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ハリケーン、植民地主義、抵抗：

プエルトリコの政治的地位を問うこと

Hurricane, Colonialism, Resistance:
In Quest of the Political Status of Puerto Rico

阿部　小涼

abe kosuzu

はじめに：ハリケーンと植民地主義

2017 年住民投票

2012 年住民投票

植民地か自治領か：歴史化する自由連合州論争

「約束」された財政自治の剥奪

抵抗の公論形成：自決権、基地撤去、国連脱植民地プロセス

むすびに：不可逆の選択か不可侵の権利か

はじめに：ハリケーンと植民地主義

　本稿の主眼は、プエルトリコにおいて 2017 年に実施された住民投票の状況

を分析することにある1。2017 年 6 月 11 日、プエルトリコで通算 6回目となる

住民投票が実施された。プエルトリコは 1898 年、クーバとフィリピンのスペ

インからの独立戦争に米国が介入した「米西戦争」の際に米軍に占領されて以

来、アメリカ合州国領土において植民地状態のまま 21 世紀を迎えたカリブ海

の島である。

　カリブ海に連なる大アンティル諸島は西側に最も大きい島クーバがあり、そ

の南にジャマイカ、両島の東にイスパニョーラ島（アイティ共和国とドミニカ
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共和国）があり、プエルトリコはさらにその東側に連なる島嶼である。領土と

してのプエルトリコには、モナ島（無人島）、プエルトリコ島とその東海岸の

クレブラ、ビエケス両島が含まれる。東側の米領ヴァージン、英領ヴァージン

諸島とは、航空機で 30 分程度と近接した距離にあり、さらに南に向かって小

アンティル諸島が続く（【資料 1】カリブ海域図参照）。プエルトリコの土地面

積 8959 平方キロメートルというのは、沖縄島の 7 倍、四国の半分程の規模に

相当し、中央には熱帯雨林に覆われた山岳や年間を通して乾燥した地帯など多

様な自然条件を備えた島である。

　先住のアラワクを殲滅させたスペイン植民地時代の果てに、クリオージョ社

会を築いたプエルトリコは、19 世紀には周辺植民地とスペインからの独立運

動を共有し、ことにクーバとは一羽の鳥の両の翼と言われてきた2。スペイン

からの移民にカタルーニャ出身者が多かったことでも知られ、近年のカタルー

ニャ独立運動で掲げられる旗のデザインにも、プエルトリコ、クーバとの精神

的連帯を見ることができる。

1 本稿の一部は「制度と権利のあり方を問い直す：国際政治と草の根の視点から」セッ

ション 1「独立、残留、自治：地域から考える中央政府との関係」（2017 年 12 月 9 日

於：沖縄県立博物館・美術館〔講座室〕、主催：早稲田大学地域・地域間研究機構、共

催：科学研究費・基盤研究（A）「東アジアにおける歴史和解のための総合的研究」（研

究代表：梅森直之・早稲田大学））での口頭報告内容を含む。また本論文は、JSPS 科研

費 JP24320148、JP16H03363 の助成を受けた研究成果の一部である。筆者はこれまでに

プエルトリコの政治的地位をめぐる問題について以下で論じてきた。「プエルトリコに

おけるステイタス問題の発生：米国支配の成立過程についての試論」『一橋研究』第 22

巻第 1 号（1997 年 4 月）；「『非独立』への道：1940 年プエルトリコにおける大衆民主党

の成立」『一橋論叢』第 118 巻第 2号（1997 年 8 月）；「ポストコロニアル・プエルトリコ：

1998 年住民投票をめぐる考察」遠藤泰生、木村秀雄編『クレオールのかたち：カリブ地

域研究』東京大学出版会 2002 年。

2 19-20 世紀初頭に活躍した作家 Lola Rodríguez de Tió の詩句 “Cuba y Puerto Rico son de 
un pajaro las dos alas, reciben flores ó balas sobre el mismo corasón” （クーバとプエルトリコ

は両翼をもつ一羽の鳥、花も弾丸も同じ心が受けとめる）に因む。
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　1898 年 7 月の占領から、120 年を迎えるプエルトリコは、国際社会における

この島嶼地域の位置付け、すなわち「政治的地位」(estatus politico)3を問う「住

民投票」(plebiscito) が、「独立」以外の選択肢も含めつつ、これまでにも実施

されてきた場所なのである。投票が独立を問うだけではない、という特徴のほ

かに、急いで確認しておくべきこととして、最終的な決定権をアメリカ合州国

連邦議会が掌握しているという問題がある。これまでのステイタスを問う住民

投票はすべて、結果に法的拘束力がないまま実施されてきた。プエルトリコ議

会の議を経て行われても、合州国がその結果に責任を持つことがなければ、単

なる意向投票に過ぎない。過去においては、特に冷戦時代に顕著であった反共

主義と独立運動への大弾圧によって、現在においては、連邦州となって合州国

連邦に加盟することを目指す選択への米国側の不寛容によって、プエルトリコ

の政治的地位の選択は、自決権を疎外するものであり続けてきた。

　プエルトリコ人口は、島と米国本土に分散して確定的な統計が難しいのだが、

2017 年時点で約 334 万人、本稿脱稿時点で 323 万人との数字が発表されてい

る4。2005 年ごろからマイナスに転じた人口増加率は、2014 年時点でマイナス

0.65％を記録していた。2017 年のハリケーンによる壊滅的被災が人口流出傾

向を助長し、この年で 10 万人が島を出たとも報告されている5。若年層、専門

職層らが、高等教育や経済機会の必要から流出し、米国本土と島との人口比は

3 本稿では「ステイタス」とも記す。

4 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, State Data 
Center de Puerto Rico (SDC-PR), accessed October 31, 2018, https://censo.estadisticas.pr/.
5 United Nations, General Assembly, Special Committee on the Situation with regard to the 
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples, Special Committee Decision of 19 June 2017 Concerning Puerto Rico, (Report prepared 
by the Rapporteur of the Special Committee, Bashar Ja’afari, (Syrian Arab Republic)),
A/AC.109/2018/L.13 (12 February 2018), accessed October 31, 2018, http://undocs.org/en/A
/AC.109/2018/L.13, p.2.
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1 対 1、在米本土人口が上回ったとも言われ、政治的地位の問いに複雑さを加

えている。

　合州国本土とプエルトリコとの関係性が問い返された象徴的な事象が、2017

年 9 月のハリケーン・マリア被災に対するドナルド・トランプ米国大統領の舌

禍ならぬツイート禍事件だった。被災からの復旧をめぐって、トランプ大統領

は「サンフアン市長やプエルトリコのほかの連中の指導力が本当にひどい。自

前の労働力の支援を得られないのだ。住民同士で団結してやるべきときに、な

んでもかんでも人にやってもらいたがる。今では連邦政府職員 1万人が島に着

いて、素晴らしい働きをしている」とツイートした。独立系報道番組の「デモ

クラシーナウ！」は、プエルトリコについて継続的に報道する局としての経験

を発揮し、この事態を伝えている。状況に対峙したサンファン市長ユリン・ク

ルスへのインタビューを行い、救済が遅れ、額も不足し、死者数など被害が過

小に評価され、他の州と比べて対応に格差があったことが続々と明らかにされ

た。米国のプエルトリコに対する植民地主義が、赤裸々なかたちで表れた瞬間

だった。

　耳目を集めたもうひとつのハリケーン報道は、Web 報道メディア「インター

セプト」(The Intercept)の上級通信員(Senior Correspondent)として取材に当たっ

たナオミ・クラインの記事である。『ショック・ドクトリン』6の著書により、災

厄に見舞われた地域が脆弱な状態に置かれると、「ショック療法」的にネオリ

ベラリズム的な経済政策導入のターゲットになりやすいことを明らかにしてき

たクラインは、その後、気候変動の政治問題化にフォーカスした仕事を継続し

ていた。ハリケーン被災下のプエルトリコ取材は、その問題意識の延長にあっ

たのだが、これが米国内でのプエルトリコへの注目を一層集める契機になった。

6 ナオミ・クライン著、幾島幸子、村上由見子訳『ショック・ドクトリン』（上下巻）岩

波書店 2011 年。
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クラインは「ショック・アフター・ショック・アフター・ショック・ドクトリ

ン」と書いて、プエルトリコにおいては一度ならぬ「ショック療法」が繰り返

されたと、2000年代に入って経済破綻に向かった経過を指摘していた7。

　ただし、ハリケーンと植民地主義が繰り返し襲撃したこの島については、よ

り長期の歴史を俯瞰するまなざしが必要だろう。ハリケーンからの復旧につい

て論じる米国議会調査局（CRS) のレポートは、発電所の「修理か再建か」(Repair 

or Rebuild) というタイトルが付され、これは、ハリケーンと大恐慌に見舞われ

たプエルトリコに、ニューディールが投下された 1930 年代の「救済か復興か」

というキャッチフレーズを彷彿させるものだった8。救済が最優先の課題であ

るときに、復興（再建）の名を借りて外国 /米国資本の流入機会を狙う便乗的

政策が、今日に続く自由連合州という特異な政治的地位を、島の側から必要だ

と訴えさせる認識枠組みを構築したことを想起すれば、現在の財政破綻、ハリ

7 Elizabeth Yeampierre and Naomi Klein, “Imagine a Puerto Rico Recovery Designed by Puerto 
Ricans,” The Intercept, October 20, 2017, accessed October 31, 2018, https://theintercept.
com/2017/10/20/puerto-rico-hurricane-debt-relief/; Naomi Klein, “Puerto Ricans and Ultrarich 
‘Puertopians’ Are Locked in a Pitched Struggle Over How to Remake the Island,” and the Video 
by Lauren Feeney, “The Battle for Paradise,” The Intercept, March 21, 2018, accessed October 31, 
2018, https://theintercept.com/2018/03/20/puerto-rico-hurricane-maria-recovery/; Naomi Klein, 
“There’s Nothing Natural About Puerto Rico’s Disaster,” The Intercept, September 21, 2018, 
accessed October 31, 2018, https://theintercept.com/2018/09/21/puerto-rico-hurricane-maria-
disaster-capitalism/. Web メディアの The Intercept 誌上で断続的に英西両語での経過報告と

して報道された後、単行本として刊行された。Naomi Klein, The Battle for Paradise: Puerto 
Rico Takes on The Disaster Capitalists (New York: Haymarket Books, 2018).
8 Richard J. Campbell, Corrie E. Clark, and D. Andrew Austin, Repair or Rebuild: Options 
for Electric Power in Puerto Rico, CRS Report No. R45023 (Washington, DC: Congressional 
Research Service, November 16, 2017), accessed October 31, 2018, https://fas.org/sgp/crs/row
/R40523.pdf. プエルトリコにおけるニューディール実施については、拙論「ヌエボ・ト

ラト (El Nuevo Trato) ：プエルトリコにおけるニューディール」『アメリカ研究』第 30

号（1996 年）。
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ケーン救済と、政治的地位の選択の問題は、別個に論じることが出来ない。

　ステイタスをめぐって実施された 6回の住民投票は、提案から実施に至る背

景まで、方向性や一貫した見方など当てはめようもない解釈の海が広がってい

る。これに対して米国側について言えば、住民投票を法的に裏付ける権限は合

州国連邦議会にある。にも拘わらず、最新の2017年を含め過去6回のいずれも、

住民投票法案は合州国上院を通過したことがない。特に上院では、プエルトリ

コが州として合州国連邦議会に加わることに否定的、不寛容とも言える見解が

支配的なのだ。いっぽうで、プエルトリコの独立派に対して、米国は、激しい

弾圧の歴史を積み重ねてきた。1998 年の住民投票を論じた拙論で筆者は、「ど

れでもない」という結果は、米国の植民地主義が問われているのだと結論付け

たが、このことは今日なお当てはまる。

　本稿ではまず、2017 年住民投票を、2012 年住民投票やそれ以前の投票とも

関連付けながら採り上げる。その上で、人々のステイタス選好を彫琢してきた

経済問題と米国の植民地主義、それらと闘う独立主義や反米軍基地運動などの

抵抗運動について検討する。

2017 年住民投票

　2017 年 6 月 11 日、プエルトリコの政治的地位を問う住民投票のニュースは、

日本語圏で従来からそれほど注目を集めることのないカリブ海発の政治ニュー

スに相応しく扱われていた。すなわちそれほど重要視されたわけではないが、

関心が全くなかったとも言えない程度、ということであった。ニュース配信の

通信社 3社が、「住民投票、州昇格を支持＝米自治領プエルトリコ」（時事通信）、

「プエルトリコ住民、米国州昇格を 97％が支持 / 投票率低調」（ロイター日本

語ニュース）、「米領プエルトリコ住民投票、『51 番目の州』昇格を 97％が支持」

（AFPBB News）と報道した。AFPBB News の記事は、添えられた写真で、星

条旗を燃やすなど、連邦州に激しく抗議する人々の姿を捉え、見出しと内容に
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一目瞭然の乖離があった9。注目されなかった理由のひとつは、23％という低

投票率にあり、投票した人の大半が米連邦州となることに一票を投じた結果が

97％であるに過ぎなかった。

　プエルトリコの地元紙、El Nuevo Día（エル・ヌエボ・ディア）紙は、「不参

加派に軍配」(La baja participación se impone en el plebiscito) という見出しで、

投票不参加の勢力が上回ったと結論付け、住民投票の「勝利」に湧く立州派に

かこまれたリカルド・ロセジョ知事の姿を皮肉に映し取った10。ロセジョ知事は、

2016 年の知事選挙で勝利したばかりの連邦州派（立州派）の政治家で、選挙

の結果を追い風の材料と見て、この住民投票を決行した。これはロセジョ知事

の立州をめざす強い姿勢による投票実施だった。独立派志向でラディカル、ア

クティヴィスト御用達の週刊新聞 Claridad（クラリダー）紙も、「住民投票は

失敗」との見出しを掲げ、「ボイコットが勝利した」と記事をまとめ、人気の

無いがらがらの投票所の写真などを掲載していた11。

　ニューヨークを拠点とするパシフィカ・ネットワークのニュース番組、

Democracy NOW!（デモクラシーナウ！）は先に述べたように社会運動に軸足

を置く報道で知られ、プエルトリコの事情に継続的な関心を持ち続ける報道組

織である12。かれらはプレビサイトではなく「レファレンダム」という単語に「翻

9 「住民投票、州昇格を支持＝米自治領プエルトリコ」『時事ドットコムニュース』2017

年6月12日、2017年12月8日閲覧 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017061200257&g=use；「米

領プエルトリコ住民投票、「51 番目の州」昇格を 97％が支持」『AFPBB News』、2017

年 6 月 12 日、2017 年 12 月 8 日閲覧 http://www.afpbb.com/articles/-/3131665；「プエル

トリコ住民、米国州昇格を 97％が支持　投票率低調」『ロイター日本語ニュース』2017

年 6 月 12 日、2017 年 12 月 8 日 閲 覧 https://jp.reuters.com/article/puertorico-debt-vote-
idJPKBN193092。
10 Cynthia López Cabán, “La baja participación se impone en el plebiscito/ La estadidad copó 
una elección matizada por el llamado al boicot de la oposición política,” El Nuevo Día, lunes, 12 
de junio de 2017, accessed December 8, 2017, https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota
/labajaparticipacionseimponeenelplebiscito-2330290/.
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訳」し、投票同日にニューヨークで開催されていた毎年恒例の「プエルトリカ

ン・デイ・パレード」と絡めながら報道した。

　2017 年の住民投票は、その正式名称を「プエルトリコの即時脱植民地化の

ための住民投票」とするものであった13。この住民投票の具体に分け入るため、

使用された投票用紙のサンプルを示す（【資料 2】2017 年、住民投票用紙（1）

を参照）。投票用紙を一目して判る通り、投票で問われたのは 3 つの選択肢で

あった。それぞれの選択肢は抽象化されたマークで識別するようになっている。

それぞれのマークの下に、詳しい説明書きが、スペイン語と英語の両方で表記

されている。2 言語で表記されるこの大きな投票用紙が、プエルトリコにおけ

る住民投票用紙の特徴となっている。

　▲マークは、連邦州14支持を示す。アメリカ合州国の正規の州となり、他の

州と対等な立場で合州国連邦に参加するステイタスを選好する選択肢である。

11 Cándida Cotto, “Fracasa el plebiscite,” Claridad, miércoles, 14 de junio de 2017, accessed 
December 8, 2017, http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=
88B00990E616042D00FC288D4BB5E4A3.
12 看板キャスターとして日本ではエイミー・グッドマンの知名度が高いが、彼女と共に

番組創設者のひとりでもあるファン・ゴンサレスは、在米プエルトリカンで、60-70 年

代に在米プエルトリカンの運動体「ヤングローズ」で指導的役割を果たした人でもある。

13 この投票用紙を含む住民投票についての一次資料は、プエルトリコ自由連合州選挙

委員会 (Comisión Estatal de Elecciones)http://plebiscito2017.ceepur.org/ を参照。さらに経

過や背景について、英語では、合州国議会調査局 (Congressional Research Service) のサ

ム・ギャレットによる継続的なレポートも参考した。ここでまとめて一覧しておく。R. 
Sam Garrett, Political Status of Puerto Rico: Options for Congress, CRS Report No. RL32933 
(Washington, DC: Congressional Research Service, June 7, 2011), accessed December 8, 2017, 
https://fas.org/sgp/crs/row/RL32933.pdf ; Puerto Rico’s Political Status and the 2012 Plebiscite: 
Background and Key Questions, CRS Report, R42765, (Washington, DC: Congressional Research 
Service, June 25, 2013) https://fas.org/sgp/crs/row/R42765.pdf ; Political Status of Puerto Rico: 
Brief Background and Recent Developments for Congress CRS Report, R44721, (Washington, 
DC: Congressional Research Service, June 12, 2017) accessed December 8, 2017, https://fas.org
/sgp/crs/row/R44721.pdf.
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同等の権利とともに義務も負うことが明記されている。

　●は、自由連合ないし独立の支持を指す。20 世紀中においては、「独立」が、

民衆の投票によって選好される政治的ステイタスの選択肢としてはもっとも理

解されやすいものであってきた。今日、独立は数多くの複雑に多様化した可能

性のなかのひとつであることがよく理解出来よう。「自由連合」は、北マリア

ナ諸島、マーシャル諸島など太平洋島嶼地域が、その政治的独立に際して米国

との間に結んだ連合協定関係が、事例として想定されているものである。言い

換えるならば、合州国との連合を条件付けた主権国家化と要約できる。創発的

関係であるゆえに、解説も長文に及んでいる。

　■は、現行の米国領という地位、すなわち現状維持を選好する選択肢である。

　ちなみに、この投票でもしも●が多数であった場合には、次に自由連合か独

立か、いずれを選好するのか問う 2 回目の投票が想定されていた。結果とし

て使用されることはなかった 2 段階目の投票用紙も準備されていた（【資料 3】

2017 年、住民投票用紙（2）を参照）。

　プエルトリコ選挙統計局が発表した開票結果が【資料 4】である。投票総数

52 万 5,138 票のうち無効票 1,247 票を除いた 52 万 3,891 票中、50 万 8,862 票

（97.13％）が連邦州、7,981 票（1.52％）が自由連合または独立、7,048 票（1.35％）

が現行領土地位を選択した結果となった。有権者登録数は 226 万 804 人あり、

投票率は 23.23％であった。立州を目指すリカルド・ロセジョ知事は、97％と

いう圧倒的投票率で、連邦州が支持されたと主張したが、投票率 23％という

のは、過去の住民投票や一般選挙でも見られない恐るべき低投票率で、異様さ

が際立つ結果だったことが判る。しかも、投票者数にほぼ等しい州への賛成票

は、2016 年総選挙でロセジョが知事選に勝利したときの得票にも満たない数

14 「州昇格」という日本語訳は、地位を格上げすると見なす一方向的な価値意識があり

適切ではないため本論文では使用しない。また、「自治州」であることと、その州が米

合州国連邦の正規メンバーであることとは、別個のものと考える必要がある。
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字であった。この投票実施じたいに反対した、棄権ないし不参加の主張のほう

が支持されたと報道されたのは、このような結果を承けてのことだった15。

　有意義な結果を示せなかった住民投票が、なぜ実施されたのだろうか。プエ

ルトリコでは 2016 年 11 月総選挙で知事・院内代表・上下院の多数派を、連邦

州を目指す PNP（Partido Nuevo Progresista/ 新進歩党）が掌握し、公約として

掲げた住民投票の実施へと舵を切った。選択肢として、「連邦州」と「自由連

合または独立」の 2択が設定された。

　ところが、米国司法省が、3つめの選択肢として「現行の領土条項下の地位」

を加えるよう介入を行った。この背景には、2012 年の住民投票以後に米国議

会で続いていたプエルトリコの地位をめぐる交渉過程がある。オバマ政権下の

2014 年会計年度において、党派性を排した政治的地位についての有権者の学

習機会と、その後の住民投票に使用する目的で連邦予算から 250 万ドルの歳出

を認める法案が通過していた16。住民投票の結果に米国議会が従うとの保障は

ないが、PNP の主導するプエルトリコ議会は、連邦予算が投入されることを持っ

て、住民投票に正統性が付与される初めてのケースとなることを重視した。自

由連合州を存立基盤とする PPD（Partido Popular Democrático/ 大衆民主党）は、

連邦州への支持を誘導していると批判するいっぽう、「拡大自由連合州」

(enhanced ELA) を選択肢に含めるよう主張していた。現行制度下で自治権を

拡大していくとの主張は、しかし、米国議会で「違憲性が高い」と解釈されて

おり、連邦司法省が予算執行上認めうる三つめの選択肢は「現行の領土条項下

15 投票への不参加を戦術とすることは、プエルトリコでは過去にも行われている。植民

地主義支配下では、押しつけられる選挙の枠組みそのものを拒否するというのは闘争の

レパートリーなのである。また沖縄での国政選挙参加拒否闘争のことも想起されるだろ

う。

16 商 業・ 司 法・ 科 学 歳 出 法 案（Commerce, Justice, Science, and Related Agencies 
Appropriations Act）内に組み込まれていた。
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の地位」が正確であるとの判断が下ったのだった。連邦議会の認可 (sanctioned)

で住民投票に正統性を得たいプエルトリコ政府は急遽この変更要求を受け入れ

た17。こうした一連の流れを受けて、PIP（Partido Independentista Puertorriqueño/

プエルトリコ独立党）と並んで、PPD も、投票棄権呼びかけに方向を定めた

のだった。結果は先に示した通りである。

2012 年住民投票

　プエルトリコにおける住民投票の複雑さを解きほぐすためには、背景を理解

する必要がある。ここでは、5 年前に遡る 2012 年の住民投票を見ておく18。こ

の時は、一度の投票において 2段階の質問が用意されていた。一枚の投票用紙

で 2 つの事項が問われていることを投票用紙から確認してみよう（【資料 5】

2012 年、住民投票用紙を参照）。2012 年住民投票においては、まず「現状の領

土的地位 (la condición política territorial actual) を継続すべきか」が問われ、賛

成（シ /イエス）または反対（ノ /ノー）のいずれかの回答を求められた。現

在のステイタスについて「領土的」であるとする表現には、合州国憲法第 4条

領土条項との関係解釈が反映している。つぎに、最初の質問の回答に拘わらず

「なるべき政治的地位として好ましいのは、次のうちどれか」が問われ、連邦州、

独立、主権を備えた自由連合州の三つの選択肢が上がっていた。

　連邦州の選択肢には 51 番目の州を表す数字の書かれた星の意匠、独立の選

択肢には LIBRE（自由）の文字が白抜きになったプエルトリコ、クレブラ、

ビエケスの島影、そして、主権のある自由連合州という選択肢には飛び立つ鳥

の意匠が添えられた。三つ目のこの選択肢は、合州国憲法の領土条項の対象外

としプエルトリコの主権を認めつつ、両者の主権の範囲を条約で締結するとい

17 Garrett, CRS Report, R44721.
18 2012 年より以前の住民投票については、1998 年住民投票に焦点化して既に論じた拙

論「ポストコロニアル・プエルトリコ」を参照されたい。
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う内容が説明されていた。投票用紙は、やはりスペイン語と英語の両方で表記

された大きな用紙だった。

　2012 年の開票結果を、プエルトリコ選挙統計局が発表した【資料 6】に沿っ

て確認する。最初の質問、現状ステイタスの継続については、97 万 910 票

（53.97％）が反対、82 万 8077 票（46.03％）が賛成であった。すなわち反対

と回答した人々は、圧倒的とは言えないが過半数を上回った。投票率も 78％

と高く、多くの人々が一票を投じたことが伺える。

　次に第二の質問に対する回答を集計したのが、【資料 7】である。結果によ

れば、連邦州への支持が 61.6％となった。すなわち、2012 年、プエルトリコ

史上初めて、合州国連邦州への賛成が過半数を超えたと見える。

　ところが、結果が発表されるとすぐに抗議の声が上がった。白票・無効票が

得票率に含められていなかったからだった。白票・無効票を含めると、連邦州

への支持は過半数を割り込む 44％に留まる。また、白票、自由連合州、独立

への支持を足し合わせると過半数を超える 54.7％となる。投票の結果を相応

しく解釈すれば、「州への反対が過半数を占めた」と言うべきとの声が上がった。

住民投票はむしろ混迷を招くという事態をよく示していると言える。

　プエルトリコの政治的地位を問う住民投票は、冒頭で述べたように、通算 6

回を数える。1967 年に初めての住民投票が実施されてから 91 年の現状への賛

否の投票を含め、93 年、98 年、2012 年、2017 年の過去 6回の住民投票は、そ

れぞれに選択肢も問いの形式も異なるのであるが、一覧としてまとめてみると、

【資料 8】のようになる。

　改めて、6 回もの回数を重ねたプエルトリコの住民投票から、導かれる要点

とはどのようなことだろうか。辛うじて言えることがあるとすれば、プエルト

リコの人々にとっては、「独立を問う」だけではない、選択肢の多様化がある。

しかし、そのひとつひとつの内実には、揺れがあり曖昧である。連邦州以外の

選択肢は、州になることでスペイン語や独自の文化が圧殺されるのではとの恐
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れを反映し、独立以外の選択肢は、独立を選ぶことで米国市民権が否定される

のではとの恐れの受け皿となっているとの解釈もある。

　2012 年の第 1 問、現状への賛否については、1991 年にも同種の形式で問わ

れており、圧倒的とは言えないが過半数が現行ステイタスにノーという主張が

確認されている。2012 年の結果は 1991 年と似ているが、白票の存在感が増し

ていることが理解できるだろう。「過半数が連邦州を支持」との主張に抗議の

声が上がった背景を汲むことが出来る。

　「どれでもない」という選択肢が勝利するという異例の結果を引き出した

1998 年の投票については、別稿で論じたことがあるので、そちらを参照され

たいが、「どれでもない」が選択肢から消えると、白票（2012 年）、不参加（2017

年）というかたちで、投票の枠組み自体に抗議する声がはっきりと確認できる

のではないだろうか。

　選択肢の多様性という観点では、プエルトリコは自由連合州という固有の地

位の成立後に始まった住民投票として、そもそも独立か否か、併合か独立かの

二択ではない三つ目の選択肢の存在とその解釈に揺れてきた。三つ目の選択肢

が存在することはプエルトリコの住民投票を特徴づけているが、三つ目の選択

肢が選ばれたとしても、地位への問いには終止符が打たれないと言うことも出

来る。

　さらに「自由連合」が政治的地位の選択肢として登場したのは、ミクロネシ

ア連邦、マーシャル諸島共和国、ベラウ共和国（パラオ）が米国と「自由連合」

に関する内容を条約によって締結することにより国連信託統治領を脱し独立を

達成するという範型が、1980 年代から 90 年代初頭に登場したことによる。条

約は多岐に亘るが、compact の語が用いられ、日本語では「条約」「協定」な

いし固有の意味を強調するためしばしば「盟約」と訳されている19。

　プエルトリコの現行「自由連合州」は、こうしたステイタスと区別し、合衆

国憲法の領土条項下にあることが明示されている。領土的＝植民地状態である
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との理解が浸透し、1998 年の投票から表現にも表れている。修正型自由連合

州としての自治権拡大も議論が続くが決定打は見えていない。

　米国との政治関係に焦点化して住民投票史を概略したのが【資料 9】である。

米国市民権は 1917 年から施行されており、徴兵制度への組み入れとバーター

だったと見られてきた。現在の自由連合州とは、知事の民選化と併行した米国

による内政自治化のプロジェクトとして、1950年に成立した。自治法の制定で、

1953 年に国連の非自治領リストからプエルトリコを除外することになったが、

議席を持たない合州国連邦議会が、プエルトリコの立法について拒否権を持つ

こと自体、片務的関係の証左である。住民投票は、言うなれば繰り返しその欺

瞞を表出させてきた局面であるといえよう。プエルトリコ議会の立法による住

民投票のいずれも、米国議会は承認せず、結果責任を負わないまま今日に至る20。

　独立派から米政権との宥和的関係を構築した政党 PPD は、自由連合州の成

立に深く関わったのであり、今日に至るまで「自由連合州」支持の基盤政党と

なっている。これに対して、保守派の流れを汲む勢力は、1967 年住民投票の後、

米国の連邦州を目指す政党として PNP を結成した。先の【資料 9】で見たよ

うに、プエルトリコ自由連合州は、アメリカ合州国連邦の加盟州ではないため、

合州国連邦議会に議席を持たないが、連邦下院にレジデント・コミッショナー

（常駐の院内代表）を送っている。この院内代表は、投票権を持たないが議員

19 太平洋島嶼の情況については、池上大祐『アメリカの太平洋戦略と国際信託統治：米

国務省の戦後構想 1942-1947』法律文化社 2014 年；小林泉『アメリカ極秘文書と信託統

治の終焉』東信堂 1994 年など参照。

20 プエルトリコでは「プレビシト / プレビサイト」の語が使用される。2017 年住民投

票では、実施された投票を「プレビサイト」、結果として実施に至らなかった 2 段階目

の投票を「レファレンダム」としたが、これは混乱を避ける便宜上のものだったとい

う。米国議会調査局の報告は、米国の通例として「レファレンダム」は立法行為に対し

て有権者が是非を問うもの、「プレビサイト」は法的拘束力を持たない選好の表明とし

て行う住民投票を指すことが多いといい、こうした慣例と異なることを指摘している。

Garrett, CRS Report R44721, p.11, f.n.38.
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立法の提案者になることが出来る。プエルトリコでは内政と米国内での連携、

政治的効果を睨んで、米国の政党にも加入して活動するケースがある。島内の

政治状況に沿って PPD は米民主党と、PNP は米共和党と連携する傾向が見ら

れたが、今日その限りではない。連邦州を選択することが民主主義的な解決策

であるとの見方は、米国民主党議員からも支持を受け、超党派での議員立法提

案が提出されている。だが依然として、排外主義的観点からプエルトリコの州

化を認めない強硬姿勢が根強い21。

　ロセジョ知事の下、米国では、連邦州を目指す具体的な取り組みとして影の

上院・下院議員を指名するなどの取り組みを始めている。2017 年、連邦議会

の院内代表ジェニファー・ゴンサレス (Jenniffer González) は、第 115 議会に対

し HR260 を提出、これは 2025 年までに連邦加入を目指す内容となっている。

これに対して、在米プエルトリカンでイリノイ州選出の民主党下院議員ルイス・

グティエレスは HR900 を提示、在米プエルトリカンにも投票権を認める住民

投票を提案した。

　島では、独立派の支持を受ける PIP 以外に、新しい政党の活動も出現してい

る。議席数にインパクトを及ぼすまでにはいたらないが、2012 年から公式の

政党要件を満たした自決権派連合運動 (Movimiento Unión Soberanista: MUS)、

そして労働者党 (Partido del Pueblo Trabajador: PPT) は、旧来の独立派から自決

権の主張まで幅広い層の支持を集めるオルタナティヴとして登場している。後

21 最も最近の例として、トランプ大統領が、プエルトリコの連邦州化は「絶対にノー

だ」と断言した。「指導力の欠如」(incompetent leadership) を理由に挙げたが、これは

ハリケーン・マリア災害でのユリン・クルスサンファン市長との対立を暗示していると

報道された。だが、今秋の中間選挙の結果次第で、情勢変化も推測されている。José A. 
Delgado, “Las elecciones de medio término tendrán un impacto inmediato para Puerto Rico: Estos 
comicios podrían cambiar el panorama en la Cámara baja y el Senado federal,” El Nuevo Día, 7 
de octubre de 2018, accessed October 31, 2018, https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota
/laseleccionesdemedioterminotendranunimpactoinmediatoparapuertorico-2451494/.
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者は政治的地位の選択について党派的決定を避けるが、これら新政党に加え、

無党派層も含めた「ソベラニスタ」(soberanista) と呼ばれる、脱植民地化・自

決権の主張が現れていることが、2010 年代のプエルトリコ政治に新たな展開

を兆していると言えよう22。

植民地か自治領か：歴史化する自由連合州論争

　現状ステイタスである「自由連合州」(Estado Libre Asociado/ Commonwealth)

とは、米国内でプエルトリコのみに適用される自治州形態である。米国では北

マリアナ諸島に対してもコモンウェルスの名称が当てられているが、様態は異

なる。アメリカ合州国には、その領土のなかに「併合されない領土」が存在す

る。これは連邦州化を前提としない領土（unincorporated territories/ 合衆国憲法

第 4条領土条項下の領土）23を意味する。このうち有人コミュニティの存在する

島嶼について【資料 10】にまとめる。それぞれの島嶼地域は歴史的背景も異

なり、制度の詳細も一様ではない。見方を変えれば、米国において「併合され

ない領土」とは制度としての一貫性がない、と言える。

　これら 5地域について、Harvard Law Review 誌は、2018 年 4 月号の「法の進

展」特集で採り上げ、合州国建国の根幹たる連邦主義 (Federalism) 概念との矛

盾として問題提起した24。時代を遡れば、19-20 世紀転換期に起こった海外島

嶼領の獲得を火種として、米国は植民地を持つべきではないと主張する反帝国

主義論争が巻き起こっていた。一方でその島嶼領に対する市民権、課税権をめ

22 ソベラニスタの政治的、社会運動論的な評価については、別稿を建てて論じるべきで

ある。「民族独立」に思想的硬直を見てこれを脱しようとする自決権についてのグロー

バルな機運のほか、社会運動を通した市民政治参加の経験などが、新しい政治潮流を形

成している。米国大統領選挙に向かう 2016 年の米国で民主党の候補者指名競争のなか

で出現したバーニー・サンダース支援も、社会運動と呼ぶべき内実を持っており、プエ

ルトリコでも一定の共感層を醸成したことなどが想定される。
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23 拙論では「併合されない領土」と訳す。「非編入領土」と翻訳される場合もあるが、

これは正確性を欠いていると考える。日本語圏の政治学では、annexation に対して「編

入」、「併合」のふたつの訳語を併用している。これは、土地を編入し、国を併合する、

すなわち実効支配する領土として土地（や空海域）を組み入れることを「編入」と言

い、これに対し併合には、元々主権の存在する地域（国）を強制力によって組み入れる

というニュアンスを含めて言い分けていることが多いというのが一般に膾炙している理

解だろう。なぜなら「併合」の語彙は、日本では「韓国併合」を意味する語として定着

された経緯がある。まさに領土編入の正統性をめぐって国際関係・国際法論上の合理化

を企図して「併合」という語は発明された側面があることを、ここでは注視しておきた

い。海野福寿『韓国併合史の研究』岩波書店 2000 年；浅野豊美「国際関係の中の『保

護』と『併合』：門戸開放原則と日韓の地域的結合をめぐって」森山茂徳、原田環編『大

韓帝国の保護と併合』東京大学出版会 2013 年；岡本隆司編『宗主権の世界史：東西ア

ジアの近代と翻訳概念』名古屋大大学出版会 2014 年；山室信一「『国民帝国』論の射程」

山本有造編『帝国の研究』名古屋大学出版会 2003 年など参照。米国のプエルトリコに

対する処遇の説明に話を戻せば、実効支配する領土として annex した後に incorporation
の可否ないし是非を言い分ける政治訳語は未定義と言ってよいのではないか。別の言い

方をすれば、incorporation とは米国の帝国主義的発明なのだと理解出来るだろう。例え

ば、ハワイイは annexation した後に、incorporation を前提に立州運動があり、1959 年に

連邦州となった（アラスカも）。フィリピンは米西戦争で「購入」したが、独立を前提

にした時期に commonwealth と呼ばれていた。いずれも 1898 年という米国の帝国主義的

転換期に米国領土化されたが、その後の展開を大きく異にしたのである。米国における

commonwealth の語法は乱脈的で、政治的地位の将来について暗示しているものでもない。

すなわち日本語の学術用語には、unincorporation を定義する語はないのであり、領土編

入 annexation した後に立州を前提しないという発明に対しては「併合されない」という

説明的言辞を当てておくのは翻訳上の妥当性があると見ている。琉球の武力による属領

化以後、琉球藩処分と沖縄県設置（琉球併合）までの期間に相似する可能性などが推察

されるが、これ以上は本論文での検討範囲を超えている。いずれにせよ、ポストコロニ

アル、すなわち脱植民地主義研究の領分であることは間違いない。琉球併合については、

波平恒男『近代東アジア史のなかの琉球併合：中華世界秩序から植民地帝国日本へ』岩

波書店 2014 年、北海道については、塩出浩之『越境者の政治史：アジア太平洋におけ

る日本人の移民と植民』東京大学出版会 2015 年、フィリピンについては中野聡『フィ

リピン独立問題史：独立法問題をめぐる米比関係史の研究 1929-46 年』龍渓書舎 1997 年、

同『歴史経験としてのアメリカ帝国：米比関係史の群像』岩波書店2007年を参照されたい。



政策科学・国際関係論集　第十九号　(2019)106

ぐっての訴訟が相次ぎ、それらに対する判例の累積が、事実上、島嶼の政治的

ステイタスの様態を具体化するものとなったため、これらは総称して「島嶼判

例」(Insular Cases) と呼ばれるようになった。その論争の舞台のひとつとなっ

たのが Harvard Law Review 誌だったのである25。この世紀を超えた論争につい

て、2017 年の第 130 号は、合州国領土に対して適用されてきた「島嶼判例」

の再検討を行い、司法が米国議会と領土との関係のあり方を提案するという狙

いを示し、「領土連邦主義 (Territorial Federalism)」、すなわち島嶼領土の自決権

を可能にする連邦主義を追求する立場からの論考が収められていた。

　これに対し、「島嶼判例」を論じてきた第一人者であり、米控訴裁判所（第

1 巡回区）の判事も務めるファン・Ｒ・トルエジャは、プエルトリコ米国関係

史に遡って検証する長文の論評で応え、プエルトリコを「領土連邦主義」の仮

定から構想すること自体が、プレッシー対ファーガソン判決時代の「分離すれ

ども平等」、すなわち、後にブラウン判決で否定された人種差別をプエルトリ

コには現在も適用する「実験」的行為だと厳しく批判し、そのような提案は「ア

24 “Developments in the Law: The U.S. Territories,” Harvard Law Review, vol.130, no.6 
(April, 2017), accessed October 31, 2018, https://harvardlawreview.org/2017/04/us-territories-
introduction/.
25 拙論「併合されない領土：プエルトリコ領有にみる植民地の経験」『政策科学・国際

関係論集』第 6 号 (2003 年 3 月）で論じているので、参照されたい。同論文でトルエラ

と表記した論客は後述のトルエジャと同一人物を指す。これはスペイン語表記の ll に

対するプエルトリコ現地での発音に揺れがあることによる。Harvard Law Review 誌はハ

ーヴァード大学ロースクール大学院生による法学批評として、無記名による評論論文を

基調とする。「法の進展」は同誌の毎年 4 月号に恒例の特集枠である。ちなみに 2017 年

-18 年度は編集長 (president) としてアフリカ系女性では初めてイメルメ・ウマナが選出

された話題を想起しておきたい。初の女性編集長は 1976 年のスーザン・エストリッチ、

初のアフリカ系男性編集長は 1990 年のバラク・オバマで、彼は後にアフリカ系で初め

て米国大統領となった。初のマイノリティ男性編集長は 2007 年、プエルトリカンのア

ンドリュー・マヌエル・クレスポだった。リベラルな姿勢を打ち出しこそすれ、保守的

な態度ではないジャーナルだという点を確認しておく。
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カデミックな見世物か、プエルトリコの植民地支配を続けたいとやっきになっ

ている人々に政治的な隠れ蓑を提供する」26ものであって、「更なる実験」など

受け入れがたいと否定した27。

　　　　この指摘を行った方々に敬意は表するが、「合州国憲法のエコシステ

　　　ム内ではたらく『領土連邦主義』概念」がプエルトリコの不平等な扱い

　　　に対する解決策だというのは、まさしく、時機に遅れた実験の類い、私

　　　がかねてからプエルトリコの米国市民と呼んできた人々を使った実験な

　　　のであり、善意に基づくとしても、「道を誤っている」ものだと、私は

　　　強く思念する。この最新の提案が、プエルトリコに対する最初の実験を

　　　助長する発端になった同じ法学ジャーナルから誕生したというのは、

　　　ちょっとしたデジャヴであって歴史の皮肉と言える。28

　次節で見る通り、災害と不況のショックのなかで自治の追求か経済再建かを

迫り、「自治能力なし」との認識を強制して自決権を否定するなど、21 世紀に

26 Juan R. Torruella, Commentary, “Why Puerto Rico Does Not Need Further Experimentation 
with Its Future: A Reply to the Notion of “Territorial Federalism”,” Harvard Law Review, vol.131, 
no.3 (January, 2018), accessed October 31, 2018, https://harvardlawreview.org/2018/01/a-reply-
to-the-notion-of-territorial-federalism/.
27 トルエジャは、プエルトリコの占領（1898 年）、市民権付与（1917 年）から自由連合

州化（1952 年）、そして PROMESA（2017 年）を、第 1 の実験、第 2 の実験、第 3 の実

験として数え上げている。併合に際して「本土」「内地」からの距離を格付けした植民

地帝国的な手法は、沖縄に対して実施された「琉球処分」を彷彿する。沖縄でも今日に

続く構造的差別や処遇の格差を第 2、第 3 の琉球処分と数えている。繰り返される植民

地主義の合理化を批判する精神性を共有していると言えよう。

28 同上、p.69。直接引用文中のトルエジャによる引用は、同誌 130 号で「領土連邦主

義」を提起した基調論文で使用された語句である。“Chapter One, Territorial Federalism” 
in “Developments in the Law: The U.S. Territories,” Harvard Law Review, vol.130, no.6 (April, 
2017), accessed October 31, 2018, https://harvardlawreview.org/2017/04/territorial-federalism/.
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入ってなお繰り返されている米国のプエルトリコに対する姿勢は、「デジャヴ」

という批判の語に説得力を与えている。

　ジャーナルが行ったのは、合州国憲法が領土の自治権を侵害するかどうかの

検討であった29。そこで連邦主義の逸脱として挙げられたのが PROMESA の問

題であった。

「約束」された財政自治の剥奪

　繰り返された投票のなかで、2017 年の住民投票に固有の意味を与えたのは、

島嶼領土の特異なステイタスを認めさせてきた経済的側面であった。冷戦構造

からの脱却によって、税制優遇措置を核とする経済的な相互（依存）関係が、

前面にせり出したと言えるだろう。2017 年住民投票を拒否する運動の背景と

なった「プエルトリコ監視・管理・経済安定化法」(Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act: PROMESA)30について概略しておく必要

がある31。

　プエルトリコでは、自由連合州なる固有のステイタスの成立に即して、合州

国議会によって特殊な税制措置を講じられ、更新されてきた32。それらは例え

ば「931」（Nueve Treinta y Uno/ 連邦歳入法 931 号、1954 年）、「936」（Nueve 

Treinta y Siete/ 同 936 号、1976 年）と数字だけで呼ばれる通称となるほど、島

29 論争は現在も続いている。例えばプエルトリコ自由連合州法では死刑は「存在せず

(shall not exist)」と規定しており、死刑制度を持つ合州国連邦法との齟齬を来している。

さらなる島嶼判例問題を現在に呼び起こす視点は、同性婚を保障する連邦最高裁判決が、

プエルトリコについては不適用とされたことを違憲とする判決だった。その後、米領サ

モアでは不適用を合法とする判決が出されることによって、齟齬は一層際立つものとな

った Neil Weare, “Why the Insular Cases Must Become the Next Plessy,” Harvard Law Review 
Blog, post on March 28, 2018, accessed October 31, 2018, https://blog.harvardlawreview.org
/why-the-insular-cases-must-become-the-next-plessy/.
30 合州国連邦議会第 114 会期（2015-16 年）公法 187 号、2016 年 6 月 30 日オバマ大統

領署名。頭文字を取った略称 PROMESA はスペイン語で「約束」を意味する。
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嶼の米国との経済関係を特徴づけてきたものだ。また、連邦地方債の 3税免除

（Triple Tax Exemption）とは、利子に対する連邦・州・地方所得税を免除する

ものだが、これは、プエルトリコ、グアム、北マリアナ諸島、米領ヴァージン

諸島で適用されてきたものだ。この法人税控除について、米国は 1996 年から

10 年間の段階的廃止に踏み切っていた。プエルトリコについて言えば、製薬

企業に偏向した製造業のタックスヘイヴン化の先に起こった、それら企業の撤

退の影響は深刻であった。

　連邦の州ではないために連邦破産法が適用されないプエルトリコでは、ステ

イタスを原因とするアポリアを抱えたのであった。事態は 2010 年代に進行し

つづけ、2015 年 8 月、プエルトリコ金融公社がデフォルト（債務不履行）となり、

31 PROMESA については、委員会オフィシャルサイト https://juntasupervision.pr.gov/ と
連邦地方裁プエルトリコ地区裁判所の特設サイト https://www.prd.uscourts.gov/PROMESA/ 
がある。このほか、合州国議会でプエルトリコ問題を所轄している上院エネルギー・天

然資源委員会、下院天然資源委員会内のサイトも参照。日本語では、野村ホールディ

ングス傘下の野村資本市場研究所が発行する『野村資本市場クォータリー』誌において

江夏あかねが継続的に詳しい報告を行っている。同氏の次も参照。江夏あかね「プエル

トリコの財政破綻後の行方：米国内外の投資家が注目する理由」『週刊エコノミスト』

2017 年 1 月 31 日号。先に見たクラインの取材が、気候変動への継続的な関心からもた

らされた調査報道であったとすれば、日本語圏でプエルトリコについて調査が必要とさ

れたのは、野村ホールディングスなど投資家向けの関心事であることが理由だったと言

える。

32 以下の CRS 報告書を参照されたい。D. Andrew Austin, Puerto Rico’s Current Fiscal 
Challenges, CRS Report No. R44095 (Washington, DC: Congressional Research Service, June 
3, 2016), accessed October 31, 2018, https://fas.org/sgp/crs/row/R44095.pdf; Annie L. Mach, 
Coordinator, Puerto Rico and Health Care Finance: Frequently Asked Questions, 
CRS Report No. R44275 (Washington, DC: Congressional Research Service, June 27, 
2016), accessed October 31, 2018, https://fas.org/sgp/crs/row/R44275.pdf; Sean Lowry, 
Tax Policy and U.S. Territories: Overview and Issues for Congress, CRS Report No. 
R44651 (Washington, DC: Congressional Research Service, October 7, 2016), accessed 
October 31, 2018, https://fas.org/sgp/crs/misc/R44651.pdf.
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2016 年 2 月、プエルトリコ政府は再建案を提示するものの、債権者との合意

は不成立に終わる。

　途上国地域の超過債務は、公共部門を標的とする構造調整を迫り外国資本の

参入口実となって地元経済を破壊する新自由主義のグローバルな問題として認

識されている。だが、プエルトリコは独立国ではなく、帳消し運動の視野から

こぼれ落ちつつ、米国の連邦州ではないため、救済措置のセーフティネットの

対象ではないと否定された。「パラダイス」「ヘイヴン」という呼び名で「旨味」

のある制度であるかに粉飾された、これら経済措置の、植民地主義的な酷薄さ

が浮かび上がる。過酷さが表出した局面のひとつは、健康保険制度だった。連

邦の公的保険で貧困者向けのメディケイドの還付の低さから、医師も患者も流

出するという危機的状況が叫ばれていた。

　だが、自由連合州（コモンウェルス）という位置付けのため、例えばミシガ

ン州デトロイトで行われたような米連邦破産法第 9章地方公共団体の債務整理

(Debt Adjustment of a Municipality) で定義される地方公共団体ではないと見な

され財政再建の適用外とされた。2015 年頃から発生が続いた公的債務の不履

行（デフォルト）は 2016 年 4 月制定のモラトリアム（緊急財政再生法）とそ

の延長で凌ぐことも困難となった。

　こうして、2016 年 6 月、米連邦議会が、プエルトリコ監視・管理・経済安

定化法（PROMESA）を制定した。改めて強調すべきだが、議席を持たない、

すなわち決定権に参画しない議会が制定したこの「約束」という措置は、島で

は、救済の約束ではなく、剥奪の約束であると正確に判断されたのであった。

続く 2016 年 7 月、プエルトリコ政府は、デフォルト（債務不履行）を宣言、

PROMESA 監視委員会の下に財政自治権を剥奪されることになった。オバマ大

統領政権下で民主党も主導して行われたこの措置に、幅広い人々から抗議の声

が上がった。2017 年 5 月 3 日、PROMESA に基づいて債務債権手続を連邦地

方裁に申請した時点で、債務残高 1220 億ドル（公的債務 740 億ドル、未積み
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立て年金債務 480 億ドル） 33は、2013 年 7 月に破綻したミシガン州デトロイト

市の 7倍となる全米最大の事案であると見なされた34。

　すなわち、2017 年 6 月の住民投票とは、連邦州派知事の当選を好機として

挙行されたが、トランプ大統領の就任、自由連合州を起点とする財政破綻の長

年の経済植民地主義に対し、島にそのツケを払えと恫喝する PROMESA が強

行される、まさにそのような植民地的処遇が進行するなかでの投票実施であっ

た。

抵抗の公論形成：自決権、基地撤去、国連脱植民地プロセス

　住民投票の結果に員数として計算されることを拒否すること、すなわち住民

投票に参加しないことを選んだ多数の人々の姿は、PROMESA に対する抗議に

現れていた。合州国の他州とは明らかに異なる処遇であり、財政自治権が剥奪

されたことに抗議した人々は、2016 年、サンファンにある連邦地裁のゲート

前を占拠した。財政監視委員会の開催にも激しく抗議した。さらに、その財政

委員会の指図で、プエルトリコ大学の予算削減が押し付けられることに対して、

2016 年、17 年に大学生たちが大学封鎖に踏み切ってもいた。これらの行動の

過程で出現したプエルトリコ旗が、抗議を雄弁に物語るものとして注目されて

いた（【資料 11】参照）。旗はプエルトリコの人々が誇るべき象徴として掲げ

られるものだが、抗議で描かれたそれは「死んでしまった理想」という解釈に

よって白と黒に塗り直されたのだった。

33 Statement of Oversight Board in Connection with PROMESA Title III Petition, Case No. 3:17-
BK-3283 (LTS) in re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, accessed 
October 31, 2018, https://www.prd.uscourts.gov/promesa/sites/promesa/files/documents/1/01-2.
pdf.
34 江夏あかね「米国連邦政府の監視委員会、プエルトリコの債務再編手続きを裁判所に

申請」『野村資本市場クォータリー』（2017 Summer）2頁。
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　経済植民地主義に抗議したこれらの学生や人々にとって、2003 年に米軍基

地を撤退させたビエケス闘争35が、もっとも近い歴史の記憶として、収斂（コ

ンバージェンス）を形成する重要な基盤となっていた。すなわち、1998 年の

住民投票以後の変化として、ビエケス島における米軍基地閉鎖闘争の盛り上が

りの重要性を考慮に入れるのが、ホセ・ハビエル・コロン・モレラらの論考だ。

自決権を付与しない自由連合州の発明は、リベラルな合意 (liberal consensus)

と見える状況下に出現したものの、住民への暴力と併行し、経済苦境を解決で

きない官僚の腐敗を招き、解けないパズルと化した。だがビエケスの反米軍基

地闘争の盛り上がりと市民的不服従の経験は、選挙政治とは別の民主的市民社

会 (democratic civil society) を成熟させたと指摘した36。このような選挙政治と

一線を画す市民社会を論じたプエルトリコ大学の政治学者、アンヘル・リベラ・

オルティスは、インターネットにも積極的に記事を上げて、ポスト 1998 住民

投票を論じてきた。現在、新たな動向として、無党派から新政党を支持する人々

35 ビエケス闘争については拙稿「ポストコロニアル・プエルトリコ：1998 年住民投

票をめぐる考察」で補遺として追記した後、「占拠する身体から見える可能性の領域：

ビエケス島における米海軍射爆場撤去をめぐる市民的不服従の記録から」『現代思想』

vol.34-10（2006 年 9 月）で論じたので参照されたい。この闘争については数多くの

論考が存在するが、ここでは現地調査を重ね英文で論じたマカフレイの単著を挙げる。

Katherine T. McCaffrey, Military Power and Popular Protest: The U.S. Navy in Vieques, Puerto 
Rico (New Jersey: Rutgers University Press, 2002).
36 José Javier Colón Morera, “The Puzzle of Human Rights and Self-Determination,”; José Javier 
Colón Morera and José E. Rivera Santana, “New Dementions in Civil Society Mobilization: The 
Struggle for Peace in Vieques,” both in Ramón Bosque-Pérez and José Javier Colón Morera eds., 
Puerto Rico under Colonial Rule: Political Persecution and the Quest for Human Rights (New 
York: State University of New York Press, 2006). この論文の執筆者のコロン・モレラとボス

ケ・ペレスを編者とする本書『植民地支配下のプエルトリコ』は、後述するとおり、米

国当局によるプエルトリコの独立派ら（ボスケ・ペレスは丁寧に「反植民地主義活動家」

の語を用いる）への熾烈な弾圧を扱う論考を所収し、ビエケス闘争後のプエルトリコの

問題を、英語圏に改めて問いかける優れた論集となっている。
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のステイタス指向に、「ソベラニスタ」（自決権派）の出現を析出しようとして

いる37。

　プエルトリコで闘い続けられている長い独立闘争の記憶と記録が重要なのは

言うまでも無い。プエルトリコでは、自由連合州化以後も激化した独立闘争の

なかで、独立党党首アルビス・カンポスのほか独立派活動家たちが政治犯とし

て長期収監され38、運動自体が弾圧下にあり、セロ・マラビア事件39など震撼さ

せる事件も起こってきた。また、2005 年に FBI に銃殺されたフィリベルト・

オヘダ・リオス (Filibelto Ojeda Rìos)40の事件は生々しく記憶に残っており、

独立や反米軍基地を指導した人々への弾圧は、過去のものではない。

　政治活動家を犯罪者視、テロリスト視する圧倒的な権力の恐怖による支配は、

しかし、その実態を明らかにする情報公開の積み上げによって対抗されてもき

た。その事例のひとつは、プエルトリコ警察が秘密裡に管理してきた「破壊活

37 Ángel Islael Rivera Ortiz, Poder social versus poder electoral: En la autodeterminación 
nacional de Puerto Rico, Tomo 1, Los dilemas del “tranque” (San Juan: Ediciones Nueva Aurora, 
2001); “No afiliados,” 80grados (24 de febrero, 2017) http://www.80grados.net/no-afiliados/; 
“¿Quiénes son los libre asociacionistas?” 80grados (9 de junio, 2017), accessed October 31, 2018, 
http://www.80grados.net/author/angel-israel-rivera/; “El frente necesario: ¿dirigido por quiénes y 
para qué?” 80grados (14 de octubre de 2017), accessed October 31, 2018, http://www.80grados
.net/el-frente-necesario-dirigido-por-quienes-y-para-que/.
38 Jan Susler, “Puerto Rican Political Prisoners in U.S. Prisons," Bosque-Pérez and Colón Morera 
eds., Puerto Rico under Colonial Rule.
39 1978 年、山間部のセロ・マラビアにある通信施設の破壊を目論んだ独立派活動家が

待ち伏せた警察との銃撃戦で殺害されたが、おとり捜査であったことが曝露され、隠蔽

に関与した連邦捜査機関も巻き込む論争を引き起こした。

40 プエルトリコ解放軍 (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña: FALN) 共

同創設者のひとり。70 年代の爆弾テロ事件の実行組織と目されて捜査対象とされてきた

組織で、フィリベルト・オヘダ・リオスは、その後、ボリクア人民軍 (Ejército Popular 
Boricua) 通称ロス・マチェテロス (Los Macheteros) のメンバーとなった。マチェテとは

農民の使う鉈のことで、プエルトリコではキビ刈りに使用される。ローカリズムや労働

階級を象徴する。
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動」に関する捜査ファイルと対象者リスト、通称「カルペタス」(carpetas) 問

題である41。1987 年にその存在がセンセーショナルに報道されて以降、プエル

トリコ政府が設置した人権委員会による調査と裁判により、全容が解明され、

1992 年、プエルトリコ最高裁は全ての文書を当事者に返還するよう命令する

に至ったものだ。古くは占領後に創設された軍隊組織、警察、内通者らを動員

して数十年に及んで情報収集が行われてきた。対象とされたプエルトリカンは

10 万人もの規模に及び、「恐怖と沈黙の文化」を植え付けるものであった。

60-70 年代には米国で FBI が「非米活動」に対抗して工作したことが明らかに

なった「コインテルプロ」(Counter Intelligence Program: COINTELPRO) 問題で

も、在米プエルトリカンのほか、プエルトリコ大学の学生運動組織 FUPI など

が標的となっており42、ともに恐るべき弾圧の記録として明らかにされること

により、プエルトリコの人々の抵抗を喚起した。さらに、米国支配下で当局に

よって弾圧されたプエルトリカンの記録を集成したチェ・パラリティチによる

研究の蓄積がある43。独立活動家や、第二次大戦下で徴兵を拒否して収監され

るなど、幅広い人々の抗議を、埋もれさせず記録に残す作業となっているので

41 「カルペタス」は「ファイル」を意味するが元来滅多に使われない語彙で、秘密捜査

資料を指す隠語として呼ばれることになった。Ramón Bosque-Pérez, “Political Persecution 
against Puerto Rican Anti-Colonial Activists in the Twentieth Century,” in Bosque-Pérez and 
Colón Morera eds., Puerto Rico under Colonial Rule; Nelson Denis, War Against All Puerto 
Ricans: Revolution and Terror in America’s Colony (New York: Nation Books, 2015). プエル

トリコ政府により保管・整理・調査が進み、公文書館 (Archivo General de Puerto Rico: 
AGPR) で当事者への公開が行われている。

42 COINTELPRO については、Ward Churchill, The COINTELPRO Papers: Documents from 
the FBI’s Secret Wars against Domestic Dissent (Boston: Southend Press, 1990).
43 Ché Paralitici, Sentencia impuesta: 100 años de encarcelamientos por la independencia 
de Puerto Rico (San Juan, Puerto Rico: Ediciones Puerto, 2004); La represión contra el 
independentismo Puertorriqueño: 1960-2010 (Río Piedras, Puerto Rico: Publicaciones Gaviota, 
2011); José (Ché) Paralitici, “Imprisonment and Colonial Domination, 1898-1958,” in Bosque-
Pérez and Colón Morera eds., Puerto Rico under Colonial Rule.
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ある。

　プエルトリコ大学内に設置された ROTC（予備役将校訓練課程）に抗議した

1970 年の学生運動のなかで機動隊警察に殺害されたアントニア・マルティネ

ス (Antonia Martìnez) を歌ったエル・トポ (Antonio Cabán Vale “El Topo”) の「ア

ントニア」は、世代を超えてプロテストソングとして今日なお支持されている。

米軍基地閉鎖を求める闘いのなかで 1979 年に逮捕され、後に獄死したアンヘ

ル・ロドリゲス・クリストバルの像は、観光化が進むビエケスの浜で、海を見

つめるように建てられている。長期収監の後に解放されたロリータ・レブロン

(Lolita Lebrón)、ラファエル・カンセル・ミランダ (Rafael Cancel Miranda) ら

元政治囚らは、発言者として存在感を放っている44。

　独立派闘争のなかで 1981 年に逮捕収監されたオスカル・ロペス・リベラ45は、

35 年を超える収監の後に、2017 年 1 月、オバマ政権の最後になってようやく

刑期短縮が発表され、同年5月に解放された。毎年1月第3週末に首都サンファ

ンで開催されるサン・セバスティアン・ストリート・フェスティバル（「サン・

セ」の愛称がある）は、2017 年開催時にこの一報を受けて、祭を 1 日延長し

て解放を祝福した。このようなエピソードにも見られるように、政治対立を超

えて、彼の解放は待ち望まれていたのである（【資料 12】参照）。

　いずれも、米国支配下の弾圧や失望のなかで、長く続く抵抗を闘ってきた人々

44 1954 年連邦下院議事堂での発砲事件で投獄された。レブロンは 2010 年に亡くなるま

で活発に言論活動を行っていた。

45 家族でシカゴに移住後、徴兵されヴェトナム戦争で従軍した経験を持つ。退役後、シ

カゴでプエルトリコ独立運動に関与、FALN（ファルン）との関与を根拠に逮捕投獄さ

れた。シカゴにおけるヤングローズの創設については、拙稿「それはまだストリートに

は届いていなかった：シカゴ・ヤングローズの誕生とコミュニティのユートピア的ラデ

ィカリズム」『琉球大学法文学部政策科学・国際関係論集』17 号（2016 年 3 月 )。シカ

ゴやニューヨークなど米国における 60-70 年代のプエルトリカン運動の多層性について

は、別稿を立てて論じたい。
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への敬意が、身近なところで表現・表明され続けている事例だ。政治的地位の

選好、周期的に行われる知事・議会選挙など、公式政治の局面において票数と

して現れなくとも、独立への共感が非公式政治の場面で途絶することはない。

独立派のオルタナティブな選択肢を提供している新政党にも愛着されており、

政治的地位に対する人々の選択を形作っていると言えるだろう。

　このようなプエルトリコ -米国関係の片務性・植民地主義を訴える声が聴き

取られる舞台として有意義に展開してきたのが、国連というフォーラムである。

自由連合州成立後、1953 年から国連の非自治領リストの対象外とされたプエ

ルトリコだったが46、60 年代から再燃する脱植民地化議論の活性化のなかでプ

エルトリコ問題も争点化した。これは、1960 年 12 月 14 日、総会決議

1514(XV)「植民地と人民に独立を付与する宣言（Declaration on the Granting of 

Independence to Colonial Countries and Peoples）」の採択と特別委員会の設置に基

づく、今日の「脱植民地特別委員会」(Special Decolonization Committee、C24)

となる委員会で展開したものである。国連の脱植民地委員会では、現在、17

の非自治領土をリストしている47が、これとは別に、脱植民地委員会は、プエ

ルトリコ問題を採り上げているのである。1953 年、非自治領リストからプエ

ルトリコを除外する際に、米国代表が口頭で確約したプエルトリコの自治権の

保障について、これに背いていることを問題視し続けているからである。具体

的には 1972 年、クーバ代表の熱心な働きかけなどを受けて脱植民地委員会が

プエルトリコを再び植民地問題として議論する流れをつくった。

　近年では、2003 年 6 月 9 日、国連総会がプエルトリコに関する特別委員会

決議を採択48、プエルトリコの自己決定権と独立を不可侵の権利と認め49、以降、

46 多数国が棄権するなか米国の影響下で決議された。

47 【資料 10】でも見たとおり、米領については米領サモア、米領ヴァージン諸島、グ

アムが含まれる。詳細は、United Nations, The United Nations and Decolonization, accessed 
October 31, 2018, https://www.un.org/en/decolonization/specialcommittee.shtml.
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継続的なプエルトリコに関する特別報告者の報告実施とともに、この文言を再

確認しているところである50。

　住民投票から間もない 2017 年 6 月 19 日、特別委員会は公聴会を開催し、幅

広く意見を聴取した51。耳目を集めたのは解放されたばかりのオスカル・ロペ

スによる、特例として認められた 20 分ものスピーチだった。出席者らはスタ

ンディング・オベーションで彼を歓待し、その発言に傾聴した52。

　特別委員会の報告書内容は、合州国のプエルトリコに対する植民地的支配を

裏付ける分析がなされている。入手可能な最新の報告書は 2018 年に発表され、

本論で詳述した政治的地位を問う住民投票の問題、ハリケーン・マリアとイル

マの被害について新たに報告を加えたほか、近年の焦点となっている

PROMESA による財政自治権の剥奪と並べて、合州国憲法とプエルトリコとの

48 United Nation, General Assembly, Special Committee on the Situation with regard to the 
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples, Resolution Adopted by the Special Committee at Its 6th Meeting, on 9 June 2003, Special 
Committee decision of 10 June 2002 Concerning Puerto Rico, A/AC.109/2003/22, accessed 
October 31, 2018, http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/244113/A_AC.109_2003_22-
EN.pdf.
49 原文は “the inalienable right of the people of Puerto Rico to self- determination and independence 
in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and the applicability of the 
fundamental principles of that resolution to the question of Puerto Rico” である。総会決議 1514

（XV）とは、1960 年採択の「植民地と人民に独立を付与する宣言」、すなわち脱植民地

特別委員会設置の根拠決議を指している。

50 毎年の決議（報告書）のリストは、2005 年第 60 会期以降 2018 年現在までが脱植民

地委員会サイトの特設ページで確認できる。United Nation, Decisions of the Committee of 
24 on Puerto Rico, accessed October 31, 2018,https://www.un.org/en/decolonization/decisions_
puerto_rico.shtml. 先に論じた Harvard Law Review はプエルトリコを再度、非自治領

に指定することを支持している。 “Chapter 2, The International Place of Puerto Rico,” in 
“Developments in the Law: The U.S. Territories,” Harvard Law Review, vol.130, no.6 (April, 
2017) , accessed October 31, 2018, https://harvardlawreview.org/2017/04/the-international-place-
of-puerto-rico/.
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関係を規程する法論を問題点として列挙した53。

　事例のひとつは、プエルトリコ対サンチェス＝バジェ事件におけるダブル

ジョパディ禁止判決である。これは、ルイス・M・サンチェス＝バジェとゴメス・

バスケスの二名が、銃器不法所持・売買等の罪について、合州国連邦裁判所、

プエルトリコ地方裁判所の両方で罪を問われたことについて、ダブルジョパ

ディ、すなわち二重処罰に当たり合州国憲法修正第 5条に違反するとして提訴

した事件を指す54。従来からプエルトリコでは自由連合州法において「死刑制

度は存在しない」と規定されていることが死刑制度を温存する連邦法との矛盾

として、問題になってきたが、この事件で更に司法権力の側面から「併合され

ない」領土の矛盾が切開された。司法権力の源泉は合州国最高裁に付されてい

るのであり、自決権を持っていないことを裏書きしている証左となったのだ。

　このような国際法、国連の総会決議 1514(XV) に基づくもうひとつの脱植民

地化アドヴォカシーの舞台となっているのが、ラテンアメリカ・カリブ諸国共

51 United Nation, General Assembly, Special Committee on the Situation with regard to the 
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples, Summary Record of the 5th Meeting Held at Headquarters, New York, on Monday, 19 
June 2017, at 10 a.m., A/AC.109/2017/SR.5, and A/AC.109/2017/SR.6, accessed October 31, 
2018, http://undocs.org/A/AC.109/2017/SR.5 and http://undocs.org/A/AC.109/2017/SR.6.
52 通常の発言は 5 分間と厳密に規定されていることから、オスカル・ロペスに対する

処遇が特筆すべきものであることが理解できるエピソードである。José A. Delgado, “La 
ONU aprueba resolución a favor de libre determinación e independencia,” El Nuevo Día, lunes, 
19 de junio de 2017, accessed October 31, 2018, https://www.elnuevodia.com/noticias/politica
/nota/laonuapruebaresolucionafavordelibredeterminacioneindependencia-2332455/. 英語版記事

のほうが長文で詳細のレポートとなっている。

53 United Nations, A/AC.109/2018/L.13. 国連の報告書が注目する憲法論を、先に見た

Harvard Law Review 誌は問題として参照した。

54 579 U. S. ____ (2016), Commonwealth of Puerto Rico v. Sanchez, Decided June 9, 2016, 
accessed October 31, 2018, https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-108_k4mp.pdf.
55 米国、カナダを除く 33 カ国から構成される。
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同体（Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeńos: CELAC)55である。プ

エルトリコは外交自治権がなく、米国はプエルトリコの CELAC への加盟を拒

否しているが、これについて 2017 年 1 月にドミニカ共和国プンタカナで開催

された CELAC 首脳会議は、プエルトリコの加盟を求める決議を再確認した。

また、CELAC 内で社会主義的価値を共有する米州ボリバル同盟 (Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: ALBA) 56は 2012 年以来、プエル

トリコの自己決定権と完全独立を求める宣言を出している。2014 年会合では、

プエルトリコのラテンアメリカ・カリブ性を重視し、完全独立と脱植民地化は

ALBA 参加国の重大関心事であることを再確認した57。

　もつれる対米関係から視点を転じれば、プエルトリコでは、クーバとの歴史

的一体感はもとより、ドミニカ共和国や、それと隣接するアイティとの経済関

係や移民の通交が、厚みを持って別の公論空間を形成していることが理解でき

る。研究者らの意識的取り組みも多い。また東部北海岸のクレブラ、ビエケス

両島は、ヴァージン諸島との地理的近接性から「スパニッシュ・ヴァージン」

の愛称もある。すなわち両島で行われた反米軍基地闘争は、プラヤ・ヒロン（ピッ

グズ湾）事件（1961 年）、ドミニカ共和国侵攻（1965-66 年）など繰り返され

るカリブ海への米軍の武力侵攻で、同胞を虐殺する訓練場として使用されたこ

とへの抗議でもあった。カリブ海域の米軍マッピングのなかで取り組まれた脱

軍事化でもあったという視点が重要なのである58。

56 クーバ、ベネスエラ、ボリビア、ドミニカ国、エクアドル、ニカラグア、アンティグ

ア・バーブーダ、セントビンセント・グレナディンの 8カ国から構成される。

57 United Nations General Assembly, A/AC.109/2018/L.13, para 80-81.
58 この点について、98 年住民投票を論じた拙論に対する杉浦勉氏から受けた「カリブ

海地域全体の社会政治的問題編制という視点が欠落している」との重要な批判に、まだ

充分に応答出来ていない。今後も引き続き課題としたい。杉浦勉「複数文化性を鍵に：

10 編のテキストからなる論文集」『図書新聞』2002 年 9 月 7 日。
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むすびに：不可逆の選択か不可侵の権利か

　2017 年 11 月 19 日（日）ワシントン D.C. のモールで実施されたプエルトリ

コのハリケーン救済を求める抗議デモは、劇作家で俳優のリン・マニュエル・

ミランダが呼びかけ、リタ・モレノも登壇するなど、大きな注目を集め、ルイ

ス・グティエレス下院議員と、ニューヨーク選出の民主党の主要議員らも駆け

つけた59。1999-2001 年のビエケス島の米軍射爆場抗議のときの規模を上回る

行動となったと言われる。ミランダは、ワシントン D.C. でのデモの後に、ハ

リケーンの名前に因んで、ミュージカル「ウエストサイド・ストーリー」のキ

ラー・チューンである「マリア」をサンプリングした “Almost Like Praying”（祈

りのように）の PV をインターネットにアップロードし、寄付金を募った60。

プエルトリコに因む多彩なアーティストたちが歌い継ぐ抒情に訴える楽曲だ

が、歌詞はいたってシンプルで、プエルトリコの地域名称が連なっているもの

だ。例外は “La isla de Vieques, El grito de Lares”（ビエケス島、ラレスの叫び）

と歌われる箇所で、反米軍基地闘争を闘ったビエケスと、1868 年 9 月 23 日の

独立蜂起とその弾圧事件の地ラレスに格別の思いが寄せられていることがヒン

トとして埋め込まれている。民主主義政治に不可欠の自己決定権というときの、

59 ミランダはブロードウエイでヒットしたミュージカル『ハミルトン』の脚本・作

詞・作曲・主演俳優。2016 年トニー賞、ピューリッツァ賞など多数を受賞した。オバ

マ大統領がホワイトハウスに招いて歌をライブ鑑賞したことも広く知られている。在米

プエルトリカンとしての発言でも注目を集める人物で、民主党の路線に沿うかたちで

PROMESA 設置を強く支持したことが賛否の議論を呼んでいた。モレノは映画『ウエス

トサイド・ストーリー』助演俳優として高名。各議会からは Kirsten Gillibrand ( ニュー

ヨーク選出上院議員 ), Luis Gutiérrez ( イリノイ選出下院議員 ), Adriano Espaillat ( ニ
ューヨーク選出下院議員 ) and Joseph Crowley ( 同左 ), Melissa Mark Viverito（ニューヨ

ーク市議）らが参加した。

60 “Almost Like Praying for Puerto Rico,” Atlantic Records, accessed October 31, 2018, http://
www.almostlikepraying.com/.
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集合的「自己」とは、米国と島との間で空間的にも時間的にも複雑に亀裂し折

りたたまれていることが理解できるだろう。

　本論では、タイトルにおいて経済条件、米国の植民地主義、反米軍抵抗運動が、

プエルトリコにおけるステイタス論議に影響をもたらしてきた、との意味を込

めた。複雑さと歴史的文脈のなかにあって、ますます明確になってきたのは、

プエルトリコの人々が脱植民地化を求めていること、そして、独立への希望は

絶えず表明され続けているということだろう。これは 98 年の投票以降、現在

も継続していることである。120 年続く支配で、自決権に過剰な意味を累積し

続ける植民地は、では、はたしてどのように解放されうるのか。

　98 年住民投票を論じるなかで、筆者は、ステイタス問題を答えのない不条

理劇のようにしている要因のひとつは、米国議会の保守層がプエルトリコの連

邦州化を受け容れないことだと論じた。これについて、2017 年の住民投票分

析とその後の経過から補足すべき点は、米国の側の議論の深化だろう。民主主

義的な解決として、連邦州化は、民主党サイドとその支持基盤にも積極的な意

義を持つようになってきていることを見た61。連邦州化の選択肢は、米国本土

在住のプエルトリカン人口比からも合理性を増している。だが、例えばオリン

ピックの「ナショナル」チームはナショナリズム発露の現代的形式だが、対等

な州として連邦傘下に組み込まれれば、プエルトリコはその機会を喪失するこ

とになる。住民投票は、不可逆の選択としての連邦州化、不可侵の権利として

の独立、いずれかを迫るのである。その一票を投じる集合的な権利は、誰にあ

るのだろうか。

61 ごく最近の報道で、NAACP はプエルトリコの連邦州化支持を表明したという。José 
A. Delgado, “NAACP Board maintains support for statehood: Although they removed references 
to the overwhelming support for annexation, the group reiterates its position,” El Nuevo Día, 
October 21, 2018, accessed October 31, 2018, https://www.elnuevodia.com/english/english/nota
/naacpboardmaintainssupportforstatehood-2454327/.
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　住民投票は、直接民主主義を制度的に保障するかもしれないが、その枠組み

自体が、植民地主義的支配による強要にもなる。米国との関係のなかに拘束さ

れ条件づけられたプエルトリコにおける政治的地位を問う住民投票はその事例

を指し示している。決定権を剥奪されたまま、住民投票を繰り返すという経験

を通じて、なにが育っているのか。民主化のプロセスが民主主義を疎外する側

面を見る必要がある。

　グローバルなセッティングのなかでプエルトリコは、人権レジームによる脱

植民地化の議論を、国連という公論空間で展開し、グラスルーツの運動と併走

して継続している。これは、国連脱植民地委員会の拠点にして帝国経済の中心

地でもあるニューヨークに移民コミュニティの歴史的基盤を持つプエルトリコ

に可能な固有の政治的機会であり取り得る戦術と見る必要もあるだろう。62

　いっぽう本論では充分に検討できなかったが、カリブの複数性から折り畳ま

れてきた 21 世紀的な自己意識という観点からは、プエルトリコの独立が民主

的であることが、ますます重要視される。それは、島の住民だけでなく、カリ

ブ、ラテンアメリカにあって人権フレームから重要視されるものである。その

意味では、これまで提示されてきたいずれの選択肢もこれを充分に満たして来

62 この点について沖縄では、国連人権理事会が所掌する反差別のフレームにおいて、女

性の権利（平時の駐留軍隊から抑圧されている）、先住人民の権利（日本政府は沖縄の

先住人民としての権利を黙殺・否認し続けている）、人種差別撤廃（沖縄における米軍

基地駐留の集中は現代的形式の人種差別である）、そして近年では表現の自由（反基地

運動に対する弾圧）というアジェンダ・セッティングによる、公論形成の取り組みが活

発に行われている。糸数慶子（参議院議員）が、2014 年 9 月先住民族世界会議（ニュー

ヨーク国連本部で開催）で、翁長雄志（県知事）が 2015 年 9 月人権理事会（ジュネーブ）

で、山城博治（沖縄平和運動センター議長）が 2017 年 6 月人権理事会（ジュネーブ）で、

それぞれスピーチを行ったことは、記憶に新しい。親川裕子「国際人権法を活用する意義：

沖縄でジェンダー的視点から」『女性・戦争・自然』第 16 号（2018 年 7 月）；星野英一「基

地建設反対運動の正義：沖縄における人権侵害を国際社会に訴える」『世界』No.913（2018

年 10 月）。
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なかった。移民コミュニティさえ隣り合わせの境遇にあるドミニカ共和国とア

イティ共和国、さらに非自治問題を同じく問われている米領ヴァージン諸島、

さらなるカリブ海域の島嶼から、この繰り返される住民投票という事態はどの

ように受けとめられているのか。カリブ海域的視点からは、独立を「選べない」

から「選ばない」という答責性が起ち上がってくる。「未決の問い」から「開

かれた答え」への認識論的転換が求められているだろう63。

　さらに、グローバルな反資本主義運動との接点もある。金融資本主義を背景

とした富裕層移住者たち、「プエルトピアン」と名乗る人々のハイブラウなコ

スモポリタン文化とは、決定的に異なる存在として、ローカルに根ざしたコス

モポリタンたちが、クラインの取材のなかに姿を現していた。プエルトリコで

観察される「市民社会」と、反資本主義のコスモポリタンな市民性は、政治的

地位の自己決定にどのような化学反応を引き起こすのか、今後の考察の対象に

なるだろう。

63 この観点については、沖縄を含む抵抗闘争の現場が東アジア圏域の民主化の核心だと

する白永瑞の思想から着想を得ている。白は、台湾人のアイデンティティを論じるなか

で「開かれた答え」の語を用いてその非決定性を尊重し、「開放的に思考する条件をす

でに備えている」との認識枠組みを提示した。白永瑞著、趙慶喜監訳『共生への道と核

心現場：実践課題としての東アジア』法政大学出版局 2016 年、187 ページ。
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【資料 1】カリブ海域図

出 所：Congressional Research Service, “CRS Insights: Hurricanes Irma and Maria: Impact on 
Caribbean Countries and Foreign Territories,” September 28, 2017, obtained through EveryCRS.
com https://www.everycrsreport.com/reports/IN10788.html.

【資料 1】カリブ海域図

出所： “CRS Insights: 
,” 
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【資料 2】2017 年、住民投票用紙（1）
【資料 2】2017 年、住民投票用紙（1）

出所：http://plebiscito2017.ceepur.org/
裏面は省略したが、いずれかひとつに印を付けることなど投票方法が西英両語で示されていた。

出　所：http://plebiscito2017.ceepur.org/.
裏面は省略したが、いずれかひとつに印を付けることなど投票方法が西英両語で示され

ていた。
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【資料 3】2017 年、住民投票用紙（2）【資料 3】2017 年、住民投票用紙（2）

出所：http://plebiscito2017.ceepur.org/
実際には使用されなかった。

  

 

 

STATE ELECTIONS COMMISSION 
8 de octubre de 2017 / October 8, 2017 

REFÉRNDUM Y PAPELETA / REFERENDUM AND BALLOT 
REFERÉNDUM DE LIBRE ASOCIACIÓN O INDEPENDENCIA 

REFERENDUM FOR FREE ASSOCIATION OR INDEPENDENCE 
  

INSTRUCCIONES AL ELECTOR 
El elector sólo puede escoger y marcar una (1) alternativa de estatus político no territorial y no colonial en esta papeleta. 
Debe hacer una marca válida dentro del rectángulo que aparece debajo del número de la alternativa de estatus político de 
su preferencia. En esta papeleta usted tiene derecho a seleccionar solo una alternativa de estatus no territorial y no colonial.  
La papeleta marcada por más de una alternativa de estatus se considerará mal votada.  Cualquier símbolo o escritura fuera 
de uno de los rectángulos será considerada inconsecuente.  Toda papeleta votada en blanco, así como la mal votada no será 
clasificada como papeleta adjudicada en los resultados oficiales que certifique la Comisión Estatal de Elecciones, según la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

INSTRUCTIONS FOR THE VOTER 
The voter can only choose and mark one (1) alternative of non-territorial and non-colonial political status on this 
ballot. You must make a valid mark inside the square that appears below the number of the alternative of political 
status of your preference. In this ballot you have the right to choose only one non-territorial nor colonial status 
alternative. The ballot marked with more than one status alternative will be considered wrongly voted. Any symbol 
or writing outside of the rectangles will be considered inconsequential.  All ballots not voted and/or wrongly voted 
will not be accounted in the official results certified by the State Elections Commission, according to the 
jurisprudence of the Supreme Court of Puerto Rico. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRE ASOCIACIÓN 
Free Association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDENCIA 
Independence 

Con mi voto, reitero la petición al Gobierno Federal para 
comenzar el proceso de descolonización a través de: (1) 
“Libre Asociación”:  prefiero que Puerto Rico adopte un 
estatus fuera de la cláusula territorial de la Constitución 
de los Estados Unidos, que reconozca la soberanía del 
pueblo de Puerto Rico como una completa y absoluta 
Independencia.  La Libre Asociación se basaría en una 
asociación política libre y voluntaria, cuyos términos 
específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto 
Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo 
dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que 
el pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de 
Estados Unidos y retendría los restantes poderes 
jurisdiccionales.  

With my vote, I reiterate my request to the Federal 
Government to begin the process of the decolonization 
with: (1) “Free Association”: Puerto Rico should adopt a 
status outside of the Territory Clause of the Constitution 
of the United States that recognizes the sovereignty of 
the People of Puerto Rico as a complete and 
unencumbered Independence. The Free Association 
would be based on a free and voluntary political 
association, the specific terms of which shall be agreed 
upon between the United States and Puerto Rico as 
sovereign nations. Such agreement would provide the 
scope of the jurisdictional powers that the People of 
Puerto Rico agree to confer to the United States and 
retain all other jurisdictional powers and authorities.  

Con mi voto, reitero mi apoyo a la descolonización de 
Puerto Rico con la proclamación de la Independencia. 
Demando al Gobierno de los Estados Unidos que, en el 
ejercicio de su poder para disponer del territorio, 
reconozca la soberanía nacional de Puerto Rico como 
una nación totalmente independiente y que el 
Congreso Federal promulgue la legislación necesaria 
para iniciar la negociación y la transición hacia la nación 
independiente de Puerto Rico. Mi voto por la 
Independencia representa, además, mi reclamo de los 
derechos, deberes, poderes y prerrogativas de las 
repúblicas independientes y democráticas; mi apoyo a 
la ciudadanía puertorriqueña; y a un “Tratado de 
Amistad y Cooperación” entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos con posterioridad al proceso de transición.  

With my vote, I reiterate my support for the 
decolonization of Puerto Rico with the proclamation of 
Independence. I demand that the US Government, in the 
exercise of its power to dispose the territory, recognize 
the national sovereignty of Puerto Rico as a completely 
independent nation and that the United States Congress 
enact the necessary legislation to initiate the 
negotiation and transition to the independent nation of 
Puerto Rico. My vote for Independence also represents 
my claim to the rights, duties, powers, and prerogatives 
of independent and democratic republics, my support of 
Puerto Rican citizenship, and a "Treaty of Friendship and 
Cooperation" between Puerto Rico and the United 
States after the transition process.  

1 2 

MODELO/CEE/20APR2017 MODELO/CEE/20APR2017

MODELO/CEE/20APR2017 MODELO/CEE/20APR2017

出　所：http://plebiscito2017.ceepur.org/.
実際には使用されなかった。
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【資料 4】　2017 年、政治的地位を問う住民投票の結果

【資料 4】 2017 年、政治的地位を問う住民投票の結果

出所：Comisión Estatal de Elecciones, “Consulta de estatus: Resultados Isla,” Última Actualización de 
Datos, Jul 25 2017 5:06PM, accessed October 31, 2018, 
http://resultados2017.ceepur.org/Escrutinio_General_79/index.html#es/default/CONSULTA_DE_ESTATUS
_Resumen.xml.

出 所：Comisión Estatal de Elecciones, “Consulta de estatus: Resultados Isla,” Última 
Actualización de Datos, Jul 25 2017 5:06PM, accessed October 31, 2018, http://resultados2017
.ceepur.org/Escrutinio_General_79/index.html#es/default/CONSULTA_DE_ESTATUS_Resumen
.xml.



政策科学・国際関係論集　第十九号　(2019)128

【資料 5】2012 年、住民投票用紙
【資料 5】2012 年、住民投票用紙

出所：http://ww2.ceepur.org/es-pr/Documents/PapeletaModeloPlebiscito12.pdf

出　所：http://ww2.ceepur.org/es-pr/Documents/PapeletaModeloPlebiscito12.pdf.
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【資料 6】　2012 年、現状の領土的地位を問う住民投票の結果【資料 6】 2012 年、現状の領土的地位を問う住民投票の結果

出所：Comisión Estatal de Elecciones, “Condición política territorial actual: Resultados Isla,” Último 
Cambio, Dec 29 2012 4:57PM, accessed October 31, 2018, 
http://104.45.147.48/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CONDICION_POLITICA_TERRITOR
IAL_ACTUAL_ISLA.xml.

出 所：Comisión Estatal de Elecciones, “Condición política territorial actual: Resultados Isla,” 
Último Cambio, Dec 29 2012 4:57PM, accessed October 31, 2018, http://104.45.147.48
/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL_
ACTUAL_ISLA.xml.
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【資料 7】　2012 年、非領土的選択肢を問う住民投票の結果【資料 7】 2012 年、非領土的選択肢を問う住民投票の結果

出所：Comisión Estatal de Elecciones, “Opciones no territoriales: Resultados Isla,” Último Cambio: Dec 29 
2012 4:59PM 
http://104.45.147.48/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default/OPCIONES_NO_TERRITORIALES_I
SLA.xml （2018 年 10 月 31 日閲覧）.

出 所：Comisión Estatal de Elecciones, “Opciones no territoriales: Resultados Isla,” Último 
Cambio: Dec 29 2012 4:59PM http://104.45.147.48/eg2012/REYDI_Escrutinio/index.html#es/default
/OPCIONES_NO_TERRITORIALES_ISLA.xml （2018 年 10 月 31 日閲覧）.
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【資料 8】

【
資
料

8
】
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【資料 9】
【
資
料

9
】
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【資料 10】アメリカ合州国支配下の併合されない領土(unincorporated territories)
連邦下院への代表派遣

プエルトリコ自
由連合州

コモンウェルス 院内代表(resident 
commissioner)

自由連合州協定
自治法(organic act)

北マリアナ諸島 コモンウェルス 下院委員会に代表者
(observer)

コモンウェルス盟約
(compact of commonwealth)

グアム/グアハ
ン

国連の非自治領
リスト掲載

代議員 (delegate) 自治法(organic act)

米領ヴァージン
諸島

〃 〃 自治法(organic act)

米領サモア 〃 〃 内政自治のみ/米国市民権
はない

※有人島に限る。
※コモンウェルスとは、合州国本土諸州のうちこの名を持つ歴史的名称とは異なる。また
英国連邦を構成した名称とも異なる概念である。
※ワシントン D.C.も代議員 (delegate)の名称で下院に代表を置いている。財政破綻で問題
化した区域でもあるが、アメリカ合州国連邦のキャピトルを非自治領問題として同列に採
り上げることは適切ではないと考えてここでは除外した。

【資料 11】プエルトリコ大学キャンパスの
あるリオピエドラスの商店街に描かれたグ
ラフィティ。連邦地裁前を占拠キャンプし
た人々の群像、一番手間の人物が掲げる抗
議を意味した白と黒のプエルトリコ旗に併
せて全体が白と黒で描かれている。左側に
は「脱植民地化に賛成」(Sí a la 
descolonización) の語と、「＃委員会対抗キ
ャンプ」(#campamentocontralajunta) のハ
ッシュタグが記されている。2016 年 11 月
24 日著者撮影。

【資料 12】 プエルトリコ大学リオピエド
ラス校の図書館で、クリスマス向けに飾り付
けられた馬小屋の隣に、オスカル・ロペス解
放を求め彼のための家が建てられた。オスカ
ル・ロペスの立ち姿は、プエルトリコの街路
にグラフィティとして散見されるものであ
る。2016 年 12 月 14 日著者撮影。

【資料 10】アメリカ合州国支配下の併合されない領土(unincorporated territories)
連邦下院への代表派遣

プエルトリコ自
由連合州

コモンウェルス 院内代表(resident 
commissioner)

自由連合州協定
自治法(organic act)

北マリアナ諸島 コモンウェルス 下院委員会に代表者
(observer)

コモンウェルス盟約
(compact of commonwealth)

グアム/グアハ
ン

国連の非自治領
リスト掲載

代議員 (delegate) 自治法(organic act)

米領ヴァージン
諸島

〃 〃 自治法(organic act)

米領サモア 〃 〃 内政自治のみ/米国市民権
はない

※有人島に限る。
※コモンウェルスとは、合州国本土諸州のうちこの名を持つ歴史的名称とは異なる。また
英国連邦を構成した名称とも異なる概念である。
※ワシントン D.C.も代議員 (delegate)の名称で下院に代表を置いている。財政破綻で問題
化した区域でもあるが、アメリカ合州国連邦のキャピトルを非自治領問題として同列に採
り上げることは適切ではないと考えてここでは除外した。

【資料 11】プエルトリコ大学キャンパスの
あるリオピエドラスの商店街に描かれたグ
ラフィティ。連邦地裁前を占拠キャンプし
た人々の群像、一番手間の人物が掲げる抗
議を意味した白と黒のプエルトリコ旗に併
せて全体が白と黒で描かれている。左側に
は「脱植民地化に賛成」(Sí a la 
descolonización) の語と、「＃委員会対抗キ
ャンプ」(#campamentocontralajunta) のハ
ッシュタグが記されている。2016 年 11 月
24 日著者撮影。

【資料 12】 プエルトリコ大学リオピエド
ラス校の図書館で、クリスマス向けに飾り付
けられた馬小屋の隣に、オスカル・ロペス解
放を求め彼のための家が建てられた。オスカ
ル・ロペスの立ち姿は、プエルトリコの街路
にグラフィティとして散見されるものであ
る。2016 年 12 月 14 日著者撮影。

【資料 11】

プエルトリコ大学キャンパスのあるリオ

ピエドラスの商店街に描かれたグラフィ

ティ。連邦地裁前を占拠キャンプした

人々の群像、一番手間の人物が掲げる

抗議を意味した白と黒のプエルトリコ

旗に併せて全体が白と黒で描かれてい

る。左側には「脱植民地化に賛成」(Sí a 
la descolonización) の語と、「＃委員会対

抗キャンプ」(#campamentocontralajunta) 
のハッシュタグが記されている。2016

年 11 月 24 日著者撮影。

※有人島に限る。

※コモンウェルスとは、合州国本土諸州のうちこの名を持つ歴史的名称とは異なる。また英国連邦を構成した名称と

も異なる概念である。

※ワシントン D.C. も代議員 (delegate) の名称で下院に代表を置いている。財政破綻で問題化した区域でもあるが、

アメリカ合州国連邦のキャピトルを非自治領問題として同列に採り上げることは適切ではないと考えてここでは除外

した。

【資料 12】

プエルトリコ大学リオピエドラス校の図

書館で、クリスマス向けに飾り付けられ

た馬小屋の隣に、オスカル・ロペス解放

を求め彼のための家が建てられた。オス

カル・ロペスの立ち姿は、プエルトリコ

の街路にグラフィティとして散見される

ものである。2016年12月14日著者撮影。

名称 ステイタス呼称 連邦下院への代表派遣 根拠法など

プエルトリコ自由連合州 コモンウェルス 院内代表
(resident commissioner)

自由連合州協定自治法
(organic act)

北マリアナ諸島 コモンウェルス 下 院 委 員 会 に 代 表 者
(observer)

コ モ ン ウ ェ ル ス 盟 約
(compact of commonwealth)

グアム /グアハン 国連の非自治領リスト掲載 代議員 (delegate) 自治法 (organic act)

米領ヴァージン諸島 〃 〃 自治法 (organic act)

米領サモア 〃 〃 内政自治のみ / 米国市民権
はない

【資料 10】　アメリカ合州国支配下の併合されない領土 (unincorporated territories)


