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Ⅰ はじめに 

 戦争、災害などによって過去に大きな傷を負った人々は、

その後をどのように生きてゆくのか。そのような出来事の痕

跡は、出来事を経験した人々にだけでなく、しばしば現場の

土地にも様々な形で刻み付けられる。そうした事例は世界中

で見られ、報告者の研究地域である南アフリカ共和国におい

ても、1994年以降、アパルトヘイトの負の遺産が記念碑など

の形で国内各地に残されている。本研究は、アパルトヘイト

下に発生したソウェト蜂起（Soweto Uprisings）を記念して

作られたヘクター・ピーターソン・メモリアルに注目する。

そして、このメモリアル空間を通じてソウェト蜂起の記憶が

どのように残され、記念されているのか、特にメモリアルと

して事件の痕跡が残されたのち、事件現場周辺に今も住んで

いる当事者らがその記念空間をどのように認識・解釈し、ど

のように関わりを持ちながら生活しているのかを検討した。 

 

Ⅱ 研究対象 

(1) ソウェト蜂起について 

 ソウェト蜂起は、アパルトヘイト体制下の1976年6月16日、

当時の黒人教育政策に反対した子供たちが、ヨハネスブルグ

市内最大のタウンシップであるソウェトでデモ行進を行った

ところ、警官から銃撃され多くの死傷者が出た事件で、アパ

ルトヘイトがもたらした悲劇の象徴として世界中で報道され、

その後の反体制運動においては黒人たちを結束させる契機と

もなった。その結果、現在ソウェト蜂起は政府から名誉ある

反体制運動の象徴として理解され、義務教育課程のカリキュ

ラムに組み込まれ、国の祝日にも制定された。以上の背景に

より、このソウェト蜂起を扱うヘクター・ピーターソン・メ

モリアルはダークツーリズムの場所として、また歴史学習の

場所として、国内外から観光客と生徒たちが多く訪れている。 

 

(2) ヘクター・ピーターソン・メモリアル概要 

ヘクター・ピーターソン・メモリアルは、記念碑と記念館

が併設された広場の総称である1。まず、メモリアルの名前

になった少年ヘクター・ピーターソンが警官に射殺された現

場に、1992年にANC青年連合が記念碑を建てた。その後、

近隣にある広場への記念館建設に伴い、記念碑は同じ場所へ

と移築された。記念館は政府の環境問題・観光事業省と、ヨ

ハネスブルグ市が主な出資者となり建てられた。政府がメモ

リアル建設に乗り出した理由としては、記念館一帯を観光地

として開発することで、観光産業の発展と地域振興を図った

というのが一連の先行研究における理解である。実際メモリ

アルは2002年のオープン以降、世界的な観光地として知られ

ている。加えて、当該メモリアルの重要な特徴として、その

立地が挙げられる。ヘクター・ピーターソン・メモリアルは、

それが記念しているソウェト蜂起の発生した現場、ソウェト

の住宅街の中にある。これはつまり、かつて事件を経験した

当事者たちが今も暮らす空間の中に位置していることを意味

する。この特徴は、例えば同ヨハネスブルグ市内にあるアパ

ルトヘイト・ミュージアムとの大きな違いの１つである2。 

 

(3) 先行研究との差異 

 ヘクター・ピーターソン・メモリアルについては、歴史学

や博物館学、観光学などの領域で研究がなされてきた。しか

しいずれの分野もメモリアルを
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作る
．．

側の視点のみ
．．．．．．

を取り上げ、

 

1 ヘクター・ピーターソン・メモリアル、ミュージアムと別々に表

記される場合もある。 

2 アパルトヘイト・ミュージアムはカジノの建設プロジェクトに伴っ

て建設が提案され、隣り合う形で建っている。遊園地も近接してお

り、周辺の景観はヘクター・ピーターソン・メモリアルのそれとは

全く異なる様相を呈している。 
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記念館施設に関する議論に終始している。他方でメモリアル

は、そこで主体的
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・能動的
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に歴史を
．．．．

学び、
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ようとする
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地
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域住民
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の実践の
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場
．
ともなりうる。報告者は特に後者に注目す

る。なぜなら、場所と空間の特徴は単にそこに存在する物体

の性質から規定されるのみならず、その周りで暮らす人々の

営み・働きかけによっても絶えず規定され更新されるとする

立場をとるためである。従って報告者は、記念空間を地域住

民による記憶継承の実践や、彼らの日々の経験から考察した。 

 

Ⅲ 研究方法 

 本研究では主な研究方法としてフィールドワークを用いた。

報告者は2017年8月4日から11日までソウェトに滞在し、メ

モリアルにて参与観察と聞き取り調査を行った。そこではま

ず、実際にメモリアルにはどのような人が訪れ、どのような

目的で何をしているのかを観察した。また、ソウェト蜂起の

当事者である地域住民に対し、事件についての解釈や、事件

を記念しているメモリアルへの意見などに関して半構造イン

タビューを行った。加えて、新聞記事や公文書などを用いて、

ソウェト蜂起およびヘクター・ピーターソン・メモリアルが

どのように報道されてきたのか、政府によってどのように解

釈されてきたのかを明らかにし、聞き取り対象となった人々

の立場や発言内容の社会的位置づけを明確にした。 

 

Ⅳ 結果 

 調査の結果、ヘクター・ピーターソン・メモリアルでは、

必ずしもその特徴が記念とは限らない、重層的かつ多様な空

間が、メモリアルの外部にまで広がっていることが分かった。

まず、周辺の住民は記念館をほぼ利用していない。理由とし

ては、観光地として高額な入館料を取るという点や、既にソ

ウェト蜂起については知っているので行く必要性を感じない

という点が聞かれた。そして、記念館施設内に入る人のほと

んどが外国からの観光客と歴史学習で来た生徒たちであった。

ここから見えるのは、ソウェト外部からの来訪者むけの、観

光、歴史学習を行うための空間である。 

一方で、ソウェトの人々は記念館の外の、記念碑がある広

場には日々立ち寄っている。なぜなら、広場は出入り自由で

あり、住民の通り道や遊び場、井戸端会議の場所にもなって

いるからだ。これは記念とは別の利用のされ方であり、周辺

住民にとってはメモリアルが生活空間の一部ともなっている

ことを示している。その一例が、報告者が聞き取りを行った

土産物屋の人々である。彼らは毎日自宅から徒歩でメモリア

ルに通い、広場で観光客相手に土産物を売り生計を立ててい

る。これはメモリアルが観光客の訪れる空間であり、かつ彼

らの生活空間の一部であるからこそ見られる現象である。 

では、ソウェトの人々にとってメモリアルは自分たちの過

去を記念する空間ではないのかというとそうではない。彼ら

は日々の暮らしの中でメモリアルを目にして、時たまソウェ

ト蜂起について思いを巡らせるという。メモリアルが記憶想

起のきっかけとなっているのだ。また、土産物屋の中に語り

部、そして事件について伝えるアートパフォーマンスをする

人物がいることも分かった。彼は時折仕事の合間にメモリア

ル周辺で語り部をするほか、自宅外壁にソウェト蜂起を記念

する絵を描いて道行く人に見せている。これは、メモリアル

が、住民が主体的な記念行為をする空間にもなっていること

の例証である。そして、記念館施設の外、ひいてはメモリア

ルの外の住宅街にまで、ソウェト住民によって行われる記念

の空間が広がっていることも示している。 

 

Ⅴ おわりに―今後の展望について― 

 本研究では、ソウェト蜂起という南アフリカの歴史的事件

を記念したメモリアルに着目し、そこに存在する記念碑など

の「モノ」だけでなく、実際にその場所に関わりをもつ「ヒ

ト」の経験から、この空間の性質・特徴を明らかにした。そ

の結果、従来の研究では対象とされてこなかったメモリアル

施設の外部にまでソウェト蜂起記念の空間が広がっており、

そこでは事件の当事者である地域住民も自分たちの歴史を表

出していることが分かった。これは、メモリアルを契機・媒

介にして行われる記念について、記念館内部で行われるもの

のみを議論の対象としてきた先行研究では明らかにされな

かった部分である。またこの結果は、これまで地理学をはじ

めとする様々な研究領域で行われてきたメモリアルの議論に

対し、議論の前提となるメモリアル空間の
．．．．．．．．

捉え方その
．．．．．

もの
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も

検討の対象として、今一度問い直す必要性を示唆している。

そもそも場所や空間は、形成された当初の目的通りに利用さ

れるとは限らない。そこに実際に関わりを持つ人々によって

意義付け・意味づけされ、利用の実態は常に変化しうるもの

である。そして、こうした場所や空間の性質は、ソウェト蜂

起などの歴史的な出来事に対して人々によって絶えず行われ

る意味づけや解釈の持つ性質とも共通するように思われる。 
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