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１．背景と課題

　グローバル化の進展――すなわち，1970年代以
降の多国籍企業の本格的な展開，1980年代の冷戦
を前提とする世界政治レジームの変革，1990年代
の世界市場の完成，そして，2000年以降の環境や
テロリズムなどに見るリスクの拡散――は，これ
まで唯一有意な単位と認められてきたナショナル
なものの正当性とその有用性を掘り崩し，逆に
ローカルやリージョナル単位のプレゼンスを高め
ている（Beck 1997=2005）．だが，他方で，ロー
カルなレベルにおいてグローバルな多様性が発現
する脱中心的な世界において，結束と平等とを担
保するための規範枠組みとして，ナショナルなも
の――アイデンティティ，シティズンシップ，民
主主義など――の重要性が，1990年代以降，改め

て注目されている（Tamir 1993）．本稿が問うの
は，グローバル時代におけるナショナルな社会表
象とローカルなそれとの間の関係である．
　その目的のため，イギリスを分析の対象として
いる．以下で述べるように，イギリスは，イング
ランドを中心として4つのサブネイションにより
構成されているが，それぞれのサブネイション
は，国家としてのイギリスに対して政治的自律の
権利を強く主張し，多くの対立と交渉がおこなわ
れている⑴．そのため，イギリスは，グローバル
化により発現したナショナルなものとローカルな
ものとの間の問題と課題を浮き彫りにする興味深
い事例となっている．イギリス的なもの――その
政治体制やアイデンティティ――の「解体」は，
地方分権運動が高まりを見せた1970年代の中心的
な関心であった（Nairn 1977）．それは，1980年
代に一旦は沈静化を見せるが，1999年のウェスト
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ミンスターからのサブネイションへの「権限委
譲」により，現実的なものとなりつつある．イギ
リス的なものの衰退とサブナショナル・アイデン
ティティの突出は，21世紀のイギリスの統合に重
大な問題を提起している．
　それに対し，ナショナル・アイデンティティと
しての「ブリティッシュネス（＝イギリス人性）」
が，新労働党政府により強調されている．1997年
に政権を奪取した新労働党は，グローバル化が本
格化する世紀転換期の世界社会においてイギリス
がプレゼンスを維持・発展させるために，その諸
制度とイデオロギーを「現代化」するという歴史
的使命を帯びていた．具体的には，EU の拡大・
深化と権限委譲による地方分権という上と下から
の政治的結束と正当性への圧力，国内の民族的・
文化的多様性の高まりと紛争の顕在化など，ポス
ト国民国家時代特有の課題が挙げられる．新労働
党の「ブリティッシュネスの再想像」の目的は，
増大する外部／内部環境の複雑性に適応するこ
と，すなわち，社会的・文化的多様性により自分
自身が分裂することを回避し，ダイナミックな環
境に適応できる社会的・個人的統合を生み出すこ
とにある．つまり，ブリティッシュネスは，ポス
ト権限委譲における政治共同体としてのイギリス
を維持するために不可欠であると考えられている．
　本稿の目的は，ポスト国民国家時代における，
ナショナル・アイデンティティとサブナショナル
なアイデンティティとの間の関係を明らかにする
ことにある．これまでの研究は，権限委譲による
憲法上の変動が，スコットランドやウェールズに
おいて人々の意識に影響を与えていることを明ら
かにしている（Wilson and Stapleton eds. 2006）．
だが，それがイングランドにおけるナショナル・
アイデンティティの現出を導いていることについ
ては，ようやく議論が開始されたばかりである
（Aughey 2007）．新たに提起された「イングラ
ンド問題」の考察なしに，ポスト国民国家時代に
おける新たな社会統合の問題と，ナショナル・ア
イデンティティの再定義の意義を論ずることはで
きない．そこで，本稿では，歴史的に同一視（混

同／代表）されてきたブリティッシュネスから
の，アイデンティティとしての「イングリッシュ
ネス」の分出をも射程に入れ，イギリスの社会統
合の課題について論じている．
　以下，次の構成のもと議論を進める．まず，イ
ギリス国家＝国民の成立の歴史過程を素描し（２
節），1970年代以降，とりわけポスト権限委譲に
おけるブリティッシュネスとサブネイションとの
関係の変容について論じる（３，４節）．また，こ
れまで，イギリスと同一視されてきたイングラン
ドのナショナリズムに注目することにより（４
節），ブリティッシュネス再想像のプロジェクト
の意義と課題について明らかにする（５節）．

２．イギリス国家＝国民の形成

2.1　イギリス国家の形成⑵

　「Britain」という用語は，「Britania」という
ローマの属州であったころのイングランド南部の
古名に由来している．紀元前１世紀頃，ブリテン
島は鉱産物や奴隷の供給地としてローマ人に注目
され，以後350年間にわたりローマ軍から侵攻を
受けた．395年のローマ帝国のブリトン島からの
撤退以降は，北部からケルト系民族が，また北ド
イツからアングル人，サクソン人，ジュート人が
相次いで侵攻するようになった．後者のゲルマン
系，なかでもアングル人が勢力を誇ったため，こ
の島は「アングル人の土地」を意味する「イング

（‒）ランド」と呼ばれるようになった．それに対
し，先住していたケルト人はウェールズ，スコッ
トランド，アイルランドに追いやられ，いわゆる
「ケルト周辺」を構成するようになった．
　政治体制としてのイギリスの成立は，13世紀に
イングランドを治めていたフランス貴族ジョン王
がフランス王による領地没収の命令に抵抗するた
め，ノルマンディへ進行したことをきっかけに進
められた．ジョン王はこの戦争の敗北によりノル
マンディを失うが，その反動がブリトン島へのさ
らなる支配を促した（今井 1993：60-73）．ウェー
ルズは，ヘンリⅠ世によりすでにイングランド王
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国への組み入れが開始されていたが，13世紀のエ
ドワードⅠ世の治世に宗主権がイングランドへ移
り，1536年のチューダー王朝のもとイングランド
へと完全に統合された．アイルランドについて
は，ヘンリⅡ世がときの教皇によってその支配権
を承認され，1171年に自ら遠征しケルト系民族の
帰順を勝ち得ていたが，ジョン王による遠征後，
とりわけチューダー王朝においてその権力は浸透
していった．
　イングランドのグレート・ブリテン島の支配に
とって一番の障害がスコットランドであった．
1290年にエドワードⅠ世は，スコットランドのそ
れまでのケルト系王室の断絶を機にイングランド
の宗主権を確認し，国王を押しつけようとした．
それに対し，スコットランドは反発し，後にフラ
ンスのカペー王家と提携し，イングランドからの
独立を強く主張していった．ところが，スコット
ランドにおける経済危機とイングランドとの格差
がその合同への機運を高めた．結果，スコットラ
ンド王ジェイムズⅥ世がイングランド王ジェイム
ズⅠ世に即位し，1707年にはイングランドとス
コットランドが合同し，「グレート・ブリテン連
合王国」が成立した．1801年にはアイルランドが
正式に併合され，「グレート・ブリテンおよびアイ
ルランド連合王国」という名称と政体が完成した．

2.2　イギリス国民の形成
　以上のように，イギリスという国家と観念は
徐々に発達し，少なくとも形式的な側面において
は18世紀に一応の形を見せていた．だが，それが
一般的な意識として普及するには，なお時間と
きっかけを必要としていた．というのも，イング
ランド人によるその他のサブネイションに対する
特権意識と差別意識，それに対するスコットラン
ド人およびアイルランド人の敵愾心は容易に折り
合うものではなかったからである．
　対立を乗り越えイギリスとしての一体性を持つ
ためには，自分自身を他と区別し連帯の範囲と条
件とを確定する，明確な内的／外的境界線を確立
することが必要であった．その役割を果たしたの

が，対フランスを中心とした対外戦争であった．
イギリスとフランスとは因縁浅からぬ関係であ
り，ノルマン征服や百年戦争から1815年のワーテ
ルローにおけるナポレオン軍との決戦に至るまで，
相次ぐ対立と戦争を繰り返してきた．これらの戦
争は，徐々にプロテスタントたるイギリスとカソ
リックたるフランスという対立構図を形成し，国
内における連帯を生み出していった（Colley 
1992=2001：105-53）．
　近代初期における戦争や政治過程において形成
されてきたブリティッシュネスという観念を，事
実上，国民全般に普及せしめたのが，２度にわた
る世界大戦であった．とりわけ，第１次世界大戦
は，それまでレッセフェールに基づくボランタ
リーな意思による兵員の募集を「徴兵制」へと転
換し，初めて全面戦争の様相を呈するようになっ
た（Stevenson 1984：46）．戦争の近代化は，近
代国家制度の形成を促した．戦争が国家外交の一
部となり，その効率的な行使のために計画的に人
員を管理・育成することが必要とされたためであ
る．そのことは，シティズンシップとナショナリ
ズムの発展を導かずにはおられなかった．という
のも，国民とその諸資源を首尾よく戦争に動員さ
せることができた国のみが，勝利を得ることがで
きたからである．それは，国家の経済への介入，
住宅供給や失業手当，税の拡大，土地の賃貸農民
への移転，そして労働者の民主主義への組み込み
という，夜警国家の終焉と福祉国家への転換をも
たらした．とりわけ，1885年以降始まる普通選挙
権の普及の過程は，階級を超えた民主主義国家へ
の熱狂を燃え上がらせた．1922年における初の労
働党政権の発足は，そのことを物語るものであ
る．そのため，この時代にサブナショナル・アイ
デンティティの意識は全面的に展開されることは
なかった．イングランドに強く反発していたス
コットランド人でさえ，イギリス軍への参加や，
ユニオニズムとプロテスタンティズムという帝国
主義的イデオロギーのもとに包摂されていった
（McCrone 1997：589-91）． 
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　　　３． ブリティッシュネスと
サブナショナル・アイデンティティ⑶

　ナショナリズムは，戦争（warfare）と福祉
（welfare）を経由し，差異あるものの間に社会
統合をもたらすものでもあった．このことは，戦
争が，成員間の結束のための特有の接触条件を満
たす環境を可能にしていたからだといえる．つま
り，戦争は生死を賭した企てであり，そのことが，
成員間に平等主義的かつ相補的な関係を準備した
のである（Allport 1954）．だが，それは逆に，
ナショナル・アイデンティティやそれによるある

4 4

種の
4 4

差異を超えた理想的な連帯は，きわめて特殊
な条件を必要としているということを示唆するも
のである．そのため，第２次世界大戦後の全面戦
争の不可能性と，1970年代以降の福祉国家の限界
はともに，ナショナル・アイデンティティの衰退
を導くものであった．その過程は西欧諸国に共通
しており，同じ時期に，カナダにおけるケベック，
フランスにおけるバスク，スペインにおけるカタ
ロニアなど，リージョナル・レベルのナショナリ
ズム運動が高まっていった．
　イギリスにおける転機も1970年代に訪れた．
1974年10月の総選挙において，ウェールズの民族
党である「プライド・カムリー（Plaid Cymru）」
（以下，PC と表記）がウェールズにおいて10 .8
％の支持を得て，３名の議員をイギリス議会へと
送り出した．同様に，スコットランドでは，「ス
コットランド国民党（Scottish National Party）」
（以下，SNP と表記）が30.4％の得票により，11
議席を獲得した．この結果は，それぞれのサブネ
イションの独立の機運を表していた．その原因と
して，1970年代の経済危機において，労働党によ
る経済計画がウェールズの炭鉱業やスコットラン
ドの鉄鋼，造船などの伝統的産業を救えなかった
ことへの失望が挙げられる．また，SNP は石油
産業に関連の強いスコットランド北部で議席を得
ており，これは1973年の第４次中東戦争を原因と
した石油価格高騰による資源ナショナリズムを生
ん だ た め で あ る（Bogdanor ［1999］2001：125-

7）．1979年には，キャラハン内閣によりスコット
ランド独自の議会設立のための住民投票がおこな
われ，――否決となるが――多数の支持を得た⑷．
その後，独立運動は一時停滞するが，SNPは1983
年以降，イギリスからの離脱を強調する「ヨー
ロッパにおける独立」キャンペーンをおこない，
1994年の欧州議会選挙において33％の票を得るな
ど，スコットランド内で1990年代に広く支持され
るようになった．
　その後，サッチャリズム，ECおよびEUの進展，
それにともなう地方・国家・地域レベルの政策に
ついての補完性原理の浸透，労働党の現代化とい
うプロセスのなかで，国民生活を守り，社会全体
に影響力を有するイギリス議会という理念は崩れ
ていった（富田 2007：106-7）．そのなかで，新
労働党もサブネイションによる自治への支持を表
明するようになり，1997年の総選挙の勝利とその
公約により，1999年，スコットランドに「議会
（Parliament）」が，ウェールズと北アイルラン
ドには議会より権限が限られている「アッセンブ
リ（Assembly）」が設立された⑸．
　アイデンティティという観点から見たとき，権
限委譲はまさに「パンドラの匣」であった．図１
は，イングランド，スコットランド，ウェールズ
のアイデンティティの推移を示している（点線は
イギリス人への同一化の割合を，実線はサブネイ
ションへの同一化の割合をそれぞれ表している）．
この図によると，スコットランド（■）において，
サブナショナル・アイデンティティとの同一化が
顕著になってきており，イングランド（●）にお
いても，1990年代を通してその同一化傾向は強
まっている．それに対し，ブリティッシュネスと
いう意識は，相対的に弱まっているということが
うかがえる．
　分権の影響は，人々の政治意識にも影響を与え
ている．それは，スコットランド議会選挙の結果
に表れている．2007年に３回目のスコットランド
議会選挙がおこなわれ，わずか１議席の差ではあ
るが，SNP が初めて第１党となった（総数129議
席中47議席）．さらに，SNP の党首アレックス・
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サーモンドが，緑の党の支持を得つつ，首席大臣
に選出されることとなった．このことは，象徴的
にも実質的にもスコットランド議会が，スコット
ランド人のものとなったことを意味している．
　それに対し，ウェールズ（▲）は，図１に見ら
れるように独自のアイデンティティの感覚は相対
的に弱く，また1997年以降も大きな推移は見せて
いない⑹．アッセンブリ創設のための投票におい
ても，投票率は，それが成立するぎりぎりである
50％であり，賛成50 .3％，反対49 .3％　というま
さに薄氷の上の勝利であった．このように，
ウェールズの自治に対する関心は必ずしも高いも
のではなかった．だが，独立を目指す PC への支
持は近年急速に高まっている．1999年の第１回目
のウェールズのアッセンブリ選挙において，PC
は17議席を獲得し第２党へと躍進し，2003年の第
２回選挙において12議席に減らしたものの，2007
年の第３回選挙では15議席まで支持を伸ばし第２
党を堅持した（総数60議席）．また，最後の選挙
において重要なことは，労働党が議席を減らした
結果（26議席），単独で政権を担えなくなり，PC
との連立政権樹立に合意したということである．
その結果，アッセンブリ政府の副首相に PC のエ
バン・ウィン・ジョーンズ党首が就くこととなっ
た．また，労働党との連立政権政策綱領文書『１

つのウェールズ（One Wales）』において，「可能
な限り早く，また現在の議会会期終了時（2011年）
まで」に，スコットランド議会と同程度の権限を
ウェールズ議会が獲得することが目標として掲げ
られた．加えて，PC は，労働党がその住民投票
実施の際に賛成票を訴えるキャンペーンをおこな
うという譲歩まで引き出した（Japan Local 
Government Center 2007：1-2）．
　サブネイションのこうした自治への機運の高ま
りがブリティッシュネスの低落を単純に意味する
か否かは，慎重な判断が必要である．1990年以降
のイギリス社会意識調査のデータは，スコットラ
ンドとウェールズともに「自治」への支持が６割
と高い水準にある一方で，完全な「独立」を支持
する者はわずかであることを示している．だが，
近年の世界不況はサブネイションのさらなる自律
への政治的運動を促す結果となっている．SNP
のサーモンド首相は2010年にスコットランドの独
立のためのレファレンダムをおこなうことを宣言
し（BBC News at Ten, 03 September, 2009），
PC のジョーンズ党首は「今が変革の時」とし，
議会設立のキャンペーンを本格化させている
（BBC News at Ten, 09 September, 2009）．

図１　アイデンティティの推移（イングランド，スコットランド，ウェールズ）

質　問： 「もしあなたが選択しなければならないとしたら，どちら［「イギリス人」か「サブネイション」］
が最も良くあなた自身を適切に表すものだと思いますか」

データ：Election and Referendum Studies, British Social Attitude, Scottish Social Attitudes
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４．ブリティッシュネスとイングリッシュネス

　アイデンティティという観点から見て，イング
ランドはアンビバレントな位置にある．というの
も，イングランドは，その内外から，イギリスと
半ば同一視されてきたからである．「スコットラ
ンド人のアイデンティティは，イギリス人のアイ
デンティティと並んで存在している．ある人は，
自分を『スコットランド人であり，イギリス人で
ある』と呼ぶかもしれない．しかし，『イングラ
ンド人であり，イギリス人である』という同様の
言い回しは意味をなさない」（Taylor 2001：131）．
なぜならば，イングランド人にとって，イングラ
ンド人であることとイギリス人であることは，
――スコットランド人やウェールズ人の場合のよ
うに――意志や選択の対象ではないからである．
つまり，強調したり逆に過小に申告したりするよ
うなコミットメントの問題を提起することはない
のである．
　それには，「『ブリテン』という言葉が基本的に
政治の産物であったため，連合王国を構成する各
国のアイデンティティをぼかす必要があった」
（Paxman ［1998］1999=2001：22）という事情が
存在している．つまり，イギリスという観念は，
――プロテスタントというアイデンティティには
固執したが――なるべく脱色されていなければな
らなかった．それは，イングランドが憲法上存在
しないという事実に裏づけられている．イングラ
ンド人はイギリス人との同一化という優越性の印
と引き換えに，独自のアイデンティティの発展が
抑制された．「イングリッシュネス＝イングラン
ド人性」とは，「イギリス化された（Britonaised）」
（Langlands 1999：64）アイデンティティなので
ある．そのため，自身への反省が欠如し，独自の
アイデンティティが見失われてしまった．このこ
とは，イギリスとイングランドとの曖昧な結びつ
きに帰結している．スコットランド人やウェール
ズ人は，対外関係においてイギリスと結びつき，
それ以外ではサブネイションとして存在すること
が可能である．それに対し，イングランド人は常

にイギリス人でなくてはならないのである⑺⑻．
　ところが，図１で見たように，イギリスよりも
イングランドにコミットする人が近年増えている．
イングランドのナショナリズムが注目されたの
は，1996年のフットボールのヨーロッパ・チャン
ピオンシップにおいてであった．そこで，いく人
かのファンがその顔に，ユニオン・ジャックでは
なく，レッド・クロス（聖ジョージ旗）のペイン
トを施し始めたのである．1998年のワールド・
カップでは，イングランドの民族的エンブレムを
使用する者がイギリスのそれを使用する者の数を
上回っていた．さらにその２年後のユーロ2000で
は，聖ジョージ旗は，世界的に悪名高いフット
ボール・フーリガンやその暴力や人種主義と固く
結びついてしまった（Pines 2001：58-9）．イング
リッシュネスの台頭は，政治運動にも影響を与え
ている．1998年以降，超党派によって展開されて
いる「イングランド議会のためのキャンペーン」
に見られるように，イングランド議会の設立やイ
ギリス・パスポートではなくイングランド・パス
ポートというアイデアが，いくつかの議員によっ
て提唱されている（Aughey 2007：196-7）．それ
はイギリスの統合に，「イングランド次元」とい
う新たな問題を付け加えるものである．
　イングリッシュネスのブリティッシュネスから
の分出・離脱は，その他のサブネイションと同じ
根源を有している．きっかけは，1980年代のサッ
チャーの時代にある．この時期は，福祉国家とい
う連帯の基盤が弱体化した時代であり，フォーク
ランド戦争の終結により国民戦争が姿を消した時
期でもあった．また，1990年代後半の権限委譲を
めぐる議論は，イングランドのサブナショナル・
アイデンティティに刺激を与えた．というのも，
権限委譲は，スコットランドおよびウェールズに
対する，イングランドの憲法上の不均等を際立た
せるものであったためである．とりわけ，自治権
を持たない北部イングランドなどの剥奪地域で
は，権限委譲は政治的／経済的不平等を助長する
ものとしてとらえられ，その反動がイングリッ
シュネスへの支持を高めるものとなっている
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（Bogdanor ［1999］2001：264-6）．
　イングランドの場合，さらに２つの――マイノ
リティとマジョリティとに関わる――事情が存在
している．第１に，戦後非白人移民とその帰結と
してのBME（Black Minority Ethnic）人口の増大，
そして，それによる社会の自己認知への影響であ
る．2001年の国勢調査によると，イギリスのBME
人口は7.9％であるが，スコットランドとウェー
ルズにおいてそれぞれ２％程度に過ぎないのに対
し，イングランドでは９％を越えている．また，
BME 人口が20％を越える都市も少なくない．そ
のようななか，ニューヨーク同時多発テロに加
え，同2001年の北イングランドにおけるアジア系
の若者による暴動，2005年のロンドンにおけるテ
ロリズムなど，一連の出来事が事態を複雑化させ
ている．重要なことは，これらのネイションに対
する脅威が，旧来の戦争のように外部からやって
くるのではなく，その内部から生じているという
ことである．日常化した文化的多様性とそこから
生み出される問題は，イギリスの自己認知に大き
く影響を与え，その統合を困難にしている．
　そのことは，第２に，白人労働者階級を，非白
人移民やマイノリティへの反発へと導いている．
それは単に多様性への嫌悪だけではなく，戦後の
福祉制度の発展とそれへの幻滅と結びつき，事態
を悪化させている．２度の世界大戦への労働者階
級の熱狂的な参加は，福祉制度による社会的包摂
の見返りへの期待によって強化された．だが，戦
後構築された福祉制度は，戦争に協力した多くの
労働者階級が期待したような、家族の絆と地域の
自助を促進するものではなかった．むしろ，個人
の「ニーズ」に基づく官僚主義的なものとなった．
恵まれない個人に対し，官僚的手続きにより分配
される福祉の浸透は，戦後の移民とエスニック・
マイノリティの増大と結びつき，白人労働者階級
のさらなる失望を生み出していった．というの
も，大家族を抱える貧しい移民のニーズ――たと
えば，住宅供給など――が優先され，福祉制度が
腐食されているというイメージが形成されたから
である（Dench et al. 2006）．その結果，一部の

労働者階級にとって，彼女／彼らを代表し，その
生活を守るはずの「イギリス」という存在は，「疎
外」や「異質性」を感じさせるものとなり，その
反動が白人性によって定義されるイングリッシュ
ネスへの支持へと結実しているのである（Leese 
2006：182-5）．

５．ポスト国民国家時代における　　　　　　　
 ナショナル・アイデンティティの課題と可能性

　本稿が考察したポスト国民国家時代におけるサ
ブナショナル・アイデンティティの突出は，ナ
ショナル・アイデンティティとその他のアイデン
ティティとの間にある，「契約と連帯のアンビバ
レンツ」という社会秩序をめぐる課題によって説
明されうる（Aughey 2001）．イギリスのリベラ
リズムの伝統は，人々の連帯を交渉と更新に開か
れた個人の自発的な契約関係としてとらえるもの
であるが，そのような契約には，逆に，――社会
学者が強調するように――非契約的な基礎たる連
帯が不可欠であるというアンビバレンツが存在し
ている．イギリスにおいて，契約と連帯のアンビ
バレンツは，対外戦争や福祉国家の進展により一
旦は隠蔽された．一方で，国家が戦争への参加の
恩恵として福祉を約束し（契約），他方で，福祉
の充実が戦争へと向かう人々の国家への恭順をも
たらす（連帯）ことにより，サブネイションや多
様なエスニック・マイノリティを国民としてイギ
リス社会に包摂することができたのである．だが，
契約と連帯とを両立させるような舞台装置はもは
や存在していない．新自由主義の浸透や EU の拡
大と深化は，国民生活の最終保証主体であり，大
陸ヨーロッパと区別された存在として定義されて
きたイギリスという理念を動揺させている．
　このような状況に対し，新労働党は，ブリ
ティッシュネスを強調することにより応えようと
している．ブリティッシュネスの意味について，
新労働党の関係者によっていたるところで発言さ
れているが，公式には，「法，選挙による議会と
民主的な政治構造，相互寛容の伝統的価値，平等
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な権利を尊重すること，そして（女王に一般的に
シンボル化されているような）国家への忠誠」
（Home Office 2005：15）と規定されている．こ
の定義が示していることは，ブリティッシュネス
という観念が，「文化的・民族的アイデンティ
ティ」と峻別された，「政治的アイデンティティ」
として措定されているということである（Blair 
2006）．
　それは，具体的にはシティズンシップ教育や帰
化政策のなかに体現されている．新労働党による
シティズンシップとは，単にイギリスのパスポー
トを有しているという権利の問題ではなく，「イ
ギリス社会への完全な参加への強いコミットメン
トと，新しい市民が社会的結束へ貢献する際，そ
の部分になることができるということへの承認」
（Blunkett 2002：30）を意味するものである．つ
まり，ルールを遵守し，市民社会へ参加し続ける
義務と意思が，イギリス社会への参入条件，つま
りブリティッシュネスを表すものとして考えられ
ている．そのような要素は，帰化，すなわちブリ
ティッシュネスの共有のための具体的な要件を定
めた，2002年国籍移民庇護法のなかに法的に組み
入れられている．また，多元性や多文化性も，ブ
リティッシュネスにおける中核的な要素とされて
いる．それは，義務化されたシティズンシップ教
育において，様々な工夫やコンテクストにおいて
促進されている⑼．
　このように，新労働党はブリティッシュネス
を，民族ではなく，民主主義的な価値と社会への
参加を表現する「市民的ナショナリズム」として
積極的に定義し，それがさまざまな文化（サブネ
イション，宗教，民族など）と両立可能なものと
して提示している．だが，市民的なナショナル・
アイデンティティによる包摂というビジョンは，
とりわけイングランドに見られているような多様
性の問題に十分に応えることができるのだろう
か．そこには，コミットメントをめぐる「普遍主
義と特殊主義のジレンマ」という課題を看取する
ことができる．幅広い人々を社会に包摂するため
には，価値や表象を普遍化しなければならない

が，その分，その制度を支えるために必要な人々
のコミットメントの程度は低まらざるをえない．
逆に，コミットメントの形式を特殊化するとその
程度は強まるのに対し，そこに含まれる人々の範
囲が制限され，深刻な排除が生じる．このジレン
マは，すでに考察した戦後の福祉制度が抱える問
題のなかに見られる．移民をも包摂しうる「ニー
ズ」（普遍主義）に基づく福祉国家制度が発達す
ればするほど，「貢献」や「文化」を求める排他
的な運動（特殊主義）へとある

4 4

人々を動機づける
結果となっている．同じ理路が，ブリティッシュ
ネスという観念の意味にも通用する．新労働党政
府が，ブリティッシュネスの意味を，抽象化すれ
ばするほど――たとえば，民主主義や寛容など
――，そこから離脱し，人種主義などの特殊主義
へ傾斜する人々を生み出す危険を有するのである．
　この課題は，近年，研究者や政府関係者に認識
されてきている（ETHNOS 2006；Ajegbo 2007；
Dench et al. 2006）．アイデンティティという観
点から見たとき，その解決にはブリティッシュネ
スとイングリッシュネスとの関係の平和的で，積
極的な結びつきを示すことが肝要である．それ
は，ブレア政権にて教育相と内務相を歴任した
ディビット・ブランケットの「新しいイングラン
ド――イギリスのなかのイングランド・アイデン
ティティ」と題された講演のなかで強調されてい
る．この講演は，ポスト権限委譲における排他的
なイングリシュネスの現出に対し，民主主義的な
価値を体現するブリティッシュネスと両立可能な
形でイングリッシュネスを再定義しようとするも
のである．ブランケットは，一方で，「景色と海」，
「都市景観」，「詩的伝統」，「音楽」，「ユーモア」
といった自然的・文化的な側面から，イングリッ
シュネスを描いている．他方で，「民主主義的伝
統」と「社会変革運動」という政治文化を高く評
価している．参加民主主義を促進したチャーチス
ト運動や，市民的な社会変革運動に従事した
ジョージ・オーウェルなどをその例として挙げ，
「ローカリズム」という観点から政治的アイデン
ティティとしてのイングリシュネスという観念を
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定義づけている（Blunkett 2005）．すでに見たよ
うに，市民社会への参加は，労働党が提示するシ
ティズンシップの中核的な要素であり，政治概念
としてのブリティシュネスの基礎として位置づけ
られるものである．ブランケットにあって，イン
グリッシュネスは，ブリティシュネスの具体的な
表現物としてとらえられている⑽．
　権限委譲に見られるポスト国民国家の展開が，
ナショナルなものの最終的な解体を導くか否かは
未だはっきりとしていない．グローバル化が国家
内部の多様性と差異を増し，互いのコミュニティ
がコミュニケーションのための前提と動機を欠く
ならば，その差異にそった解体か，その差異を包
摂する抽象的な価値を含みつつも，コミットメン
トを促すような具体的な表象を構築するしかな
い．このことが，1980年代に「価値低下」が叫ば
れたナショナルなシティズンシップが，新たなミ
レニアムを迎えた現在，再び脚光を浴びている理
由である．だが，シティズンシップの内実が抽象
化するならば，それはグローバルな人権規範と入
れ替え可能となり，そのコミットメントを巡る競
合――イギリスのスコットランドか，ヨーロッパ
のスコットランドか――を避けることはできな
い．結局，ナショナルなものは，その生き残りを
かけて，自己のさらなる再定義を迫られているの
である．

注

⑴　本稿では，イギリス人を「ネイション」としてとらえ

るのに対して，イングランド人，スコットランド人，

ウェールズ人を，「サブネイション（sub-nation）」と表

現する．サブネイションは，自律をともなった政治的共

同体を意味するネイションと，その文化的側面を強調す

る「エスニシティ」との間の中間的な性質を表している．

⑵　本項における，イギリスについての一般的な歴史的事

実については，今井（1993），川北編（1998），Bogdanor

（［1999］2001）の記述に従っている．

⑶　本稿では，北アイルランドを考察からはずしている．

イギリスと北アイルランドとの関係は，その他のサブネ

イションとの関係とは異なった複雑性を有しているから

である．1999年の権限委譲において，北アイルランドの

政治的利害をめぐる議論について，イギリスとアイルラ

ンド共和国双方の参与が定められたように（Bogdanor 

［1999］2001：103-9），ブリティッシュネスとアイリッ

シュネスとの関係は包摂ではなく，棲み分けに主眼が置

かれている．また，ユニオニストとイギリス島の人々の

間の統合への志向についての温度差や，北アイルランド

独自のアイデンティティの存在も指摘されており

（Simon 1990=1993），北アイルランドの問題は別途考

察されるべき課題を含んでいる．

⑷　賛成は51.6％，反対は48.4％と賛成が上回ったものの，

保守党と自治反対の労働党議員によって策定された，投

票成立のため全有権者の40％の得票を必要とする「40％

条項」によって（賛成有権者32 .9％），議会設立による

自治権の委譲は阻まれた（渡辺 2007：28）．

⑸　議会には，外交や防衛などのイギリス・レベルにおい

て保持されるべき権利が定められ，それ以外における自

治権が与えられたのに対し，アッセンブリには，自治が

おこなわれる項目が定められ，その分，権限が限られて

いる（Bogdanor ［1999］2001：202-19）．

⑹　それは，ウェールズが早くから制度的に統合されてい

たことと関係している．1534年から1536年にかけて，イ

ングランドにおいて司法権の中央集権化が推進されたが，

その際，ウェールズに残存していた行政上の独立性や特

権は否定され，完全に統合された（今井 1993：79-80）．

⑺　スコットランド人やウェールズ人，あるいはエスニッ

ク・マイノリティにとって，ブリティッシュネスという

観念や感覚は，パスポートと特有の結びつきを有してい

る．だが，イングランド人がそのように関連づけること

はほとんどないのである（ETHNOS 2005：30）．

⑻　イングランドのナショナリスト政党は「イギリス国民

党」であって，――スコットランドやウェールズなどの

ように――「イングランド民族党」や「イングランド独

立党」ではないのである．

⑼　多様性とブリティッシュネスとの関係は，シティズン

シップ教育の中心的な課題である（Ajegbo 2007）．た

とえば，コベントリーの BME 児童が大半を占めるジョ

ンガルトン校ではクイズを通じて（2009年９月16日，コ

ベントリー，コミュニティ団体代表への聞き取り），オ
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ルダムのブリーズ校ではシナリオ作成やドラマ演技を通

じて（2008年２月22日，オルダム，学校長への聞き取り），

ブリティッシュネスの多文化性の認識を促している．

⑽　このような試みは，いくつかの歴史学者にも見られ

る．たとえば，ウェールズの歴史家イアン・ブラッド

リーは，ブリティッシュネスの有する混交性に着目し，

それを，マイノリティを含めた諸文化・宗教の貢献とい

う観点から再構成している（Bradley 2007）．
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Breaking-up and Re-imagination of Britishness：National and Sub-national Identities after the 
Devolution

 ADACHI Satoshi

　Globalization eroded raison d’être of national things, and highlighted the presence of local ones. 
However, the importance of national identity as a resource of moral has attracted people’s interest 
since the 1990s, when the centre of society lost. National feeling in the UK rose through warfare and 
welfare in the modern era. However, the decline of nation-state since the 1970s and the Devolution in 
1999 has promoted the feeling of sub-national identities. The influence of the Devolution reached 
England, which was identified with the UK. The prominence of sub-national identities, especially 
Englishness, makes the integration in British society difficult. The New Labour Government has tried 
to establish social integration in post-Devolution society by the re-imagination of Britishness. For that 
purpose, it is necessary to overcome two issues； “ambivalences between contact and solidarity” and 
“dilemma between universality and particularism.” The re-imagination of Britishness is ambitious 
effort to resolve these issues.

Keywords：Devolution，social integration，Britishness


