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〔論文〕

西インド諸島の脱植民地化と地域主義

松本 八重子 (Yaeko Matsumoto)�

はじめに

旧英領西インド諸島の脱植民地化は、1983年

にセント・クリストファー・ネイビスが独立す

ることにより、アンギラ、モントセラト等を英

領として残したままようやく終焉した。歴史を

溯れば、およそ 500年前にコロンブスがアメリ

カ大陸を発見する舞台となり、その後も砂糖生

産により繁栄を誇った西インド諸島の独立が、

西半球において最後となったことは感慨深い。

西インド諸島の独立構想は、当初は連邦を発足

したうえで独立する方法が志向され、1958年に

は西インド諸島連邦 (West Indies Federation)

が形成された。しかし、この連邦は実際には独

立の道を辿ることなく 1962年に崩壊した。そ

の後は、バルバドスを中心に東カリブ 8 地域

(territories)1)により新たな西インド諸島連邦

を発足する方法が模索されたが、これも叶わず

1965年 8月にはバルバドスの単独独立が決定し

たため、「リトル・エイト連邦構想」とも呼ばれる

この連邦構想は放棄された。領土や人口の狭小

性ゆえに単独独立の目処が立たぬ地域は「アソー

シエィティド・ステート (Associated States)」

となり、外交、安全保障の分野における主権は

英国が有したまま、国内完全自治が享受される

ところとなった。グレナダはすでに 60年代は

じめには独立を志向する動きを見せていたもの

の、その他のアソーシエィティド・ステートは独

�亜細亜大学非常勤講師

1)アンティグア・バーブーダ（アンティグア）、バルバド
ス、ドミニカ、グレナダ、セント・クリストファー・ネイビ
ス (セント・キッツ）、セント・ルシア、モントセラト、セ
ント・ビンセントおよびグレナディーン諸島（セント・ビ
ンセント）、の 8 地域を指す（括弧内は略称）。西インド諸
島連邦には、この 8 地域の他に、トリニダッド・トバゴと
ジャマイカが参加していた。以下、本稿においては非独立
の自治政府ユニットを示す概念として「地域 (territories)」
という言葉を使うことにする。

立への意思を即座に固めたわけではなかった。

数度にわたる政治統合の試みが模索された後、

ようやく最終的には 1975年末のカリブ共同体

(CARICOM, Caribbean Community)首脳会

議においてアソーシエィティド・ステートの完

全独立の基本方針が決定されたのである。

本論文においては、1965年に新たな西イン

ド諸島連邦構想が挫折した後、1975年に完全独

立方針が採択されるまでの期間を分析対象とし

て次の問題を明らかにすることにしたい。第 1

に、アソーシエィティド・ステートはどのよう

に独立の道を模索し、第 2に、多国間協議によ

りどのような政治統合案が提起されたのか、を

論じることにより、何故最終的には完全主権を

目指す方針が選択されたのかを考察することに

する。

1.グレナダの独立宣言とトリニダッドを中心

とした連合の模索

1962年西インド諸島連邦からジャマイカ、ト

リニダッド・トバゴが離脱し、さらに 66年には

バルバドスが単独独立を果たした。残された西

インド諸島連邦をかつて構成していた 7地域の

うち、モントセラトを除く 6地域は 1967年の

「西インド諸島法」によりアソーシエィティド・

ステートとなった2)。これら 6地域のうち、グレ

ナダがまず最初に独立の意思決定を行うことに

2)「西インド諸島法」は英国と各地域間で結ばれ、セ
ント・ビンセントを除き 67 年 2 月より 3 月にかけて
批准された。たとえば、英国とアンティグア間で結ばれ
た条約は、\Associated States: Heads of Agreement
with the United Kingdom on Defence and External
A�airs, made at the Antigua Constitutional Con-
ference, February 1966," in Documents on Interna-

tional Relations in the Caribbean, ed. Preiswerk,
Roy, Institute of Caribbean Studies, Universidad de
Puerto Rico, 1970, pp.564-567. を参照のこと。これら
の条約を総称して「西インド諸島法」と呼ばれている。
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なるが、実はすでに 1962年の西インド諸島連邦

崩壊の時点において、グレナダ政府はトリニダッ

ド・トバゴとの連合を模索するという行動をとっ

ている。1962年、グレナダの国内選挙において

勝利を納めたＥ・ゲイリー (Eric Gairy)は独立

の方針を固め、地域首脳会議 (RCM, Regional

Counciles of Ministers)3)を離脱し、トリニダッ

ド・トバゴとの連合を打診したのである。その

際、Ｅ・ウィリアムズ (Eric Williams)の方も、

トリニダッド・トバゴを中心とした単一国家と

して東カリブ諸国が独立するという案を提起し

ている。しかし、東カリブ諸国はこれを拒否し、

バルバドスを中心とした「新西インド諸島連邦

構想」という選択肢を選んだのであった。この

新たな西インド諸島連邦形成の模索も 1965年

にはあえ無く水泡に帰することになる。67年に

は、RCMはその役割を終え、モントセラトを

含めたアソーシエィティド諸国のための政治・

外交フォーラムであるWISA4)閣僚理事会とし

て再組織された。

1968年の選挙で再び政権についたゲイリー

は、69年 2月における第 5回首脳会議において

も再度独立を希望することを表明している。引

き続いて、セント・ルシアの総督クラーク卿 (Sir

Frederick Clarke)も 1971年までに主権の限界

を克服し、西インド諸島が政治協力により国家

を形成することを呼びかけたのであった5)。こ

うした独立への動きに対して、Ｅ・ウィリアムズ

を中心に地域統合の問題と深く関わってきたト

リニダッド・トバゴも無関心のままでいるわけ

にはいかなかった。同年春には、トリニダッド

の西インド諸島相のＫ・モハメド (Kamaluddin

Mohamed)は、「連邦制の失敗から日が浅いため

に政治連合を形成することは無理であろう」とい

3)地域首脳会議は、新たな西インド諸島連邦を結成しよ
うとしていたバルバドスを含む 8 地域の首相をメンバーと
して 1962 年に発足し、英国との協力のもとに連邦問題に
関する討議を行う場となった。
4)West Indies Associated States Council of Minis-

ters の略語。
5)Freymond, Jean F., Political Integration in the

Commonwealth Caribbean, Geneve, Institut Univer-
sitaire de Hautes Etudes Internationales, 1980, p.31.

う考えを表明している。また彼は、独立国とア

ソーシエィティド・ステート間で彼は統合を実施

することは法的な困難も伴うため、まずアソーシ

エィティド・ステートが独立を果たすことが先決

問題であり、カリブ自由貿易連合 (CARIFTA,

Caribbean Free Trade Association)における

経済統合と機能的協力の促進に努めることが現

実的な課題である、と認識していた6)。

1969年 6月 20日頃、ロンドンを訪問しよう

としていたウィリアムズに対して、ゲイリーは

英国が有するグレナダの外交・防衛に関する主

権を引き継ぐ心づもりがどの程度あるのかを打

診した。これに対して、ウィリアムズはアソー

シエィティド・ステートがまず連合したうえで、

独立諸国が英国の役割を引き継ぐのが望ましい

であろう、と返答している。とりあえずゲイリー

はWISA諸国に対して、一国、あるいは連合に

より独立を検討していることを連絡した。その

手紙の中で、防衛と海外代表の分野はアソーシ

エィティド・ステートが集団で対処しようとし

ても荷が重過ぎるかもしれぬとゲイリーは指摘

している7)。

その後 7月まで英国、トリニダッド・トバゴ、

グレナダ、セント・ビンセントの間で話し合いが

続けられた。英国の外務・英連邦相 (Secretary

to the Foreign & Commonwealth O�ce)の

マイケル・スチュアート (Michael Stewart)は

アソーシエィティド・ステートの独立を歓迎し、

同時に英国は財政上の支援を続けることを表明

した。 ウィリアムズは報道陣に対して「トリ

ニダッド・トバゴは会談に参加した二地域、あ

るいは、他のアソーシエィティド・ステートの

外交、安全保障上の主権を英国より引き継ぐ可

能性もある」と表明している8)。しかしながら、

これに対する東カリブ諸国の反応は冷ややかで

あり、トリニダッド・トバゴの影響下に入るこ

とを拒否するという態度が大勢であった。その

6) Ibid., pp.32-34.
7) Ibid., pp.34-35.
8) Ibid., pp.35-36.
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後も連邦や独立の問題に関して討議がなされる

はずであったが、1970年春にトリニダッドで左

派系ブラック・パワーによる反政府運動が高ま

り、グレナダ、セント・ビンセント、セント・ル

シアの国内情勢にも波及したため、独立問題を

めぐる政治協力への熱はすっかり冷めてしまっ

た9)。

2.政治統合の構想

(i)グレナダ宣言

その後、関係諸国政府により採択された政治

統合案として「グレナダ宣言 (Grenada Decla-

ration)」は重要な位置を占めるが、再び政治統

合が志向された背景にはアンギラ問題が作用し

ていた10)。1650年より長年にわたりアンギラ

はネイビス島の支配に甘んじてきたが、1967年

にセント・キッツ・ネイビス・アンギラとして

一つのアソーシエィティド・ステートを構成す

ることになった。しかしながら、長年の支配に

不満を持っていた 250人のアンギラ人 (Anguil-

lans)が武装し、キット人 (Kittitian)の警察官

を島から追い出し、人民投票 (referenndum)に

より独立を決定するという事態に進展した。そ

の後、セント・キッツとの関係が復活したが、

1969年 2月 6日にアンギラで再び人民投票が

行われ独立が宣言されたために、3月 19日に

は 300人の英国軍と 50人の警官がアンギラに

侵攻した。そして 71年に国内選挙に参加する

ことをアンギラ側が拒否すると、英国は正式に

アンギラを直接統治下に納めることになる。6

月に開かれたWISA 閣僚理事会では、カリブ

諸国は英国政府によるユニラテラルな行動に対

する懸念を表明し、アンギラ問題の解決は英連

邦カリブ諸政府の手によって図られるべきであ

ると声明している11)。アンギラ危機に直面し、

9) Ibid., pp.39-40.
10)以下アンギラ問題については、Gunson, P., G.
Chamberlain and A. Thompson, The Dictionary of

Contemporary Politics of Central America and the

Caribbean, Routledge, 1991, pp.8-9.
11)Freymond, op. cit., p.46.

英国の介入を回避するためには強い中央集権的

政府を有する国家を形成する必要があると東カ

リブ諸国は痛感した結果、グレナダで会議が開

かれることになったわけである。

会議は同年 7月 25日より 26日にかけて開催

され、ドミニカのル・ブラン (E. O. Le Blanc)

首相、グレナダのゲイリー首相、ガイアナのバー

ナム (L. F. S. Burnham)首相、セント・キッツ

のブラッドショー (P. L. Bradshaw)首相、セン

ト・ルシアのコンプトン (J. B. M. Compton)

首相、セント・ビンセントのカトー (P. M. Cato)

首相が参列した。トリニダッドは厚生相のプレ

バット (Francis C. Prebatt)を、アンティグア

は教育相のペータース (Basil Peters)を派遣し

ている。さらにガイアナの閣僚であるランファ

ル (Shridat Ramphal)、英連邦カリブ事務局

長 (Secretary General of the Commonwealth

Caribbean Regional Secretary)のＷ・デマズ

(William Demas)、およびWISAの上級事務官

オドラム (George Odlum)が参加したが、ジャ

マイカ、バルバドスは欠席であった。各代表は

それぞれの国家案を持ち寄り、複数の案の審議

の結果、法案に関する合意が形成されればグレ

ナダ会議への参加諸国は新たな国家を形成する

との宣言を行うという結論に達した12)。

宣言の主旨13)は、植民地主義を終え人々の独

立を保障するために西インド諸島の人民が国民

を形成すべきだというもので、具体的な国家形

態に関しては触れられずに、準備委員会、憲法

制定会議に関する今後の作業日程が決められて

いるにすぎなかった。宣言によれば、憲法制定

会議は 1972年末までに憲法草案を完成し、73

年 4月に新憲法を発布するよう予定していた。

ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、セント・キッ

ツ、セント・ルシア、セント・ビンセントの 6地

域がこの宣言に署名しており、アンティグア及

びトリニダッド・トバゴは署名から外れていた。

12) Ibid., p.48.
13)「グレナダ宣言」は Freymond の前掲書にも巻末資
料として掲載されている
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この二国は首相自らは出席しておらず、当初よ

り国家建設というテーマに乗り気ではなかった

ものと考えられる。また、頼みの綱ともいえる

トリニダッドの統合への態度は、69年の時点と

比べ大きく後退していた。

29日には、トリニダッド政府はガイアナお

よびアソーシエィティド・ステートと共同行動

をとらぬことを表明している14)。これに伴いセ

ント・ルシアのコンプトン首相は、ガイアナと

5つのアソーシエィティド・ステートからなる

政治統合はガイアナの影響が強すぎるとして身

を引き、グレナダのゲイリー首相自身も、トリ

ニダッドもバルバドスも参加しない政治統合は

受け入れられなかった15)。西インド諸島連邦に

も参加しなかったガイアナが何故政治統合に意

欲的であったのか、という疑問が当然でてくる

が、フレイモンドは「英連邦カリブの統合に参加

することは、国内における人種バランスを修正

し、対ベネズエラの領土紛争においても政治的

孤立を避けることができるとみなされたため」

であると分析している16)。その後はグレナダ宣

言に定められた作業日程も延び延びとなり、こ

の政治統合の試みも実現には至らず、フレイモ

ンドの表現を借りれば、政府間関係においては

「沈黙だけが残った」のである17)。そして、国

内政治においては、野党や民間団体から不用意

に政治統合を支持した政府に対する批判が寄せ

られ、1971年 11月には「グレナダ宣言に反対

する共同声明」がドミニカ、グレナダ、セント・

キッツ・ネイビス、セント・ルシア、セント・

ビンセント野党により発表された18)。

14)Freymond, op. cit., p.53.
15)Payne，A. J., The Politics of the Caribbean Com-

munity 1961-79: Regional Integration amongst New

States, Manchester U. Press, 1980, pp.262-263.
16)Freymond, op. cit., p.61.
17) Ibid., p.54.
18)これらの批判に関しては、Freymond, op. cit., pp.55-
63。「グレナダ宣言に反対する共同声明」に関しては、同書
Appendix Bを参照。

(ii)小国セント・ビンセントのイニシァティブ

「グレナダ宣言」は具体的な行動を何も引

き起こすことができなかったものの、72 年 6

月には、グレナダ、セント・ルシア、セント・

ビンセントの三地域により再び統合が目指さ

れた。72 年のグレナダにおける選挙ではゲイ

リーが勝ち、独立支持で選挙キャンペーンを

進めていたので、ロンドンとの交渉を開始しよ

うとしていた矢先であった。また、セント・ビ

ンセントにおいても選挙が実施されたが、労働

党 (St. Vincent Labour Party)も人民政治党

(People's Political Party)もともに統合を支持

しており、人民政治党支持を得た無所属のミッ

チェル (James F. Mitchell)を首相とする政権

が発足することになった。ミッチェルは長年の

統合論者であり、グレナダ、セント・ルシア、

セント・ビンセントが一つの国家を形成した上

で、域内先進国との統合を志向すべきであると

考えていた19)。

ミッチェルのイニシァティブにより、6月 17

日から 18日には三地域による会議が開催され、

8月 1日より三地域内で人民、永住者、および訪

問者の自由移動を実施すること、三地域内で労

働権や不動産取得権に関する制限を廃止するこ

と、9月に進行をみるために会談を実施するこ

と、の三点が決定され、条約が調印された20)。セ

ント・ルシア労働党 (St. Lucia Labour Party)

よりは、ヒトの自由移動は CARIFTAレベル

で実施しなければ意味がないとする批判もなさ

れた。但し、労組からの反応は必ずしも否定的

なものばかりではなく、具体的な問題として、

犯罪者の移動をどのように制御するか、移民の

政治参加をどの程度認めるか、労働者の大量移

動をどうコントロールするか、資格所有者をど

のように保護すべきか、等の諸問題が提起され

た21)。とはいえ、三地域によるヒトの自由移動

に関するルール形成は、実質的移動の変化を引

19)Freymond, op. cit., p.68-69.
20) Ibid., p.70.
21) Ibid., pp.71-72.
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西インド諸島における政治統合及び統合構想（1958-72年）

西インド諸島連邦 新西インド諸島

連邦構想

グレナダ宣言 小国セント・ビンセン

トのイニシィアティブ

(1958-62 年) (1962-65 年) (1971 年) (1972 年)

バルバドス 　○ ○ × ×

ガイアナ 　× × ○ ×

ジャマイカ 　○ × × ×

トリニダッド・トバゴ 　○ × × ×

アンティグア 　○ ○ × ×

ドミニカ 　○ ○ ○ ×

グレナダ 　○ ○ ○ ○

モントセラト 　○ ○ × ×

セント・キッツ 　○ ○ ○ ×

セント・ルシア 　○ ○ ○ ○

セント・ビンセント 　○ ○ ○ ○

○は参加（予定）、×は不参加

き起こさなかった22)。

さらに、9月 26から 27日にかけてはグレナ

ダで首脳会談が実施され、移住カードを即刻廃

止すること、IDカードの導入、観光について三

地域協力が可能かを審議すること、が決定され

た23)。しかし、この後会議は一向に開かれず、

グレナダ宣言と同様三つのアソーシエィティド・

ステートの統合も自然消滅し、グレナダは単独

独立の道を突き進むことになるのである。

3.主権国家を目指して

(i)グレナダの独立

グレナダの独立は国内政治の場においては決

して容易に達成されたわけではない。独立のた

めには人民投票で三分の二以上の票を獲得する

必要があったが、決して簡単ではなかった。「西

インド諸島法」に定められている、英国のため

のエスケープ・クローズである「西インド諸島

法」セクション 10（2）が結局は援用された。こ

22) Ibid., p.74.
23) Ibid., p.74.

のエスケープ・クローズは、6ヶ月前に通達さ

れていれば英国はユニラテラルに植民地を独立

させることができるというものであり、英国

にとっては植民地に対する政治的、経済的義務

を放棄できることを意味していた。ゲイリー政

権は英国に対してこの条項を履行するよう働き

かけるという手段に訴えたのであった24)。後に

83年のグレナダ介入により倒れる社会主義政

権を担うことになるニュー・ジュエル・ムーブ

メント (New Jewel Movement)は、当時グレ

ナダの独立に関する決定権がゲイリー首相にあ

ることを認めようとはせず、ロンドン政府に対

してグレナダの独立を承認せぬよう要請さえし

たが、功を奏さなかった25)。74年初頭には野

党は独立を延ばすために大規模なデモを展開し

たが、それにもかかわらず 2月 7日にはグレナ

ダは独立した。しかしながら、その後も国内秩

24)Thorndyke, A., \The Political Economy of In-
dependence of the Former Associated States of the
Commonwealth Caribbean," in Dual Legacies in the

Contemporary Caribbean, ed. Sutton, Paul, Frank
Cass, 1983, pp.157-158.
25)Freymond, op. cit., p.81.
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序の混乱は続き、また、経済発展も停滞し、長

期的にはグレナダ革命を引き起こす要因となっ

たことは周知のとおりである。

すでに、植民地時代以来の教育を含む機能的

協力や外交上の協力に関しては、カリブ共同体

の発足により制度化が完了していた。しかし

ながら、従来英国に頼ってきた安全保障を、独

立によりグレナダが独自に責任を負わねばな

らなくなったわけであるが、国家規模の狭小性

が重大な障害となっていた。この問題に対する

地域協力による解決策の模索は、80年代初頭

に東カリブ諸国機構 (OECS, Organization of

Eastern Caribbean States)や地域安全保障シ

ステム (RSS, Regional Security System)が発

足するまで待たねばならなかった。

では何故独立が急がれたのであろうか。グレ

ナダの場合には、ゲイリー首相の独立志向が強

く影響していたといえるが、他の東カリブ諸国

の独立問題にかかわる一般的認識はいかなるも

のであったのであろうか。たとえば、1973年 5

月にカリブ共同体条約を調印するにあたり英国

の承認を必要とした事実は、アソーシエィティ

ド・ステートという主権の分割形態は、カリブ

共同体の運営上障害となりうることを関係政府

は痛感せざるをえなかった。条約等に署名する

時ばかりでなく、外交・安全保障問題に関わる

決定を下す際にも、英国関与を免れぬことが予

測されたのである。また、CARICOM発足後、

アソーシエィティド・ステートは外交、国際関

係の討議に加われぬという苦い経験をしたので

あった26)。アソーシエィティド・ステートは、

外交・安全保障上のコストを免れるか、あるい

は、これらの領域における意思決定の自由を獲

得するか、という二者択一的な選択を行う時期

にさしかかっていることを実感していたといえ

よう。また、この年の末には、東カリブ通貨条

約より、いよいよバルバドスが離脱し、アソー

シエィティド・ステートのみにより東カリブド

ルが共有されることになった。

26)Thorndyke, op. cit., p.159.

(ii)アソーシエィティド・ステートの将来

1974年 1月の第 17回WISA閣僚会議にお

いて、東カリブ共同市場事務局により「アソーシ

エィティド・ステートの将来27)」というレポー

トが提出され、独立問題に関する決定に際して詳

細な分析が必要であると確認された。同レポー

トにおいては、独立形態に関する 4つの選択肢、

・各アソーシエィティド・ステートが個別に

独立し、国連や国際機構（援助、基金関係）等

の直接代表権を獲得する、

・各アソーシエィティド・ステートはばらば

らに独立するが、広域カリブ・レベルでの政治

連合を志向する、

・リーウォード、ウィンドウォード諸島28)の

全て、あるいは一部の島々が連合を形成したう

えで、より広域な政治連合のメンバー国となる

か、あるいは英連邦カリブの何れかの独立国と

連合を形成する、

・リーウォード、ウィンドウォード諸島のす

べて、あるいは一部の島々が連合を形成する、

が提示され、これらの選択肢を詳細に比較検討

する作業に入る必要があった。

調査、決定に関する責任はセント・ビンセン

トのミッチェル首相に任され、1974年 5月に西

インド諸島大学学長のヒュー・ウーディング卿

（Sir Hugh Wooding)を委員長とする委員会が

結成された。その他の主たるメンバーとして、

CARICOM事務局長のアリスター・マッキンタ

イアー (Alister McIntyre)、東カリブ共同市場

(ECCM, East Caribbean Common Market)

事務局長のジョージ・ウィリアムズ (George E.

Williams)、WISA事務局長のオーグスト・コ

ンプトン (Augustus Compton)らが名を連ね

27)Freymond, \Appendix C, East Caribbean Com-
mon Market Secretariat, The Future of the Associ-
ated States," in op. cit., pp.121-126.
28)リーウォード諸島とはアンギラ、アンティグア、バー
ブーダ、セント・キッツ、ネイビス、モントセラトの各島
を含む。ウィンドウォード諸島には、ドミニカ、セント・
ルシア、セント・ビンセント、バルバドス、及びグレナダ
が含まれる。
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た。政府としては、セント・ビンセント、セン

ト・ルシア、セント・キッツが参加し、グレナ

ダとモントセラトは経済問題のみに関わること

にした。また、ドミニカは参加せず、ガイアナ、

トリニダッド・トバゴは関心を示したうえで、

財政上のコストも援助した29)。

(iii)リーウォード、ウィンドウォード諸島の独

立のための政治経済

75年 2月には、Ｐ・エマニュエル (Pat Em-

manuel)、Ａ・マッキンタイアーとＶ・ルイス

(Vaughan Lewis)により「リーウォード、ウィン

ドウォード諸島の独立のための政治経済」30)と

いうレポートが同委員会に提出された。このレ

ポートは、もはや国際社会の流れが 60年代半ば

のように第三世界諸国の独立を力強く後押しす

るような状況にはないことを把握した上で、そ

れでも、内政、外交を遂行するためには憲法上の

完全主権が必要であるという現実の認識に基づ

いて議論を展開している31)。従来独立の障害と

されてきた国家の規模の問題については、主権

を獲得するため正規に独立するか否かは、単な

る領土や人口の規模の問題ではなく、その法的

権威という道具が国民の利益を自立的に実現す

るために活用されるだけの能力をどの程度有し

ているのか、という問題であるとしている32)。

各々のアソーシエィティド・ステートはどの程

度このような能力を実際備えていたかは判断が

難しいところであるが、後に現実に選択された

方法としては、規模の問題は OECSにより改

善を図りつつ、アソーシエィティド・ステート

ごとに主権を獲得するという方法がとられたわ

けである。

レポートの主旨としては、アソーシエィティ

ド・ステートが独立し、他国や国際機関との関係

29)Freymond, op. cit., pp.86-87.
30)Emmanuel, P., V. Lewis, & A. McIntyre, \The
Political Economy of Independence for the Leeward
and Windward Islands," University of West Indies,
Mona, 1972.
31) Ibid., p.27.
32) Ibid., p.6.

において一つの主体として機能することができ

るよう、立憲連合国家 (Constitutional Union)

を構成することを提言している33)。このような

域内途上国間の連合は、カリブ共同体域内にお

いて域内先進国に対抗するための交渉力として

機能するばかりでなく、行政上の効率化のために

望ましいとしている34)。連合のあり方として、

単一独立国家 (a single,independent state)を

形成し、加盟国の首脳会議を連合の中央機関と

するよう提言している35)。中央機関の管轄に納

めるべき機能的なサービスとして、共通の市民

権、在外代表派遣、国際経済関係（貿易、援助、

外資等）、航空・海運、通貨・銀行、防衛、司法、

の領域をあげて検討しており、すでに通貨・銀

行、共通の市民権、司法等の領域ではすでに地域

協力がある程度進行していることを指摘してい

る36)。これらのサービス領域は、共通の市民権

を除きすべて OECS設立条約第 3条が規定す

る統合分野に納められている。また、OECSは

憲法上の連合は構成していないものの、首脳会

議を最高意思決定機関としている。このレポー

トが OECS条約に実際にどの程度影響を与え

たのかは明らかではないが、両者に共通点が多

いことは留意に値するといえよう。また、同レ

ポートには東カリブ通貨局を中央銀行へと再組

織化する案も盛り込まれており、OECS発足後

に東カリブ中央銀行が現実に設立された37)。

しかしながら、このレポートが提出されて間

もなくウーディング卿が亡くなり、また統合支

持派のミッチェル首相が選挙で敗北したことな

どが重なり、このレポート自体が現実に移され

ることはなかったのである。さらに、アンギラ

問題に関しては、75年半ばにはアンギラを植民

地として残したまま、セント・キッツ・ネイビ

スのみが独立を果たすのが現実的な解決である

という方向にセント・キッツ政府の方針も固ま

33) Ibid., p.42.
34) Ibid., p.41.
35) Ibid., p.43; p.56.
36) Ibid., pp.44-52.
37) Ibid., p.59.
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西インド諸島における地域統合機構の変遷

カリブ自由貿易連合 (1968 年) �! 　 カリブ共同体・共同市場へ再組織 (1973 年)

バルバドス、ガイアナ、ジャマイカ、トリニダッド、ア
ンティグア、ベリーズ、ドミニカ、グレナダ、モントセ
ラト、セント・キッツ、セント・ルシア、セント・ビンセ
ント

バハマ加盟 (1973 年)、スリナム加盟 (95 年)

東カリブ共同市場 (1968 年) �! 　 東カリブ諸国機構へ再組織 (1981 年)

アンティグア、ドミニカ、グレナダ、モントセラト、セ
ント・キッツ、セント・ルシア、セント・ビンセント

同左

りつつあった38)。

1975年 12月には、CARICOM首脳会議に

おいて、「アソーシエィティド・ステートという

憲法上の立場は一時的な解決でしかなく、・・・

もはや発展や憲法上の要請、政府や国民の要請

に寄与しなくなった」と判断され39)、グレナダ

のケースと同様の法的手続きにより他のアソー

シエィティド・ステートも独立問題を処理する

ことが承認され、英国政府にその旨が要請され

たのであった。このようにして、62年以来の、

サブリージョナルな連邦を構成したうえで独立

を達成するという構想から離れ、それぞれのア

ソーシエィティド・ステートが個別に完全主権

を目指してもかまわぬとする域内合意が形成さ

れたわけである。そして、将来連邦形成の枠組み

の基礎となる可能性もあった ECCMとWISA

は、元アソーシエィティド・ステートの地域協力

の枠組みであるOECSへと 81年には再組織化

されることになるのである。このようにして、

元アソーシエィティド・ステートの政治統合構

想は、80年代後半までしばらく影を潜めること

になった40)。

38)Thorndyke, A, \Associated Statehood: Quo
Vadis?" in The Caribbean Yearbook of International

Relations, Augustine, Trinidad, Institute of Interna-
tional Relations, 1977, p.72.
39)Freymond, op. cit., p.93.
40)本論においてはこの問題にかんしてはこれ以上立ち
入らないが、以下を参照されたい。Lewis, Vaughan A.
\The Organization of Eastern Caribbean States: Its
Current Orientation (mimeo)," 1987; Emmanuel,
Patrick \Political Unity in the OECS: New Ap-
proaches to Caribbean Integration," Caribbean Af-

結び

独立のための国家としての枠組みとなるはず

であった西インド諸島連邦が 1962年に崩壊し

た後、アソーシエィティド・ステートが個別に

完全主権を確立してもかまわぬとする域内合意

が達成されるまで、約 13 年の年月を要した。

いかに旧西インド諸島連邦のマイクロ・ステー

トにとり独立の決定が困難であったかを物語っ

ている。各自治政府の従来の自治権を確保しつ

つ、いかに主権国家としての機能上、財政上の

責任を果たしていくかを構想しなくてはならな

かったわけである。そのための方法として数度

にわたり連邦や連合を結成するという方法が模

索されたが、上位の国家機関と従来の政府との

主権の分割をいかにすべきか、という議論が十

分煮詰まるまでには至らずこれらの構想は消え

ていった。同時に、内政、外交、カリブ共同体

を中心とした地域協力の遂行にあたり、完全主

権を獲得する必要があるという認識が強まって

いった。最終的にアソーシエィティド・ステー

トが選んだ選択肢は、地域協力により国家の狭

小性を克服しつつ、政治的にはそれぞれの政府

が完全主権を行使しようとする方法であったと

理解することができるのである。 □■

fairs, Jan-March, 1988.


