フィジー社会における人種間格差の政治経済史
－土地所有制度をめぐるインド系住民と
フィジー系住民の対立－

大阪市立大学経済学研究科
経済格差研究センター

高橋

リサーチアシスタント

玲

2008 年 3 月 31 日
Discussion Paper No.12

CREI Discussion Paper Series

フィジー社会における人種間格差の政治経済史
－土地所有制度をめぐるインド系住民と
フィジー系住民の対立－

大阪市立大学経済学研究科
経済格差研究センター

高橋

リサーチアシスタント

玲

2008 年 3 月 31 日
Discussion Paper No.12

経済格差研究センター(CREI)は、大阪市立大学経済学研究科重点研究プロジェクト「経
済格差と経済学－異端・都市下層・アジアの視点から－」（2006~2009 年）の推進のた
め、研究科内に設置された研究ユニットである。

フィジー社会における人種間格差の政治経済史
－土地所有制度をめぐるインド系住民とフィジー系住民の対立－

高橋玲
１．はじめに
フィジー諸島共和国は、南西太平洋の中央部に位置し、約 330 の島々から成る島嶼国で
ある。これらの島々は、東経 175 度から西経 177 度の間、南緯 15 度から南緯 22 度の間に
位置する。
フィジーは 1874 年、英国の直轄領となった。このとき英国政府は、「間接統治」と呼ば
れるルールを適用した。フィジー人の伝統的社会組織と権力構造とを基盤にして自治組織
を作り上げ、
「フィジー人によってフィジー人を統治する」という方針で植民地経営を行っ
たのである。
当時のフィジーでは、欧州系入植者たちの手によって、殆ど略奪にも近い方法で土地が
買い取られていた。初代総督はこの状態に歯止めをかけるために、フィジー人以外には所
有権を認めない法律(Native Lands Ordinance)を制定した。この法律が、現在まで続く土地
所有における格差を生む源泉となった。
一方で英国は、さとうきびプランテーションの労働者として、インド人の入植をすすめ
た 1 。1879 年から 1916 年までの間、６万人以上のインド人が、プランテーションの労働者
としてフィジーに入植したのである。契約は５年であったが、契約終了後には自由民とし
てさらに５年の滞在が求められた。10 年後には契約満了となり、希望者は船賃免除で帰国
することもできた。しかし、彼らの多くはフィジーに残った。
彼らはフィジー人から土地を借りて農業を営んだり、あるいは商業活動をしながら、フ
ィジーに定着することになった。経済的観念があり、労働意欲が旺盛なインド人は、その
人口を増加させ、フィジーの経済基盤を握っていった。1946 年にはフィジー人の人口を凌
ぐことになったインド人は、フィジー人と並んで二大エスニックグループを形成している
2

。
本稿では、フィジー人に優遇された土地制度に端を発する格差が、いかなる軋轢を生み、

いかなる形で表出しているのかという問題を、主としてフィジーにおける政治経済史の流
れの中で見ていくことにする。
エスニックグループ間の軋轢の表出は、おおよそ次の三つの時期に区分される。
第二次大戦以前には、フィジー人とインド人という二つのエスニックグループは、互い
の社会生活において交流する機会を殆どもたなかった。インド人はフィジー人から借地を
1

「indentured labour(年季契約労働)」という。
その後の政治的事情などにより、2007 年のインド人人口は、総人口の約 38%程度に減少している。詳
しくは第３節参照のこと。
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して生計を立てていたが、リース期間は 99 年という長期にわたるものであり、現在頻発し
ているようなリース契約の更新にまつわるトラブルは見られなかった。土地所有に関する
格差が社会問題として顕在化することはあまりなかったのである。
フィジーでは、独立を迎える 1970 年までに近代的な二大政党制が発足した。そして、
インド人の利害を代表する国民連邦党が不平等な土地所有制度の改正を訴え始めると、土
地所有に基づく格差がエスニックグループ間の軋轢という形で表出することになった。土
地のリース期間が、1967 年には 10 年に短縮されたことも、インド人の社会不安を煽る結
果になった 3 。以降の総選挙では、既得権益を保守していこうとするフィジー人と、格差
是正を求めるインド人というエスニックな対立図式が、それぞれが支持する「同盟党」と
「国民連邦党」という二大政党制の形で表現されることになったのである。
しかし近年では、この格差構造の表出型式に変化が見られる。高等教育を受けたフィジ
ー人高級官僚や、フィジー人都市生活者などの新たな階層が形成され、インド人／フィジ
ー人という、エスニックグループに基づく従来の二項対立図式が崩れたのである。これは、
1987 年に行われた第五回総選挙において、労働党と国民連邦党の連合が過半数の議席を得
たことにも表れている。主に都市部においては、両エスニックグループが社会生活上隔絶
されているという従来の構図は見られなくなってきている。彼らは共に高等教育を受け、
共に働く同僚であり、近代的な価値を共有する新たな階層を創出したのである。
本稿では、これら三つの時期における格差の表出形式を確認しつつ、現代フィジーが抱
える問題を政治史の中で位置づける。近代化に伴い、新しいライフスタイルを身につけた
都市在住フィジー人が新たな階層を創出し、フィジー人対インド人という伝統的構図のあ
りかたも問われるようになってきている。一方で、従来のエスニック対立の構図もまた、
数度のクーデターという形で表出しているのである。現代フィジーが抱える問題は、複雑
化の様相を呈している。
では次に、その後のフィジーを決定付けることになった植民地期に至るまでの、フィジ
ーの政治的背景について述べる。

２．歴史的背景
植民地期
フィジーが世界史に初めて登場したのは、欧州人探検家による「発見」と調査が行われ
た 17-18 世紀のことである。1643 年にタスマン(Abel J. Tasman)が初めてフィジーのタベウ
ニ島に達して以来、1774 年のクック(Captain J. Cook)、1789 年と 1792 年のブライ(William
Bligh)、1797 年のウィルソン(Captain Wilson)などが、それぞれフィジーに到達した。19 世
紀初頭には、白檀を求めて多くの欧州系商人がフィジーに到来した。他方、難破船乗組員
やオーストラリアからの脱走囚などもフィジーに流れ着き、定住する者もいた。
彼ら欧州人たちは、当初は白檀を求め、後に白檀が伐採され尽くされてしまってからは
ナマコと鯨を求めて、フィジー人たちと交易をしていた。そしてこれらの交易の過程で、
鉄製の道具と銃などの火器が新たにフィジーに持ち込まれた。当時のフィジーは諸首長割
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その後の 1976 年には再び法改正がなされ、土地のリース期間は 30 年に改められた。詳しくは第３節
参照のこと。
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拠の時代であり、有力な首長たちが近隣の村落を征服統合し、部族間の戦争が慢性的に続
いていた。そうした状況の下、欧州系商人によって持ち込まれたこれらの火器は、戦争を
さらに残酷なものへと変化させる要因になった。
19 世紀中盤になると、入植した欧州人たちは、土地を手に入れ、コプラなどのプランテ
ーションを興すことに躍起になった。土地を巡る争奪状況が起きたのである。一方フィジ
ー人社会では、バウの首長ザコンバウ(Cakobau)と、ラウグループの首長マアフ(Ma’afu)の
勢力が拮抗していた。1840 年代に覇権を握っていたのが、ビチレブ島の東に浮かぶ小島バ
ウの勢力であり、その首長がザコンバウである。また、トンガ人マアフは、当時フィジー
に住みついていたトンガ人の指揮者として、トンガ国王の命令で派遣された首長であり、
彼はビチレブ島を取り囲む形で勢力を築いていた。
1860 年代には、欧州人居留者の数が増え、彼らは自分の既得権益を合法的に保証してく
れる正式な行政機関を必要としていた。そして 1865 年、フィジーの歴史上初めての統一同
盟政府を作る提案がなされ、７人の大首長が署名した。最初の盟主にはザコンバウが選ば
れた。この統一政府は、法に基づく首長の権力が制定されたという意味で、フィジーにお
ける初めての「近代国家」であったと言える。ザコンバウは、二年二期の間盟主をつとめ
た。しかしその後、マアフが次の盟主の座に就こうとした時に、他の首長たちが反対し、
第一次同盟政府は崩壊した 4 。
欧州人居留者たちは、自らの権利と安全の確保、特に、獲得した土地の合法的所有を求
めて、安全保障を実現する安定した統一政府の樹立を強く望んでいた。土地所有の権利を
明確に表した法的根拠が一切ないために、彼らは契約に基づく保証を熱望していたのであ
る。一方、首長たちは、欧州人居留者たちの税収無しでは政府を維持することは困難であ
った。このような状況の下、第一次同盟政府の崩壊後、さらに三度の挫折を経て 5 、ザコ
ンバウは、フィジーの主権を英国に譲渡することを申し入れる。英国はこの申し出を受諾
し、1874 年、直轄領としてフィジーの割譲を正式に得たのである。
土地所有と間接統治
1874 年にフィジーの割譲を受けた英国は、その統治方針として、「間接統治」のルール
を定めた。これは、フィジーにおける伝統的権力構造を踏襲した行政的組織を構築し、フ
ィジー人自身によって国を統治させることを主眼とするものである。英国領フィジーの新
政府における初代総督ゴードン卿(Sir Arthur Gordon)は、割譲証書(Deed of Cession)の内容を
フィジー人に有利に解釈してフィジー人保護政策に努めた。ワッターズ(R.F.Watters)によれ
ば、彼は、英国の間接統治ルールを決定付けた最初の人物ということになる。
1875 年から 1880 年のゴードン卿の統治時代はフィジーの近代史において決定的な意味を
も っ た。 と い う の は 、 ゴ ー ド ン 卿 の 政策 が、フィ ジー の人々の 発展 を支えて きた ような永
4

Derrick (1946), pp.159-201 参照。
1867 年には第二次ザコンバウ政府が成立し、ザコンバウが「王」として即位した。しかし英国領事は
この政府を承認しなかった。英国人からの税収が得られなくなり、第二次政府は運営困難に陥った。1869
年には第三次ザコンバウ政府が発足したが、同じ理由で失敗に終わった。1871 年に成立した第四次ザコ
ンバウ政府は、新しく制圧した地区の民を欧州人植民者に労働者として売ることで運営資金を得ること
が出来た。Derrick (1946), p.201 参照。
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続的しきたりの存在を世に知らしめることとなったからである。ゴードン卿は、
「間接統治」
の シ ステ ム を 編 み 出 し 、 土 着 の 権 威 を通 して統治 を行 った最初 の一 人であっ た。 そのルー
ル は 後に 、 ナ イ ジ ェ リ ア に お け る ル ガー ド卿の下 で、 英国の植 民地 統治のモ デル になった
のである 6 。

ゴードン卿は、伝統的な首長の権力構造をそのまま利用する形で統治方式を定め、フィ
ジーの伝統的社会構造を保持しようと努めた。そしてこの保護政策の最大の特徴は、土地
所有に関してフィジー人に与えられた特権に代表される。
19 世紀中盤、フィジーに入植した欧州人入植者の多くは、プランテーション経営のため
の土地を獲得することに熱中していた。しかし、統一政府の存在しなかったこの時期のフ
ィジーにおいては、土地の獲得手段は合法的なものではなく、詐欺や略奪といった側面が
強かった。そして瞬く間に、農耕に適した土地の多くが欧州人入植者に買い占められてし
まったのである。この状況を目の当たりにしたゴードン卿は、1880 年、フィジー人の土地
に対する権利を確立させるための条例「National Land Ordinance」を制定する。これは、欧
州人が適正に購入し、既に彼らに正当な所有権が認められている土地を除いては、フィジ
ー人以外の所有を認めないという条例であった。同時にこの条例は、後に述べる「格差」
の法的な主因でもある。年季契約労働者として入植し、現在ではフィジー経済を牽引して
いるとさえ言われるインド人も、土地を保有する権利が認められていない。
フィジーの土地は、次の３種類に分類される 7 。「ネイティブランド(Native Land)」は、
フィジー人の伝統的共同体組織である「マタンガリ(Mataqali)」によって所有されている。
フィジー人以外の所有は認められていない。このネイティブランドの登録は各マタンガリ
が行っている。各マタンガリ内の構成員は、マタンガリから耕作地を借りることになる。
また、彼らが使用していない土地は、非構成員にリースされている。1940 年に発足した
NLTB(National Land Trust Board)が、地主と借地人との仲介を行い、借地料の決定も行って
いる。借地をするのはインド人農民が多いが、ホテル用地や工業用地の場合もある。1986
年現在、このネイティブランドは 1,525,230haあり、全土のおよそ 83.2%を占める。
「フリーホールドランド(Freehold Land)」は、植民地化以前に入植した主に欧州人によ
って購入された土地であり、植民地政府の調査によってその合法性が認められたものであ
る。このフリーホールドランドは現在も売買は自由であり、その大半は欧州人やインド人
によって所有されている。しかし、売買価格は非常に高額であり、そのおよそ 1/3 はリー
スされているのが現状である。1986 年の統計では、このフリーホールドランドは 181,035ha
あり、全土の 9.8%である。
1875 年の時点で、どの共同体にも属さなかったり、あるいは英国王室によって購入され
た土地は「クラウンランド(Crown Land)」と呼ばれる。これは現在、政府の所有になって
おり、131,220ha、全体の 7.0%を数える。この土地もリース可能ではあるが、農業的には
適さない土地が多く、大部分は公共目的のために使用されている。

6
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Watters(1969), p.26。
橋本康史(1988)、76-81 頁参照。
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３．インド人とフィジー人の格差の実際
格差が生む政治的軋轢
植民地時代の 1879 年、第一次移民がインドから到着した。インド人は、さとうきびプ
ランテーションの年季契約労働者としてフィジーに入植したのである。1916 年に中止にな
るまでの間、約６万人のインド人がフィジーに上陸した。彼らは５年契約で働いたが、さ
らに５年働けば帰国の旅費を支給された。その後にフィジーに定住する権利も認められて
いたため、彼らのうち約４万人が、期限後も借地農としてフィジーに残留する道を選んだ。
また 1920 年代以降、インド人労働者を対象にした商売を目論むインド人が自由移民として
流入し始め、フィジー在住インド人はその人口を増やしていった。1946 年には、初めてフ
ィジー人の人口を超えたが、現在では第二位の人種を構成する。
2007 年のフィジー政府人口調査の統計によれば、フィジー諸島共和国の人口は 827,900
人である。構成は、フィジー系(57％)、インド系(38％)、その他(5％)、という構成になっ
ている 8 。
フィジー人を優遇するという主旨の英国植民地政府方針により制定された土地所有制
度は、現在においてもなお、フィジー人とインド人との間に土地をめぐる権利の厳然たる
格差を生み出している。
フィジー人は、日々の食糧で困ることは殆どない。村に帰れば、マタンガリの誰かが面
倒を見てくれることになっており、共同体的扶助の規範は機能している。必要ならば共同
で農耕の手伝いをすれば良いし、住む場所にも困ることは無い。これは全て、生産資本で
ある土地の所有が保障されているからである。フィジー人は伝統的に、土地と深く結びつ
いた生活をしてきた。19 世紀までに欧州人入植者が流入し、土地所有権がフィジー人の手
から離れかけた。しかし、英国植民地化とフィジー人優遇の土地政策のおかげで、土地所
有権は再び彼らのもとに確保され、さらに永久に所有権が保証された。フィジー人の伝統
的社会構造は、この土地制度と不可分のところにあるといってもよく、法的には、1880 年
に施行され今日まで続いている「Native Land Ordinance」が今日のフィジー社会の方向性を
決定付けたと言える。
一方、インド人は、生活基盤である土地を保有することができない。生産資本である耕
作地がリースであるばかりか、居住地に対してすら所有権がないのである。借地期間が終
わっても、契約更新ができない場合もあり得る。土地所有者であるフィジー人が契約を打
ちきれば、たとえそこが長年住んだ土地であったとしても、借地者であるインド人は抗う
ことができない。
土地を巡る両者の絶対的格差が政治史的に表出する形式は、以下に述べる三つの時期に
区分される。
先ず第一に、独立以前は、軋轢は潜在的なものであった。それは一つには、両者の生活
空間が、物理的にも経済的にも社会的にも分断されており、相互に交差することが少なか
ったという背景がある 9 。しかし近代化が進み、経済構造に変化が生じた。フィジー人は
8

以上、統計の数値等は外務省HPより抜粋。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/fiji/data.html。
インド人労 働力は、フィ ジー人労働力 の補足として ではなく、代 替であった。 フィジー人を 村落 に 閉
じ込め、チーフを通じて統治するという支配理念に基づいていた。間接統治は、フィジー人とインド人
とを分断することをその主眼としていた。春日(1991)、162 頁。
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植民地時代には、英国のフィジー人優遇政策の庇護の下で立場が安定していた。ところが、
独立後の近代化と経済発展により都市部在住のフィジー人が増加した。資本主義経済シス
テムという枠組の中で、彼らとインド人との間で貧富の差が顕著になったのである。経済
観念に優れたインド人は、フィジー経済の根幹を担ってきた。伝統的な生活様式を保持す
るフィジー人に対して、フィジー人から借りた土地で商売をして資本主義経済の中心的役
割を担うインド人は、彼らが冷遇されている保守的な現体制に対して次第に強い不満を抱
くようになってきた。
独立の直前、フィジーに政党が成立する時期になると、格差の構造は政治的衝突という
形で噴出した。インド人によるインド人の権利拡大要求運動の高まりに対抗して、フィジ
ー人の利益保護を目的とするために結成された「Fijian Association」という組織が、1964
年、「同盟党(Alliance Party)」として発足した。一方、インド人の間では、精糖会社に対す
る さ と う き び 農 民 の ス ト ラ イ キ を 指 導 し た 者 の 一 部 が 核 と な り 、 1964 年 、「 国 民 連 邦 党
(National Federation Party)」が発足した。1966 年に行われた総選挙では、同盟党 27 議席、
国民連邦党９議席という結果になった。ここにおいて、同盟党はフィジー人及び一般有権
者、国民連邦党はインド人によって、それぞれ支持される政党であると言う事が国民に認
識された。以来、フィジーの政治史においては、フィジー人対インド人という単純なエス
ニック対立の図式がその主題であり続けた。
土地所有制度をめぐる格差が、特にインド人によって再認識されたのは、この時期に土
地のリース期間の変更を巡る法改正が行われたことが一因である。1967 年以前のリース期
間 は 、 長 い 間 99 年 で あ っ た 。 と こ ろ が 1967 年 、「 農 業 用 地 の 地 主 ・ 借 地 人 条 例 (The
Agricultural Landlord and Tenant Ordinance)」が施行され、リース期間は 10 年間に大幅に短
縮された 10 。リース料の改定を短いサイクルで行うことができれば、それだけ地主に有利
になる。この法改正は、フィジー人優遇という政治方針を強化するものであり、同時に、
インド人にとっては格差を再認識する契機となった。
1970 年 10 月、フィジーは総督にフォスター(Robert Foster)、首相に与党同盟党党首マラ
(Kamisese Mara)をいただき、英国から独立した。1972 年に行われた第一回総選挙では、下
院(The House of Representatives)全議席 52 名中、同盟党が 33 議席を占め、マラが首相に就
任した。1977 年の第二回総選挙では、国民連邦党の議席が僅かに上回ったため、マラ内閣
は総辞職をした。しかし、国民連邦党に内部分裂が起こり、組閣できない状態に陥ったた
めに、総督は再びマラが首相に任命された。しかしこれは少数政党内閣であったために、
政情が不安定になった。そこで国民連邦党は内閣不信任案を議会において可決させ、第三
回総選挙が行われた。この総選挙では同盟党が過半数を上回り、マラ内閣は基盤を強化し
た。1982 年には第四回総選挙が行われ、同盟党が過半数の議席(28 議席)を獲得した結果、
マラ内閣は継続することになった。労働組合を母体として 1985 年に結成された労働党(Fiji
Labour Party) 11 と国民連邦党とが連合を組んで臨んだ 1987 年の第五回総選挙において、連
合側は過半数の議席を獲得し(同盟党 24 議席、連合 28 議席)、国民連邦党と労働党の連立
10

その後 1976 年に「地主・借地人法(Landlord and Tenant Act)」が施行されて、リース期間は 30 年に改
められた。
11
1985 年度の政府予算において、政府は賃金凍結令を出した。これに対してフィジー労働組合協議会(Fiji
Trade Union Congress)が凍結の解除を求め、労働党を結成した。
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政権が発足した。新しい首相には、平民出身のフィジー系医師ババンドラ(Dr. T. Bavadra)
が就いた。
この時期に至り、フィジー人対インド人という単純な図式に変化が見られた。格差の表
出形式は新たな様相を呈してきたのである。
同盟党は 1970 年の独立以降、伝統的体制を保持することを主張してきた。フィジー人
優遇政策の保持を願うフィジー人と、土地所有制度に代表される格差を是正することを主
張するインド人との政治的対立は、独立以来、
「同盟党対国民連邦党」という比較的単純な
構図で表されてきた。しかし第五回総選挙の結果は、従来の単純な格差構造が複雑化して
きていることを表している。資本主義経済化が進む中で、フィジー人の中には、都市部に
居住し賃労働者として経済活動を行う者が増えてきた。彼らは従来のフィジー人とは異な
る近代的価値観をもち、新たな階層を形成した。この選挙結果は、都市部在住の労働者層
を中心に起きた、伝統体制への批判ということに他ならない。マラを始めとする既存の支
配者層がフィジー東部出身者で固められており、西部地方のフィジー人たちは彼らに従属
させられてきたという地域的な対立構造も一因ではある。しかし、伝統的で静態的な政治
のあり方を批判的に見る新たな市民階級が、フィジー人たちの内部から新たに出現したこ
とは指摘されなければならない。彼らは新たな階層を担い、新たな文化を創出した。
但しこの選挙結果は、エスニシティの危機、つまり、先住民族であるフィジー民族の危
機として認識された。内閣誕生から僅か一ヶ月後の 1987 年５月 14 日、フィジー軍のラン
ブカ(Rabuka)は無血クーデターを起こし、議会は解散された。この事態を収拾するために
暫定内閣が発足することになったが、これを不満とする軍は、９月 25 日に再びクーデター
を起こし、ランブカが政治の実権を握ることになった。彼は 10 月７日に共和国宣言を行い、
英連邦からの離脱を決定した 12 。その後ランブカは、軍事政権色を薄めるためにマラに首
相の座を明渡し、同年 12 月、マラ新内閣が成立して政情の混乱は収束した。
1990 年に公布された憲法はフィジー民族に有利な内容のものであったが、1998 年には
人種制限項目を見直した新憲法を発効し、国名は「フィジー諸島共和国」と改められた 13 。
1999 年５月の総選挙では、チョードリー(Chaudhry)が初のインド系首相に就任した。す
ると、一年後の 2000 年５月、フィジー民族の政治的優位を主張するスペイト(Speight)が武
装勢力と共に議会を占拠し、チョードリー首相をはじめとする閣僚 30 名を拘束する事件が
おきた。スペイトは、インド系住民の政治的権利を拡大させるとする憲法を不当とし、憲
法の廃止を宣言した。2000 年７月、フィジー系のみからなる伝統的社会指導者評議会(GCC)
がイロイロ(Iloilo)を大統領に任命し、ガラセ(Qarase)を首相とする暫定文民政権が発足した。
11 月にはラウトカ高裁が、憲法は有効であり暫定政権は違法であるという裁定を下す。
2001 年３月、有効であることが確認された憲法に基づいて改めてイロイロが大統領に就任
し、ガラセ選挙管理内閣が発足する 14 。2001 年８月には総選挙が実施され、ガラセが新政
権の首相に就任した。
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1997 年９月再加盟。
現行憲法では、議会は、32 議席の上院と 71 議席の下院で構成されている。
14
現行憲法の下では、大統領はGCCが任命することになっている。そして大統領が、下院の過半数の支
持を得られると思われる下院議員を首相に任命する。伝統的有力首長の合議体であるGCCの力は絶大で
あり、武装蜂起したスペイトも、折々にはGCCの裁定に従っている。
13

7

ガラセ政権は、議会占拠事件の事後処理や恩赦を定める和解統一法案等をめぐる野党と
の対立の中で、2006 年３月、議会を解散した。2006 年５月の総選挙では、ガラセ氏率いる
統一フィジー党が過半数を獲得し、ガラセが首相に再任した。新ガラセ政権は労働党も含
めた複数政党内閣を組閣し、フィジー系、インド系の対立の改善をはかった。しかし 2006
年 10 月中頃から、バイニマラマ国軍司令官との不和が生じた。2006 年 12 月、同司令官は
行政権の奪取と非常事態宣言を施行し、無血クーデターを実現させた。2007 年１月にはバ
イニマラマ司令官が暫定首相に就任し、暫定内閣が発足した。
経済構造にみる軋轢
フィジーの主要産業は、従来より第一次産業が中心であり、特に砂糖の生産が大きな割
合を占めていた。英国植民地政府が推進した砂糖生産を基幹産業として経済が発展した。
しかし近年、生産量の伸び悩みに直面したため、漁業振興と観光開発に力点をおく政策に
転換してきている。現在の主要産業は、観光、砂糖、衣料生産である 15 。この点で、国家
経済の維持を先進国からの経済援助に頼らざるを得ない近隣の多くの太平洋島嶼国の依存
体質とは一線を画する。
砂糖生産は国際価格や自然災害等の外的要因を受けやすいという脆弱性をもつ。また、
工場の放漫経営、輸送手段及び機械の老朽化などの問題に加え、フィジー系土地所有者と
インド系農民との間の農地リース問題が政治問題化している。さとうきびプランテーショ
ンに従事しているのは殆どがインド人であるが、彼らは土地を所有することが出来ないた
め、フィジー人土地所有者から借地を行っている。ところが契約が切れたとき、リース料
の改定を巡るトラブルから再契約を断るフィジー人土地所有者がおり、インド人たちは農
業を続けることに不安を重ねている。20 世紀の大部分、フィジーの経済成長を牽引してき
た砂糖産業は、インフラ、労働力、国際競争力などの点で解決すべき問題が山積みされた
状況が続いている。
観光業は、その開発が進められた 1960 年代から順調に発展し、1980 年代には砂糖産業
を凌ぐレベルに達したといわれる。しかし、度重なるクーデターによって深刻な影響を受
けてきた。ホテルの休業、従業員のレイオフ、観光船や飛行機の休航などにより、観光客
が激減した。あるいはまた、インド人たちは産業の基部を担いながらも、土地が所有でき
ず、クーデターの際には身体の安全が危ぶまれることもあって、国外へ流出する傾向があ
る 16 。観光業はそのたびごとに打撃を受けてきた。特に 2000 年 5 月の国会占拠事件がフ
ィジー経済に与えた影響は甚大であった。しかしながら 2001 年の総選挙後、政情が安定化
したことで観光産業も回復を見せた。2000 年には 29 万人まで落ち込んだ観光客数も、2002
年には約 40 万人にまで回復した。2003 年には、南太平洋競技会の開催の影響もあって更
に観光客数が増加した。
経済成長率は、1975 年までは平均７％を示していたが、70 年代後半は平均３％にまで
低下した。80 年代はサイクロンや旱魃による被害に加え、クーデターによるインド系資本
や労働力の海外流出により不安定な状況が続いた。政府の優遇税制措置により、衣料を中
15

衣類の輸出は増 加 傾 向 に あ り 、 他 に は 、 魚介類、金、木材、コプラ、やし油などが輸出されている 。
有能な経営者や技術者であるインド人が国外流出するために、フィジーの経済に直接的な打撃を与え
ることが多い。
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心とする製造業が伸長したため、80 年代末には景気が大きく回復したが、90 年代以降は世
界的な景気後退の影響により一進一退の状況である。
2000 年に起きた三回目のクーデターに対するオーストラリア、ニュージーランドなどの
経済制裁、あるいは治安の悪化による観光収入の激減により、2000 年は－2.8％と大きく
落ち込んだ。しかしながら、2001 年の総選挙後、経済活動も落ち着きを取り戻しはじめ、
同年の経済成長率は 4.3％、2002 年は 4.4％の成長を記録した。なお、世銀の統計によれば、
フィジーの一人当たりGNIは 3,280 米ドルである 17 。
小括
以上、政治経済面から、フィジーにおけるインド人とフィジー人との格差の現状を、主
として三つの時期に区分してみてきた。先住民族であり、主たるエスニックグループであ
るフィジー人と、プランテーション農民として入植したインド人との格差構造は、第二次
世界大戦以前には、まださほど顕在化していなかった。両者は社会生活において交わるこ
とがそれほどなかった。居住地は厳然と区別されており、経済構造もまた差別化されてい
た 18 。
しかしながら、独立を控えた総選挙において、両者の格差構造と、それに伴うインド系
住人の不満が一気に顕在化する。格差の根源は、フィジー人に優遇されている現行の土地
制度である。1967 年に始まる土地のリース期間を短縮する法改正を契機として、インド人
は土地所有制度における自らの立場を再認識した。リース期間の長短はインド人農民にと
って死活問題である。農場経営が基盤に乗ったところでリース料の改定があったり、最悪
の場合には契約の更新を拒まれてしまう。現行の土地制度において唯一、インド人が所有
することが可能なフリーホールドランドは、その売価が非常に高額であるために購入する
ことが難しく、リースされている割合が多い。フィジー経済を支えている製糖業に従事す
るのは殆どがインド人であるが、彼らは、生産手段である土地を所有することができない
ばかりか、住居さえリースでまかなわなければならないのである。フィジー人優遇の土地
制度は、植民地期の英国による間接統治政策がその端緒であり、格差構造はそのとき以来
潜在的に存在してはいた。しかし独立以前には、両者のエスニックグループは社会経済的
に隔絶された状態に置かれていたために、この格差が軋轢を生む事態は出来していなかっ
た。ところが 1966 年の総選挙において、国民連邦党が、土地制度や選挙制度の改革といっ
たインド人の利害を代表する具体的な政策を掲げるに至って、以降、エスニシティ問題が
激化することになったのである。
その後しばらくは、フィジー人とインド人とのエスニックグループの対立という単純な
様相を示していた格差問題であったが、近年、構造が複雑化してきている。
近代化が進み、それに伴って都市化が進むと、両グループの社会経済的交流機会が増大
17

以上、統計の数値等は外務省HPより抜粋。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/fiji/data.html
原住民土地信託局(Native Land Trust Board)もまた、フィジー社会を隔離するのに役立った。サトウキ
ビ 用 農 地 は 、 マ タ ン ガ リ か ら の 借 地 、 オ ー ス ト ラ リ ア 資 本 の 植 民 地 精 糖 会 社 (Colonial Sugar Refining
Company)、及び英国王室などからの借地でまかなわれた。借地を巡るトラブル、及び貸借関係の管理の
ため、1940 年、原住民土地信託令(Native Lands Trust Ordinance)によって、設立された。フィジー人には
保留地を定め、インド人が借地する非保留地とは区別したので、生産面において、両者が交わることは
なくなった。小柏(1984)、52 頁参照。
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する。土地をリースして企業的農業を営むインド人、村で自給自足的農業を営むフィジー
人という、伝統的な生業の範疇を超えて、今や同じ賃労働者として一つの価値を共有する
新しい文化が生まれた。彼らは高等教育を修め、近代的価値を内包した職種に就き、新し
いライフスタイルを形成している 19 。この階層の出現は、単純なエスニックグループの対
立という形で顕在化していた格差の構造を複雑化させることになった。第五回総選挙の結
果にも表れているように、労働党と国民連邦党との連合が過半数の議席を獲得した背景に
は、従来の対立図式の枠組を超える新たな階層が出現していることが垣間見える。
但し、その後のクーデターの勃発に見られるように、エスニシティ問題は依然、根深い
ものがある。現行の土地制度に不満を抱いたり、あるいはクーデターの時に身の危険を感
じて、国外へ流出するインド人は多い。一時はフィジー人を凌いだインド人の人口も、今
では総人口の 38%程度にまで減少してきている。人口比におけるマジョリティが脅かされ
る危機は去ったかに見えるが、依然、フィジー人にとって、インド人との共存は困難な問
題である。

19

フィジー人で初めて政府高官になったのはラトゥ＝スクナである。有力な首長の家系に生まれた彼は
海外留学を経験し、帰国後の 1946 年、フィジー人で初めて、フィジー人担当省長官という政府高官に
就いた。彼以降、海外を含む高等教育機関で教育を受け、政府の要職に就くフィジー人エリートが増え
てきた。
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