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コロラド主義の変遷
―与党コロラド党の派閥争いとパラグアイ政治の関係について―

稲森 広朋(Hirotomo Inamori)�

はじめに

1996 年 4 月のオビエド 元将軍 (Lino

Oviedo)によるクーデタ未遂事件と、99年 3

月のアルガーニャ (Luis M. Arga~na)副大統領

暗殺事件は、ロドリゲス (Andres Rodr��guez)

政権時代 (1989-93)より推し進められてきた

民主化のプロセスが、未だ完結していないこ

とを意味した。

こうした困難を説明するにあたって、常に引

き合いに出されるのは、35年にわたる独裁体制

を維持したストロエスネル (Adolfo Stroess-

ner)である。それは、ストロエスネル政権時

代に築かれた制度的、心理的抑圧が、民主化

のプロセスの障害になっていると考えられて

いるからである1) 。

確かに、この指摘は、民主制移行期を分析す

るにあたっては説得力がある。しかし、現代

の政治的困難を説明するには、ストロエスネ

ル期の影響と共に考察すべきことがある。そ

こで本稿では、与党コロラド党の派閥争いに

着目することにより、同党とパラグアイ政治

の関係を明らかにすることを目的とする。派

閥争いを概観するのは、同党の指針や政策が、

主流派と反主流派の間の争いから見えるから

であり、それが国政に多大な影響を及ぼして

�上智大学大学院
1) 90 年代にパラグアイで出版された政治関連の研究
書の多くが、同様な指摘をしている。ここでは、パラグ
アイ政治の代表的な研究者の著書を挙げておくことにす
る。Abente, Diego, \A Party system in Transition,
the case of Paraguay," in Mainwaring, Scott, and
Timothy, Scully, eds., Building Democratic Institu-
tions Party system in Latin America, (California,
Stanford University Press 1995).

いると考えられるからである。分析にあたっ

ては、同党のイデオロギーや行動様式を示す

ものとして、コロラド主義 (coloradismo)と

いう用語があるため2)、その変遷を、以下の 4

つの時期に分類するところから始める。

第 1期 (1887-1904)はコロラド党の確立期

であり、党の存続を左右する派閥争いが起きた

時期でもあった。第 2期 (1904-54)は、政権の

座から遠ざかっていた時期であり、また、その

後のパラグアイに影響を与えた 2つの事件が

起きた時期でもあった。第 3期 (1954-89)は、

ストロエスネルの台頭により同党に安定がも

たらされた時期あり、それは同時に軍部との一

体化を意味した。第 4期 (1989-93)は、コロラ

ド党主導により民主化のプロセスが進められ

た時期であったが、「実質的な民主主義」実現

に向けて様々な困難を抱えた時期でもあった。

コロラド主義は更に、イデオロギー色を帯

びた第 1期、第 2期と、プラグマティックな特

色を有した第 3期、第 4期の 2つに分けるこ

とが可能である。本論では、パラグアイの政

治の現状を分析するためにも、プラグマティッ

クな第 3期、第 4期、そしてそれ以降を中心

に分析するが、派閥の変遷をみるためにも先

ず第 1期から概観することにする。

第 1期コロラド主義 (1887-1904)

カバリェーロ将軍 (Bernardino Caballero)

によって創設されたコロラド党は、党の旗が赤

2)Crocetti, Sandra, Diccionario Pol��tica Del
Paraguay, Hist�oricos y constitucional, (Asunci�on,
Promociones Culturales S.R.L., 1997). p.87.
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いところから、一般に「コロラド」党と呼ばれ

るようになったが、正式名称は、国民共和協会

(Asociaci�on Nacional Republicano)という。

政党としての活動が開始されたのは 1887年 9

月で、その前身は、三国同盟戦争中にアルゼン

チンの亡命パラグアイ人によって組織された

「パラグアイ人部隊」(Legi�on Paraguaya)であ

る3)。三国同盟戦争で独裁者ロペス (Francisco

Solano L�opez)が戦死し、体制が崩壊したこと

がコロラド党結党の直接の要因であるが、ロペ

スの戦死をうけて「パラグアイ人部隊」はロペ

ス派 (Lopiztas)と反ロペス派 (Antilopiztas)

に分裂し、前者がコロラド党を、後者が自由

党の前身 (Centro Democr�atico)を組織した

のである。結党からしばらくは、カバリェー

ロが唯一のカウディーリョとして党内に君臨

していたために派閥争いもなく、比較的安定

していた。しかしながら、1894年にクーデタ

を起こしたエグスキッサ将軍 (Juan Bautista

Egusquiza)が、もう 1人のカウディーリョと

して台頭することにより党内は二分された。2

人のカウディーリョの登場により、党内に初

の派閥争いがもたらされたのである。

保守的なコロラド党にあって、エグスキッサ

は進歩的な思想の持ち主であったために、クー

デタ後に権力の座に就くと、自由放任主義的

な経済政策を展開し、外国資本の積極的な受

け入れを実施した。それと同様に、次に政権

に就いたエグスキッサ派のアセバル (Emilio

Aceval)も進歩的な政策を引き継いだため、カ

バリェーロはこれに反発し、党内におけるカ

バリェーロ派の復権を目指してのクーデタを

企てた。

これに対して、エグスキッサ派は思想的に

3) 1864 年にロペス政権に反対して組織された \Aso-
ciaci�on Paraguaya"が、アルゼンチンとパラグアイのあ
いだで戦争が勃発したことにより \Legi�on Paraguaya"
（「パラグアイ人部隊」）となった。

近い立場であった自由党と手を組み、企業家

などの諸勢力を取り込むことによって、カバ

リェーロと対立した。こうしてカバリェーロ

の目論見は阻止され、エグスキッサ派が自由

党に移ることにより、コロラド党は与党の座

から転落したのである。

第 2期コロラド主義 (1904-1954)

1930年代にかけて、コロラド党内部におい

ては 2つの派閥が組織された。ひとつめは、自

由党への接近を表明していた選挙至上主義者

(electoralistas)と呼ばれる勢力で、もう一方

は、自由党の政策を批判していた棄権主義者

(abstencionistas)という集団であった。

30年代、40年代のそれぞれに、パラグアイ

は大きな事件を 1つずつ経験しており、両事件

ともにコロラド主義に与えた影響は大きかっ

たが、第二期コロラド主義の時代に直接的な

影響を及ぼしたのは、47年に勃発した内戦で

あった。

この内戦は、モリニゴ (Higinio Mor��nigo)

の独裁に反発した諸勢力、特に、自由党、二月

革命党 (Partido Revolucionario Febrerista)、

共産党の抵抗によるものであったが、コロラド

党は反体制派に加わることもなく、また、モリ

ニゴを積極的に支援することもなく静観の構

えを見せていたために、他の政党が内戦を経て

弱体化するなか、党の組織固めに成功した。こ

うして再び、コロラド党は政権を担当すること

になったが、選挙至上主義者の集団が、ナタリ

シオ・ゴンサレス (Natalicio Gonz�alez)を筆

頭とするギオン派 (guionistas)に、棄権主義

者の集団が、フェデリコ・チャベス (Federico

Ch�avez)率いる民主派 (democraticos)に変容

していったため、党内は再び二分されてしまっ

た。内戦終結直後は、ギオン派のほうが党内

の主流派であったが、49年に自由で公正な選

挙と政党間の競合性を公約に掲げていたチャ
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ベスが大統領に当選したことによって、党内

の民主派が主流派となった。

この一連の派閥争いには、チャコ戦争 (1932-

35)によって台頭した軍人たちが関与していた

ことが指摘されている。軍部による政治への

干渉は、チャコ戦争を契機に政治化した軍人

によって行われてきたのである。

第 3期コロラド主義 (1954-89)

ストロエスネルの台頭が、後のパラグアイ

に与えた影響は周知の通りだが、以下では、彼

の登場によってコロラド党がプラグマティク

な政党へと変容していく過程を追っていくこ

とにする。

54年のクーデタで実権を握ったストロエス

ネルは、戒厳令を敷いた後に、自分にとって危

険分子となり得る政治家、軍人の排除に着手

した。危険分子の中には、民主派とギオン派

のリーダーも含まれており、双方ともに国外

へ追放されることにより、党の二大派閥は消

滅した。また、ストロエスネルは、歴代の大

統領が軍部のクーデタで失脚していることか

ら、士官学校や警察学校に入学した者を強制

的にコロラド党へ入党させる一方で、現役軍

人の中で党派心の強いものは取り込み、逆に

反発するものには僻地任務を命ずるなどして

その影響力を排除していった。その結果、軍

部のプロフェショナリズムは更に失われてい

き、逆に政治化が進んだのである。

カバリェーロによって創設された頃のコロ

ラド党は、党内のイデオローグによって政策

が決定されていた。また、ギオン派が主流派

であった頃はファシズムの影響を受けていた

が、ストロエスネル台頭後のコロラド党は、従

来と異なる政党へと変貌を遂げた。パラグア

イ人研究者アベンテ (Diego Abente)は、コロ

ラド党への入党が職を得るための手段であっ

たことや、同党が国庫から資金を調達してい

たという事実を提示した上で、ストロエスネ

ル体制下の同党が国家政党 (state party)の特

徴を有しているとした4)。

国家政党とは、エリート集団が支配の手段

として政党を形成した場合を意味する。そし

て、コロラド党は利益追求の果てに他党を骨

抜きにしたために、メキシコの PRI（制度的

革命党）と同様、ヘゲモニー政党制に分類さ

れているのである。

コロラド党がヘゲモニー政党とされるのは、

58年の大統領選からしばらくの間、2つの衛

星政党にのみ政治活動を認めたこと、敵対す

る諸勢力を弾圧してきた点や、政権交代が 89

年のクーデタ以外で起きなかったことを理由

として挙げることができる。

こうしてコロラド党は、ストロエスネルの

手によって諸勢力を支配下におくための装置

につくり変えられていったのである。そして、

70年代のイタイプ・ダム建設に始まる好況が、

パトロン＝クライアント関係を更に強化させ、

伝統的に派閥争いが絶えなかった同党でさえ

も、結束を固めていったのである。

党内部において組織固めに成功したストロ

エスネルは、一般市民の監視も怠らなかった。

その主な監視方法としては、党の下部組織 (sec-

cionales)を全国に設置して週１回の会合を義

務づけ、有権者の監視や政治プロパガンダを

実施した。また同時に、ピラグエ (pirag�ue)と

呼ばれる密告集団に都市部における監視役を

命じていた。その他、婦人連合や農民、学生

の取り込みにも着手し、80年代後半までには

総人口の 35％の取り込みに成功した5)。

4)Abente, op.cit., p.309.
5)Hanratty, Dennis, M. and Sandra, Meditz,

(eds.), Paraguay a Country Study, (Federal Re-
search Division Library of Congress, 1988). p.173.
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第 4期コロラド主義 (1989-93)

リンス (Juan Linz)は、イデオロギーやカ

リスマに基づかず、支配者に対する忠誠や恐

怖によって築かれた個人支配体制が崩壊する

要因のひとつに、国内の経済状況を挙げてい

る。彼によれば、経済の悪化による体制への

不満や反対は外部よりもむしろ、内部の幹部

層や恩恵を受けてきた諸グループから出てく

るという（リンス 1995:135-138）。

ストロエスネルのもと、「イタイプの奇跡」

と呼ばれた好況時に一枚岩であったコロラド

党も、「失われた 10年」と称される 80年代の

経済停滞期には大別して 5つの派閥へと分裂

した。そして、ストロエスネルが癌を患って

いることが発覚し、術後の経過も思わしくない

ことが国内に知れ渡ると、ストロエスネル寄り

の軍人によって組織されていた活動派 (sector

militante)が、自分達の既得権を守る手段と

して、息子のグスタボ (Gustavo Stroessner)

を後継者に据えようとした。活動派の幹部や

構成員は庶民階級の出身者で占められており、

84年の党大会から徐々に勢力を拡大してきた

が、ストロエスネルに対する無条件の忠誠を

派閥のスローガンに掲げていたため、後の処

遇を危惧してこの様な行動に出たのである。

これに対して政治開放をスローガンに掲げ

ていた伝統派 (sector tradicional)の軍人は、

民主化をもとめ、活動派の動きを警戒した。

強硬的な活動派と穏健的な伝統派の対立は、

89 年に伝統派の将軍ロドリゲスが起こした

クーデタで一応の解決をみた。ロドリゲスが

クーデタに踏み切ったのは、彼が当時、国内

の最強部隊を率いていたために活動派の標的

にされたことと、ストロエスネルから軍の司

令官の任務を解かれたことに反発したからで

あったと考えられる。

クーデタの後は、活動派の指導的立場にあっ

た軍人が逮捕されたため、伝統派が党内の主

流派となった。

89年 5月に大統領に選出されたロドリゲス

は、自らの政権を、民主制移行のための暫定

政権と定め、就任演説において以下の 5つを

公約した6)。

(I)人権を尊重する。(II)真の民主主義を定

着させる。(III)すべての政党が平等な基盤の

下に競争する。(IV) カトリック教会および、

その他の宗教を尊重する。(V)法の整備を行

う。公約に基づき 92年に制定された憲法は、

三権分立の立憲共和制を採用することにより

大統領の権限を大幅に削除し、多くの権限を

議会に委譲した。また、大統領の任期を 5 年

に定め、再選も禁止された。そして、過去の

教訓から、憲法の第 173条で現役軍人の政治

参加および、政党への入党が禁止されたこと

から、同憲法は民主的な憲法としてその評価

は高い。

ロドリゲスが施行した諸政策により制度面

は確実に整備され、それに伴い、新たな勢力

（野党、労働組合）も政治に参加するようになっ

たため、パラグアイの民主化のプロセスは軌

道に乗っているかのようにみえた。しかし実

際のところは、政治的な野心をもつ軍人によ

る干渉や、職を失うことを恐れて党員登録を

更新する市民も多数存在していた。コロラド

党内部においても、ロドリゲスが着手してき

た活動派の排除に反発する動きがみられるよ

うになった。

ロドリゲスは、89年 12月に活動派に所属す

る厚生社会福祉大臣のメルガレホ (Juan Caro

Melgarejo)を穏健派排除計画に加担したとし

て更迭し、また、90年 7月に、ある講演会で

6)Abente, Diego, \Las etapas de la transici�on y el
camino por recorrer," en Abente, Diego, (coord.),
Paraguay en transici�on, (Caracas, Editorial Nueva
Sociedad, 1993). p.149



コロラド主義の変遷 57

〔表 1〕ストロニスモ衰退期におけるコロラド党内の派閥

1. 活動派 ・Sector militante

a) 正統派路線 ・L��nea ortodoxa

b) 制度的路線 ・L��nea institucional

2. 伝統派 ・Sector tradicional

a) 新権威主義 ・Neo-autoritaria

b) 開放路線 ・L��nea hegemonista aperturista

3. 道義派 ・Sector �etico

4. コロラド統合運動 ・Movimiento de Integraci�on Colorada

5. 反主流派 ・Sector disidente (contestatarios)

a) MOPOCO ・Movimiento Popular Colorado

b) ANRER ・Asociaci�on Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia

c) MOPOCONA ・Movimiento Popular Colorado Nacionalista

出所 Rivarola, Domingo, \Recomposici�on interna del partido Colorado: Su impacto en
el proceso pol��tico," S��ntesis, No.10, Enero-Abril, 1990, p.207.

過激な発言をした外務大臣で、党の臨時党首

も務めていたアルガーニャの更迭も行ってい

たのである。報復とも取れるロドリゲスによ

る更迭は、その後の派閥争いにも少なからず

影響を及ぼすこととなった。

表１にコロラド党の派閥を示しておく。

党内における 3大派閥

93 年の大統領選を前にコロラド党内で行

われた予備選挙では、ワスモシ (Juan Carlos

Wasmosy)が統一候補に選ばれた。ワスモシ

は、イタイプ・ダム建設に携わった企業家のひ

とりで、政治的な基盤を持たない文民であった

が、彼が選出された背景には、アルガーニャの

選出を阻止するための動きがあったからであ

る。そのため、ワスモシ擁立にあたっては建

設会社を始めとする企業と軍部の協力があっ

たが、その中でも特に、アルガーニャと敵対

してきたロドリゲスとオビエド将軍の関与は

明らかであった。

その後、ワスモシが得票率 40.9％を獲得し

て大統領に就任すると、活動派と伝統派の派

閥争いからワスモシ派 (wasmosismo)とアル

ガーニャ派 (arga~nismo)の争いへと様変わり

していった。

90年代に入ってからのコロラド党は、野党

の躍進により苦戦を強いられており、議会に

おいても野党が過半数を占める状態にあった。

大統領として弱い基盤の上に立つワスモシは、

党内の組織固めに着手したが、アルガーニャ派

の相次ぐ造反によって窮地へと追い詰められ

ていた。そして、これに政治的な野心を持つ

オビエド将軍が加わることにより党内は、三つ

巴で主導権争いをすることになったのである。

建設会社 (CONEMPA)の社長を務めてい

たワスモシの派閥は、熟練労働者層を支持基

盤に持ち、通称 ADR (Acci�on Democratica

Republicana)というスローガンを掲げ、イタ

イプ・ダム建設によって築いた莫大な富をも

とに金権政治を展開してきたというイメージ
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を払拭すべく、ストロエスネルとの関係を否

定する発言を繰り返してきた。

それに対して、労働者層とコロラド党の一

般党員 (約 140,000人)を支持基盤に持つアル

ガーニャ派は、通称MRC (Movimiento Re-

consiliaci�on Colorado)というスローガンを

掲げ、現代でこそ民主的な人物が政治に携わ

る必要があると認めつつも、コロラド党の党

員は元来「ストロニスタ」(stronista)であり、

また当時のパラグアイにはストロエスネルが

必要だったことを強調してきた。

オビエド派の掲げるスローガンは、通称

UNANCE (Uni�on Nacional de Colorado

Etico) といい、ストロエスネルと距離を保と

うとするワスモシ派とは異なり、「強力なリー

ダー」、「もう 1人のストロエスネル」が、現

代のパラグアイに必要であることを公言して

きた。更にオビエドは、軍部における「最後

のカリスマ」、「最後のカウディーリョ」であ

ることを印象づけるため地方を遊説して回り、

農民層や失業者の支持の取り付けに成功した。

オビエドの以上のような行動はワスモシに危

機感を与え、ついには司令官解任を命じられ

ることになったが、これに反発する形でクー

デタ未遂事件（96年 4月）は引き起こされた

のである。

この事件は、米国の海兵隊がボリビア国境

線沿いに展開され、ブラジル軍、アルゼンチ

ン軍もパラグアイとの国境まで進軍してきた

ために未然に防がれたが、パラグアイ政治の

未成熟さを露呈してしまったかたちとなった。

また、民主主義を標榜する域内のメルコスル

(南米南部共同市場)加盟国に与えた衝撃も大

きかった。

結びに代えて

コロラド党が掲げるスローガンの中でも特

に興味深いのは、「我々と一緒でないことは、

我々に敵対していることを意味する」7)(Quien

no est�a con nosotros est�a en contra de

nosotros)である。これは、コロラド主義が

絶頂期を迎えた時期のスローガンであるのは

言うまでもなく、その自信は「パラグアイの

奇跡」と呼ばれた 70年代の好況に裏打ちされ

たものである。

しかし、域内を覆った未曾有の経済危機と

民主化の波が国内に及ぶと、一転して彼らは

「我々」から保身に走るひとりの党員、または

一派閥になったのである。コロラド党が、ス

トロエスネルの台頭によってプラグマティッ

クな政党につくり変えられたことが、党員の

意識や政党の機能低下に拍車をかけたのは事

実であろう。

現代パラグアイが抱える政治的混迷の要因

のひとつは、プラグマティック型の政党である

コロラド党が、従来の力は失ったものの、依然

として政権党を務めているところにある。ま

た、党員の関心が次期指導者にあって、国民

にないところにも問題があると言えるのかも

しれない。

オビエドは、「第 2のストロエスネル」には

成れなかったが、コロラド党が派閥の論理を

優先させている限り、どの派閥からも「第 2の

リノ・オビエド」が現れる可能性は否めない。

現在までのところ、特にメルコスルが「抑止

力」としての役割を担ってきたが、この効力

も完全なものではない。
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