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2021年度日本政治学会A3「太平洋と島々の政治思想」

― 太平洋島嶼、人種（主義）、初期国際関係論―



エペリ・ハウオファ（Epeli Hau’ofa）

etc

新渡戸稲造、竹越與三郎、東郷実、山本
美越乃、上原轍三郎、矢内原忠雄 etc

植民政策学をめぐる既存研究上の欠落の補填。当該学術における1930年代末

から40年代前半以前（esp.「大東亜共栄圏」構想以前）の南洋論の検討不足。

近年の英語圏における国際関係論の歴史的・思想史的研究の成果を踏まえ、日

本の植民政策学を、同時代のトランスナショナルに広がる人種主義的国際理論

を形成する独自の輪と位置づけること。

南洋・人種主義の摘発を通し、「島嶼海の主権」を求める1970年代～80年代

以降の先住民・ポストコロニアリズム（一種のthe colonial present）に対す

る我々の視界や道徳的関与を深める。

本稿の対象：近代日本の植民政策学における南洋論を人種
概念の観点から分析。

目的
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目的２について敷衍

 英語圏における「国際関係論の歴史研究的転回（Historiographical 
turn of IR）」(Bell, 2001) 

→ 欧米の初期国際関係論と帝国形成（再編成）・植民地管理・人種
主義の間の密接な結びつき。これらを促進・正当化する知的装置。J.A. 
ホブスン、ポール・ラインシュ、カール・ピアスン、ル・ボン、ルートヴィ
ヒ・グンプロヴィッツ、ハルフォード・マッキンダー、ライオネル・カー
ティス、アルフレッド・ジマーン etc

 （「国家」や「国民」以外に）「人種」を基本的な存在論的範疇・
分析単位とする。Cf. Vitalis, 2015; Thakur & Vale, 2020

 熱帯地域を底辺とするグローバルな人種ピラミッドの想定

 植民政策学を一起源と捉えたときの、日本の国際関係論形成史と親
和的。背後にあるトランスナショナルな知的連関。

 植民政策学における南洋論において人種主義的国際理論をめぐるこ
の知的連関が最もよく見える。欧米理論との間の相似性と特殊性。



用語と方法の整理（南洋と人種）

 南洋：「外（表）」南洋と「内（裏）」南洋（→本稿は対象思想家に
応じてどちらも扱う）。「西洋」と「東洋（アジア）」の間に広がる
地球上の第三項の地域として認識される（1930年代半ばまで）。

 人種：思想家内在的に用法や内容を特定（×超歴史的な設定）
① グローバルな共進性と個別社会における独自性。Cf.「コピーのオリ
ジナリティ」（竹沢、2005）
→ 非西洋世界を念頭に構築された独自の人種枠への注意（＊とき

に「種族」も互換的）
② 生物学的・文化的属性の混合体：伝統・慣習・言語・宗教などの共
有が、 肌の色・遺伝などの生物学的指標によって覆われる。

明治中・後期の南進論：志賀重昂、稲垣萬
次郎、杉浦重剛、恒屋盛服、服部徹、田口
卯吉など

植民政策学と南洋の結びつきを媒介：竹越與三郎



竹越與三郎と「マレー人種」の生物学的固定化

 「在野の」植民政策学者としての竹越。

 『南國記』(1910年) ・・・明治末期のベストセラー

① 日本人による南洋（力点は「外」）への植民（settler 

colonization）を後押し：「太平洋を以て我が湖沼とする
の大業」(p.13)

②「マレー（馬来）人種」の本質主義的劣位化。熱帯気
候による固定化：「盲目的傾向」、「動物的本能」。
「人文発達せず、亡国の状態に安んずるは、自然が思想
を生まず、思想が文学を生まざるため」(pp. 374-8)

 生物学・遺伝学的知見に基づく同化主義批判と、階層的「共生」のレト
リック。「烏は如何に教育するとも種族が異なる以上は決して鵜とする
事は出来ぬ」(『比較殖民制度』1906年、p.226)。

 フランスの社会学者ル・ボンや政治経済学者ルロワ=ボリューの影響。植
民者と被植民者の「相互依存」・「合同(fusionnement)」(Leroy-Beaulieu, 
1874)



新渡戸稲造と人種的な帝国経済秩序

 「文明の南進」(1915年)、「文明国民南下の大勢」(1916年)、「南洋の
経済的価値」(1916-17年)。Cf.「南洋の桃太郎」(Tierney, 2010)

 南洋における人種階層の設定と、「新重商主義」の
構想。日本人の投資による植民地の工業化に基づく、
帝国大の資本主義的な経済共同体。マレー人種の
賃金労働者化。

 折衷主義：同化主義批判の一方で、可塑性
（human plasticity）に留意。⇔ 竹越

 「文明的政治」に基づく衛生や基盤インフラの整備を通した「改善」。
他方で伝統・慣習への不介入。← ポール・ラインシュの「選択的向
上」論(J.M. Hobson, 2012, pp. 122-3)と類似。

黄色人種

（日本人）

黄色人種

（支那人）

褐色人種（マレー人）

≒ 黒人

「彼等［=黒人種］の間に見るに値する文明の遺物は更にない。然
らば黒人種は白皙人または黄色人に比し人としての才能が不足せる
かと云ふに、絶対的に脳髄の劣等なるものとは云はれぬ。・・・欧州
人に比して絶対的に欠陥ない」(「文明の南進」、p.8)



矢内原忠雄と「社会群」に埋め込まれた人種

 「社会群」を単位とする実質的植民と自主主義。→『植民及植民政
策』(1926年)から30年代の南洋群島論（「未開土人の人口衰退傾向に
ついて」(1933年)、『南洋群島の研究』(1935年)など）まで通底。

 社会群間の互恵的進化・調和を唱えつつ、その中に人種的・種族的階
層性を「潜り込ませる」。同化主義批判と「劣等民族」への「保護指
導」を主張する文脈において、

→ 南洋群島論では、遺伝要因以上に「環境・教育・歴史」要因が強調
されるが、前者を手放すわけではない。「人種の優劣」は生物学的・文
化的複合要因から成り、それが社会群間の経済発展段階をつくる。

 J.A.ホブスンの「健全な帝国主義(sane imperialism)」論との相似性

種族は遺伝及び自然的社会的環境の相違に基づきその特性を異にする歴史的産
物である。絶対人（“un homme absolu”）なる抽象的概念に基き、社会的生活
の態様及びその発展の段階を異にする社会群に対して、一率に、集団的に急速
に本国文化を採用せしめんとする同化政策は、この歴史的事実を無視するもの
である。且つ遺伝の勢力を無視し外界的影響によりて容易に計画的に種族的特
性を変更し得べしと為すの誤謬を有す。(『植民及植民政策』、p. 311)
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