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〔海外報告〕

グレナダ革命を巡る状況

辻 輝之 (Teruyuki Tsuji)�

\There are no longer seven, eight, or

ten classes in Grenada today. There are

only two classes - those belonging to the

oppressors and those belonging to Gaily's

movement." - Gaily's speech in 1951

グレナダの首都セント・ジョージズの美しさ

は、カリブの中でも群を抜いている。美しく穏

やかな自然港を中心に放射状に伸びる坂道、白

を基調に様々な色合いを見せる住宅群、市民の

日常を静かに見つめている教会。それらが小さ

なキャンバスの中でひしめき合いながら、一つ

の絵画を彩っている。しかし、入江の先端に今

もその姿を残す要塞で、幾多のフランス人が見

ていたであろう風景とは大きく異なっている。

というのも、ここでは近隣の島々で、今でもご

く普通に見られる木造建築の家屋を見ることは

殆どないからである。フランス人の手を放れ、

新たに英国がこの島を統治し始めた矢先の 1771

年、大火がこの街を焼き尽くした。大火の再発

を恐れた英国植民地政府が煉瓦など石造のみ建

築を認める、いわゆる「木造建築禁止令」を公

布したことによって、街はそれまでとは大きく

異なる佇まいを見せるようになった。その佇ま

いは、依然として、それを取り巻く自然界から

決して孤立することなく、それらと完全に共存

し、その安らぎと静寂に身を任せる者は、普段

表に現れることのない宗教心が否が応でも呼び

覚まされる。しかし、グレナダ観光局の宣伝用

ポスターが唱っている \Original Caribbean"

とういうよりも、寧ろこの地域で最も特異な街

だと言える。

特異なのは、その街の佇まいだけではない。

他の新興独立国と異なり、「民主政治が驚くまで

�在ジャマイカ日本国大使館専門調査員

に定着してきた」（J.ドミンゲス）英語圏カリブ

諸国にあって、ここグレナダでは、その歴史的経

験の中で、独特の政治文化が育まれた。英語圏

カリブ諸国の現代政治を考えるにあたって、労

働運動との相互作用を無視することは許されな

い。特に、1930年代の労働運動の隆盛がもたら

した新たな階層の組織化と政治構造の変革が、

今日の政治情勢を語る上で重要な出発点である

ことは疑いない。グレナダに解放と変革を希求

する動きがなかった訳ではない。しかし、賃金

交渉を通して、プランターと農民の関係を「現

金化 (monetize)」することで対立を避け、あく

までも「融和」を求めた T.A.マリーショーの思

想を繁栄し、大きな変革をもたらすには至らな

かった。従って、1940年代後半に入っても、他

の英語圏カリブ諸国のように、それが民主政党

を産み出す労働組合主義 (trade unionism)に

発展することも、はたまた武力による壮烈な解

放運動を引き起こすこともなかった。

1950年代、「労働組合」の指導者として登場

し、国民の多大な支持を獲得したエリック・ゲ

イリーは、大土地所有者による支配が漸く崩れ

はじめると、セント・ジョージズに職を求めて

流れ込んだ新たな労働層の組織化に努めた。し

かし、この組織も政治的忠誠の見返りとして、

「特権」を付与するといった、あくまでも「後援

組織 (patronage machine)」に過ぎず、伝統的

な特権階級の影響力を押さえ込み、彼の権力基

盤を支えたに過ぎない。

他の英語圏カリブ諸国のように、肌の色が社

会階層を形成する上で重要な要因となる、いわ

ゆる pigmentcracy(G.ルイス)が政治文化の醸

成にも与えてきた影響を否定する訳ではない。

独特の「ゲイリー主義 (Gairyism)」が広がる

中、その後の「革命」を引き起こすに至る過程

で、黒人運動が多大な影響を与えたことは否定

出来ない。特に、1970年にトリニダッド・トバ

ゴで起こった「黒人革命運動」がビショップら

の運動に一つの方向性を与えたことは間違いな

い。しかし、第 2次世界大戦以降、この島で生
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まれる政治的ダイナミズムの方向性を決定して

きた要因は、常にその人種的特徴よりも、社会

的特徴であった。その意味に於いて、グレナダ

の政治は、他の英語圏カリブ諸国よりも寧ろド

ミニカ共和国やハイティのそれに極めて類似し

ていると言える。

　　　　　　　・・・・・

\And so then they imagine another event

of Maurice Bishop in Grenada, and they

imagine that such a man will materialise

in Antigua and he'll do Maurice Bishop-

like things and say Maurice Bishop-like

things and come to a Maurice Bishop-

like end - death, only this time at the

hands of the Americans." Jamaica Kin-

caid, A SMALL PLACE.

東カリブ地域では、お昼時のスコールを除き、

乾期に大量の雨が降ることは希であり、農業を

主産業とする彼らにとって、年間を通じた水源

の確保は頭痛の種である。しかし、ここグレナ

ダでは、火山活動の名残を示す大小様々な火口

湖と熱帯性植物に覆われた渓谷が、１年を通し

て万遍なく降り注ぐ雨を抱きかかえ、豊かな水

源を形成している。その豊かさは、街でも感じ

ることが出来る。マーケットに並ぶ野菜や果物

の豊富さに、否が応でもこの島の豊潤さを思い

知らされる。セント・ジョージズのマーケット

が今の場所に落ち着いたのは、1791年のことで

ある。セント・ジョージズは、小高い丘を挟ん

で２つの部分に分かれるが、港の反対側にある

現在のマーケットで今のように野菜や果物が取

り引きされるようになったのは、19世紀末、小

さなトンネルが街を一つにし、往来を容易にし

てからであって、当時、そこで売買されていた

のは奴隷であった。時を経て、港に隣接したと

ころから現在の場所に移動したのは、恐らく国

内交通の発達と無縁ではないだろう。マーケッ

トには物が集まり、人が集まる。そこで交され

る情報は、人々とともに島の至る所へ浸透して

いく。人民革命政府が兵舎を制圧した後、国営

ラジオ局を占領するとともに、マーケットに優

先して人を送った背景には、そこで為される情

報交換と社会化の重要性を理解していたからだ

ろう。

「この国で唯一『首相』と呼べるのは『彼』

だけさ」。マーケットで知り合ったタクシー運

転手は、私をルーパート砦に案内しながら、「あ

の時」のことを話してくれた。1980年 6月、彼

は、モーリス・ビショップを信奉していた父親

に連れられて、人民革命政府の集会に出掛けた。

クウィーンズ・パークは、さながらクリケット

で西インド諸島代表が英国代表を迎え撃つ時の

ように、大勢の人で埋め尽くされ、壇上には、ビ

ショップの他、人民革命政府の閣僚が顔を揃え

た。この国出身で、トリニダッドの労働運動に

大きな功績を残した U.バトラーがゲストとし

て演説を行っていた時である。爆弾が破裂し、

轟音と共に、多くの命が失われた。当時 15歳

だった彼の耳には、その轟音が「誰かの悲鳴に

聞こえた」という。その 3年後、内部抗争から

ビショップを含む 4名の閣僚が、ここルーパー

ト砦で殺害された時の父親の落胆振りを、彼は

今でも鮮明に覚えている。

ニュー・ジュエル運動 (NJM)は、1973年、

ビショップ及び K.ラディックス率いる人民会

議運動 (MAP)と U.ホワイトマン率いる福利・

教育及び自由の為の共同努力 (JEWEL)が、「反

ゲイリー」の下で合併し、生まれたものである。

当初、その方向性は民衆主義や反資本主義を基

礎とする曖昧なものであったが、同時に、その

幅広い要求に応えうる柔軟性によって国民の間

に強い支持を獲得した。しかし、1979年のクー

デターに至る過程で、徐々に中央集権主義やエ

リート主義が採用され、この柔軟性が縮小した

ことが、その後、人民革命政府による「革命」

に持続性を与えたと同時に、自己崩壊をもたら

した要因になったとも考えられる。

その後、グレナダで総選挙の度に繰り返され
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てきた「政界再編」は、議席獲得のみを念頭に置

く選挙協力や結党であり、その際、共通の「外

敵」を創り出すことで、政策やイデオロギーを

無視してきた。このため、民主政治の安定を支

える政党の正統性や自立の強化には繋がってお

らず、1984年に総選挙が再び実施されて以来、

「一期政権症候群 (one-term syndrome)」とも

呼び得る現象が続いてきた。従って、1999年２

月に実施された総選挙に於いて、K.ミッチェル

率いる与党新国民党 (NNP)が全 15議席を抑え

て政権を維持したことは、周囲を驚かせた。し

かし、この NNPも 1984年の総選挙で、NJM

とゲイリーによる権力奪回を阻止することを目

的として、全ての野党が米国指導の下に結集さ

れて生まれたものであることを想起すれば、こ

れが民主政治の「安定」に繋がる政治変動であ

るとは言い難い。

人口 9万 4千人の小さな島の出来事に対する

関心は、それを引き起こした冷戦とともに風化

しつつある。しかし、国民の疑問は、その後の

米国によるいびつな経済支援が失敗したことに

よって一層深まっている。加えて、近年の経済

悪化に伴って、格差の拡大など、「革命」を誘発

した社会的要因は、解決されるどころか、寧ろ

深まっている。

　　　　　　　・・・・・

\Communism Stops Here."

(キューバ航空機の残骸に書かれていた文言）

グレナダは、淡路島をおよそ半分にした広さ

しかないが、山がちで起伏の激しい地形に加え、

非常に整備の悪い道路のせいで、車でも一周す

るには一日を要する。一歩セント・ジョージズ

を出ると、熱帯林のひんやりとした空気が火照っ

た肌に心地よく、自然と鳥の声や清流のせせら

ぎに耳を傾けながら、時が経つのをすっかり忘

れてしまうため、予定より何時間も余分にかかっ

てしまう。セント・ジョージズから北に向かっ

て、山道を漸く抜けたところに空港跡地がある。

海へ真っ直ぐに抜ける滑走路には、かつて、この

パール空港とハバナとを結んでいたキューバ航

空機が無惨な姿で放置されている。1983年 10

月、この空港に上陸した米国海兵隊が、キューバ

兵と銃撃戦を繰り返した。その事実と、今、滑

走路でクリケットに興じている子供たちとの間

にあるズレが理解出来なかった私は、タクシー

運転手が呼ぶ声も耳に入らず、暫くその場に立

ちつくしたのを覚えている。

空港を巡っては、今、グレナダで興味深い議

論が話題となっている。政府が、首都郊外にあ

る国際空港を、「モーリス・ビショップ国際空

港」に改名する考えを発表し、その動向が注目

を集めている。誰しも、カリブ地域を訪れれば、

多くの国で、空港に国家的英雄の名が付されて

いることに気づくだろう。アンティグアのヴェ

ア・バード国際空港、セント・キッツのブラッ

ド・ショー国際空港、ジャマイカのノーマン・

マンレー国際空港、キューバのホセ・マルティ

国際空港等、その数は枚挙にいとまがない。カ

リブ諸国では、空港が観光業の振興に不可欠な

社会資本であると同時に、空間的、歴史的、経済

的周縁から自らを解放する「脱植民地化」、「近

代化」の象徴として存在する。「独立の父」等

と称される政治指導者が病院や学校ではなく、

空港にその名が付されることを強く希望する理

由は、そんなところにあるのかもしれない。加

えて、セント・ジョージズ郊外の国際空港は、

キューバの援助を得て建設されたものであり、

観光産業の振興を基盤に、大国からの自立を目

指していた PRGによる「革命」そのものを体

現していたと言える。

K.ミッチェル現首相は、1997年、キューバ

が送った専用機で、この空港からキューバへの

公式訪問を果たした。これを受けて、翌 98年

には、カストロ議長がグレナダへ公式訪問し、

米軍侵攻によって、断交された両国関係は、完

全に正常化した。ミッチェル首相が、米国主導

の下、1984年の総選挙で誕生したNNP政権内

で、公益事業相を務めていたことを想起すれば、
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情勢の急激な変化に驚かされる。同首相は、今

次訪問を「イデオロギー的意図はなく、ただ、

キューバ政府及び国民との友好関係の維持」と

説明した。しかし、嘗てゴア米副大統領が揶揄

したように、これまで「完全な無視か、過大な干

渉」の下で行われてきた米国の対カリブ経済援助

は、近年急激に減少している。かかる状況下で

キューバとの関係強化を行うミッチェル首相に

は、米国の目を再び向けさせたいという、PRG

政権とは大きく異なる意図が見受けられる。
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