ

の行進を行った。この行進は、CONFENIAE

と CONAIEから支援を受け、OPIP（パスタ

サ先住民族組織）によって組織化されていた。

アマゾン地域の先住民にとり最も緊急の課題

は、入植者や多国籍石油資本から争奪の的に

なっている彼らの生活領域について、境界設

定と資格づけの問題を解決することにあった。

CONAIEと政府の数度にわたる交渉の結果、

同年 5月に政府は、先住民の生活領域として

110万ヘクタール余りの土地を承認した。た

だ石油などの地下資源の開発権はそのまま国

家の手中にとどまっており、資源の住民管理

という先住民側の要求との溝は埋まらなかっ

た。また 1993年 11月からは、先住民族のコ

ファンが、テキサコ（石油メジャー）を相手

に、環境破壊の損害賠償を求めてニューヨー

クの法廷で訴訟を開始した。このように先住

民の行動原理には、環境保護や民族自決など

の普遍言説を武器とし、国際世論の支持をと

りつけながら、国家や多国籍資本を追いつめ

ていくという、グローバルな展望としたたか

さとが備わっていた（もちろん、資金提供な

どを通じて NGO他の外国勢力が介入してい

るという指摘もあるが）。

同様に 1994年 6月、今度は、農地改革の骨

抜きを目論む政府が前年に公布していた農業

開発法を拒否すべく、二度目の先住民蜂起が

発生した (Guerrero 1996)。経済自由化への

転換を始めたドゥラン政権（1992-96年）が、

国家近代化法による民営化に着手したのにつ

づき、その矛先を農業部門に向けたからであ

る。法案は共同体の土地を市場原理に委ねよ

うとするもので、蜂起を通じて先住民は、新

自由主義による農業の蚕食という事態に否を

表明したのだった。CONAIEはまたも動員力

と交渉力とを誇示したのだが、この 1994年の

先住民蜂起が意味するところは、前回 90年の

蜂起が亀裂を入れたものをつきくずした点に

あった。つまりそれは、前世紀末につくり出

された、前述の消極的な先住民というイメー

ジである (Guerrero 1996:41)。もはや政府と

いえども、先住民の声を無視することができ

ないのは明らかだった。

CONAIEは 1990年代前半を通じ、政治的

動員および政府との直接交渉という経験を蓄積

させていった。この経験が彼らの言説に合法

性と革新性を与え、また新たな代表形態の表現

を可能にさせたと言える。そこから CONAIE

は、他の諸社会勢力および社会運動と共有でき

る目標として、新たな国家モデル、とりわけ多

民族国家の構築という目標を引き出し、1994

年にはそれを独自の政治プロジェクトとして

公表した。

(ii)多民族国家の実現に向けて

このように先住民運動の射程は、エクアド

ルという国家と社会のあり方を問題にするこ

とになる。1996年 5月の総選挙に向け、多民

族国家の構築を主要な目標に掲げて、パチャ
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クティック運動を旗揚げした先住民運動は、市

民勢力を代表する新政党と連携して、パチャ

クティック＝新国家多民族連合運動（MUPP-

NP）を形成した。総選挙の結果、この運動は、

ルイス・マカスの国会議員当選を含め、県市

町村レベルでも先住民を中心に 70名以上の議

員を誕生させることに成功し、政治勢力とし

ての地位を確立した。

経済自由化を批判して 1996年 8月にブカ

ラム政権が登場するが、すぐにポピュリズム

の素顔を露呈した。経済安定策へと方針を転

回し、公共料金の大幅引き上げを行ったこと

や、ネポティズムや腐敗が反発を呼んで、大規

模な民衆デモを招きよせてしまう。1997年 2

月、ブカラム大統領は統治能力の欠如を理由

に、わずか半年で国会により解任された。こ

の罷免決議のきっかけとなった民衆蜂起にお

いて、先住民運動は（そして軍部もまた）隠

然たる力を発揮していた。ブカラム政権期に

は、民族文化省の創設によりアマゾンの先住

民リーダーが政府に抱き込まれるという事態

もあったが、そうした切り崩し工作にもかか

わらず、先住民運動の勢力は容易には弱体化

されなかった。

次いで、国会議長から昇格したアラルコン臨

時大統領は、暫定政権の正統性をかけて 1997

年 5月に国民投票を実施した。次いで、憲法

改正を目標に制憲議会が召集される。その結

果、1998年 8月に制憲議会は 1978年憲法の

修正を可決した。なかでも重要な成果は、エ

クアドルが多民族多文化国家であるという宣

言が憲法に盛り込まれたことだった。つまり、

先住民および黒人／アフリカ系エクアドル人

という様々な民族の存在と権利とを明示しつ

つ、エクアドルという国家の多民族性と多文

化性が規定されたのである（1998年憲法の前

文、第 62条、第 83-85条など）。

従来のような政府のかたくなな姿勢を考え

ると、確かにそれは一定の進歩といえるが、問

題は文面化された内容が実体をともなうか否

か、という点にある。これは過去 20年間続い

てきた政治的民主化の内実こそが問われるべ

きことを意味している。実際、多民族性は表

明されても、現実の社会関係や政治経済活動

のうえで先住民への民族差別や、彼らを取り

巻く貧困状態などの問題が解消される保証と

はならない。むしろ、それらが先住民以外の

民衆層にもかかわる諸問題として残存かつ深

刻化していったことは、1990年以降も継続す

る先住民運動（蜂起や行進、占拠など）の活

発化から明らかである。そうした矛盾の爆発

的な表現になったのが、次に述べる 2000年 1

月の先住民蜂起であり、軍の一部と連携した

クーデター事件であった。

3.１月政変とその波紋

2000年 1月 21日から 22日にかけて発生し

た政変（軍／民によるクーデター事件）は、先

住民運動の存在と力を強く印象づける出来事

ともなった。これはマワ政権下で深刻化した

社会経済危機と政治腐敗が民衆の不満を高め

ていたなか、1月 9日のドル化宣言を引金に、

大統領の辞任のみならず国家機構の変革をも

目指すエネルギーの噴出として、先住民など

の社会運動と軍人が演出した事態であった。

1月 15日にマワ政権に対する三度目の先住

民蜂起が始まり、17日から 21日にかけて 1万

5000人にのぼる先住民が首都に押し寄せた。

その人波には社会運動家や軍人も加わりなが

ら、キト旧市街に点在する三権機関へと歩を

進めていき、国会や大統領府になだれ込んだ。

いわゆる「キト占拠」の実現であった。こうし

て 21日夜、マワの追放後に、三代表（バルガ

スCONAIE議長、メンドサ将軍、およびソロ

ルサノ元最高裁長官）による救国評議会の樹

立が宣言された。が、やがて米国政府の圧力
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などを受けて軍が離脱すると、翌 22日には、

ノボア副大統領の新大統領昇格で合法的な体

裁の政権委譲が成立し、ひとまず事態は収拾

した (新木 2000; Viteri Gualinga 2000)。

軍の一部と連携した先住民運動が、反民衆

的な大統領の退任や国家機構の変革（とくに

不人気の国会議員や裁判官の更迭）を要求し

たという、特異な事件。1990年代を通じて先

住民運動の矛先は国家のあり方を問うに至っ

たが、一連の出来事は、先住民の組織と運動

が、疲弊した国家と政治機構を打破し、それを

根本的に作り直そうとする社会変革の担い手

へと脱皮してきたことを示す。政変前の 1月

11日に全国に設立された「民衆議会」の存在

が、そうした意思を表している。確かに蜂起

や政変は頓挫したが、先住民運動の勢力を内

外に見せつけたことは疑えない。

ノボア新政権は政変後、前政権の諸政策、と

くにドル化政策を継続する意向を表明し、3月

にはドル化（米ドルの導入とスクレの段階的

廃止など）の実施、民営化の推進、および労

働調整の 3点を柱とする経済変革基本法を制

定させた。また IMFとの合意を取りつけた政

府は、まず 5月から 6月にかけてクレジット・

カードや小切手のドル化に着手し、また新硬

貨（1ドル＝ 2万 5000スクレ以下の 50、25、

10、5、および 1センタボの 5種類）の発行・

流通に向けた各種の具体的措置も、2000年を

通じて実行に移していく計画である。公共料

金や賃金の引き上げも予定されている。他方

で 4月末現在、政変に参画した軍人や民間人

への対応について、恩赦の実現をめぐる駆け

引きが大統領や国会、先住民組織や軍部を巻

き込んで政治問題化している。

こうしたノボア政権の方針に対し、先住民

組織は全面的な対決姿勢をくずしていない。

CONAIEのバルガス議長は政変直後、半年の

うちに先住民の主張が政策に活かされ、「完全

な転換がなければ、社会的爆発が生じて内乱

につながろう」述べた。先住民などの社会運

動側は、国民投票の 5月実施を目指していた

が、それが流れると今度は、民主的手続きに

よる民意への問いかけを模索していく意志を

表明した。先住民運動がドル化の阻止や国家

機構の再編を求め続けていくことは確かであ

り、今後ともその言動から目が離せない。

おわりに 変革主体としての先住民運動

前述のように、先住民族との関連でエクア

ドルにおける民主政治の 20年をふり返ると、

政治的民主化にもかかわらず、社会的民主化、

そして民族関係における民主化が十分達成さ

れてこなかったことが、明らかになる (De la

Torre Espinosa 1996:27)。しかし、にもかか

わらず、民主化という環境条件が生まれたか

らこそ、先住民運動がほとんど唯一の活発な

社会運動として、エクアドルの政治や社会に

重要な地位を確立しえてきたことも、また疑

いえない事実であろう。社会変革を希求する

変革の担い手として先住民族の組織と運動を

とらえていくことを、われわれは要求されて

いる。

いうまでもなく、1月の政変は様々な波紋

を呼んだ。事件の発生を知った誰もがすぐに、

今回の事態が単なる「軍事」クーデターではな

いことに気づいたであろう。いや、先住民と

軍人が行動をともにするという現象に、驚い

た者も少なくなかったに違いない。軍による

先住民の弾圧という、実際に多くの場所で観

察される現実からすれば、両者の接近が一時

的にせよ生じたことは注目に値する。もはや

社会変革要求の矛先をかわせないほど国民国

家のほころびがあらわになれば、旧敵ですら

手をむすび、先住民と軍人の共闘という現象

さえ生み出される、という訳だろうか。だが

政変の影響はそれにとどまらない。むしろ政
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変後の状況は、一層波乱含みですらある。政

変の教訓をゆっくり議論するいとまがないほ

ど急速に、政府は経済自由化の諸政策を進め

ようとしている。

かくて 20世紀末のエクアドル情勢は流動化

の度合いを深めつつあるかに見える。グロー

バル化に翻弄される国家や社会の激動ぶり、そ

して経済のドル化（とりわけ自国通貨の放棄

という極端な政策）がもたらす社会分断の危

機的予兆。その渦中で、先住民運動もまたそ

の存在意義と役割を問われていくことになる。

＊小論は、国際シンポジウム「ラテンアメリ

カにおける国民国家、エスニシティおよび民

主主義」（2000年 1月 18-20日、国立民族学

博物館地域研究企画交流センター）で報告し

たスペイン語原稿（「先住民運動と多民族国家

―エクアドルの事例」）(Araki 2000)に大幅な

加筆訂正を施し、1月下旬の政変にも言及した

ものである。
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