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　本書『異郷のイギリス』は，南アフリカにとってのイ
ギリスという主題を，南アフリカに渡ったイギリス人政
治家・官僚，イギリス系の歴史家，カラードとイギリス
系との関係という三つの視点から考察している。日本語
で書かれた研究書としてはおそらく類書のない本書の内
容をまずはまとめた上で，その成果と批判すべき点を論
じていきたい。
　第 1部「ミルナー・キンダーガルテンと南アフリカ連
邦形成」は，ケープ植民地総督兼南アフリカ高等弁務官
であったアルフレッド・ミルナーと，ミルナーのもとで
活躍した若手帝国官僚の集まりであるミルナー・キン
ダーガルテンを対象とし，彼らの描いた南アフリカ連邦
像を検討している。
　第 1章「キンダーガルテンの南アフリカ経験」は，南
アフリカ戦争（ボーア戦争，1899-1902）後のトランス
ヴァール再建および南アフリカ連邦形成においてキン
ダーガルテンが果たした役割を記述する。このテーマは
本書が扱っている対象の中では，おそらく最も多くの先
行研究がなされており，これまでにキンダーガルテンの
果たした役割として，イギリス帝国資本の要求に沿う形
での南アフリカ国家体制の構築 (Marks and Trapido, 1979)
や，アフリカ人を排除することでイギリス帝国官僚・イ
ギリス系入植者・オランダ系のアフリカーナー（ボーア
人）という三すくみの対立を乗り越え，南アフリカの白
人国家としての一体性を形成した点 (Dubow, 1997) が指
摘されてきた。人種隔離体制の起源を明らかにすること
に主眼を置いた上記の研究に対して，本章は市民の主体
的な政治参加を求めるシティズンシップの涵養こそが，
キンダーガルテンの思想の中心であったと指摘し，キン
ダーガルテンのメンバーの論考をたどることで，シティ
ズンシップ涵養の対象が拡大する過程を描いている。南
アフリカ戦争直後のトランスヴァール再建時には，シ
ティズンシップ涵養の対象はイギリス人資本家に限られ
ていた。しかし鉱山への中国人労働者導入へのアフリ
カーナー指導者からの反発や，ケープ植民地の入植者ナ
ショナリズムとの対峙を経て，キンダーガルテンはボー
ア人も含めた白人国家としての南アフリカ連邦像を明確

にする。しかし，かつて二つのアフリカーナーの共和国
と二つのイギリス植民地に分かれていた土地にいかにし
て一つの国民国家としての南アフリカ連邦を作り上げて
いくのかという課題は残された。 
　第 2章「連邦形成と『和解』の創出」は，キンダーガ
ルテンの立案した連邦形成運動と同運動の機関誌である
『ステイト』誌の詳細な分析を通して，イギリス系の政
治的・経済的エリートたちが，この課題にどのように対
応したかを明らかにしている。『ステイト』誌が推進し
たのは，イギリス系とボーア人の間に共通の歴史的記憶
を醸成することで単一の南アフリカ国民を創出すること
であった。「南アフリカ歴史学の父」とされるジョージ・
マコール・シールに代表される『ステイト』誌に寄稿し
た論者たちが，両者の共通性を主張する上で強調したの
は，未開の土地を切り開く開拓者としての過去であった。
そして開拓者精神を体現する存在として，ケープ植民地
首相セシル・ローズと彼の提示したアフリカ縦断を目指
す「ケープからカイロへ」政策が挙げられた。この歴史
観に基づいて，ズールー王シャカはその残虐性によって
他のアフリカ人を追い散らし無人の土地を作り出し（ム
フェカネとして神話化される），またイギリス支配を忌
避し北上したボーア人のグレート・トレックは，彼らが
その過程で「南アフリカ人」になったことが論じられた。
過去は，イギリス系・アフリカーナーの両者に共有可能
な形で提示されたのである。
　このような和解を創出するための歴史叙述のその後を
追ったのが，第二部「イギリス系歴史家たちの南アフリ
カ経験」である。
　第 3 章「エリック・ウォーカーと南アフリカのブリ
ティッシュ・リベラリズム」では，ケープタウン大学の
歴史学教授ウォーカーの著作をアフリカーナーが主導す
る政治状況に位置付けて読み解いている。ウォーカー
は，1930 年代初めまでに，ムフェカネやグレート・ト
レックについてはシールの見解を基本的には踏襲する一
方で，南アフリカ連邦議会及びリベラリズムの起源を
19 世紀末ケープ植民地に定位する研究を発表した。し
かし，ヘルツォーク政権下でケープ州のみに残されたア
フリカ人の投票権を剥奪する動きが本格化すると，人種
的公正を求めるリベラリズムの伝統を南アフリカのブリ
ティッシュ・アイデンティティとして規定し，アフリカー
ナー・ナショナリストを批判する姿勢を強めていく。36
年にケンブリッジ大学に移ったウォーカーは，イギリス
帝国史の文脈において南アフリカの歴史を研究する。本
国で彼が取り組んだのは，何がアフリカーナー・ナショ
ナリズムの台頭を招いたのかという問題であった。後年
ウォーカーはアパルトヘイト体制への反対を明確にし，
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講演などで積極的な発言を行った。
　ウォーカーがケープ・リベラリズムの立場からアフリ
カーナーの政治的台頭を批判したとすれば，本書が次に
扱う歴史家であるマクミランは労働と貧困問題を主眼と
する社会政策に基礎を置いて人種隔離政策のあり方の見
直しを迫ったと考えることができる。第 4章「ウィリア
ム・マクミランの南アフリカ時代」は，ヴィットヴァー
タースランド大学歴史学教授であったマクミランの歴史
及び社会問題に関する著作を検討している。ヨーロッパ
留学中にドイツ社会政策学の父グスタフ・シュモラーの
教えを受け，イギリス社会主義運動団体であるフェビア
ン協会の一員でもあったマクミランが南アフリカ帰国後
に最初に取り組んだのは，プア・ホワイトとして括られ
る都市・農村双方の白人貧困層についての社会調査で
あった。ヴィットヴァータースランド大学時代にマクミ
ランは人種関係を主題とする三部作を発表する。『ケー
プの人種問題』と『バントゥー，ボーア，ブリトン』で
は，スコットランド人宣教師ジョン・フィリップのカラー
ド及びアフリカ人の権利を求める運動を描くことで，執
筆当時のアフリカーナー・ナショナリストによる人種差
別的な政策の推進を批判した。三部作最後の『錯綜の南
アフリカ』は，アフリカ人とアフリカーナー双方の貧困
問題を分析し，アフリカ人の土地保有及び小作権を大幅
に制限した 1913 年土地法によって窮乏化したアフリカ
人が都市に押し寄せ，アフリカーナー労働者の職を奪っ
たことでプア・ホワイト問題が生じたという論理を展開
した。この本においてマクミランは，白人とアフリカ人
を分け，後者を閉じた部族社会として描く人類学を批判
し，南アフリカが黒人と白人の「共通の社会」であると
いう主張を行っている。マクミランは，その後ヴィット
ヴァータースランド大学を辞任し，イギリスに渡ってイ
ギリス全体の植民地政策にアドヴァイザーとして関わる
こととなる。
　第 1部・第 2部が主にイギリス本国出身者の南アフリ
カ経験を扱っているのに対して，第 3部は，基本的には
混血の人々を指すカラードという人種区分によって括ら
れた人々の歴史を，イギリス系の歴史家との関わりを中
心に叙述している。
　第 5章「1920，30 年代のイギリス系とカラード」は，
イギリス系知識人とカラード・エリート層が集った政治
団体であるカラード・ヨーロッパ人協議会の活動を紹介
した後，同協議会に参加したイギリス系歴史家ヨハネス・
ステファヌス・マレイの著作『ケープ・カラードの人々』
が，第 4章で紹介されたマクミランの著作の視点を引き
継ぐ形で，混血による劣化という当時の社会的通念を批
判し，カラードの文明性を主張した点を指摘する。カラー

ドの文明性を基礎においてカラードの権利を求める運動
が直面したのは，カラードと白人の境界線の曖昧化によ
るアイデンティティの喪失という問題であった。そして，
カラードとして権利を主張することが，カラードの白人
性を説くことにつながるという矛盾は，イギリス系歴史
家の著作だけではなく，1934 年の奴隷解放 100 周年記
念のパレードやカラード自身による初の本格的歴史書で
あるクリスチャン・ジーアフォーヘルの『褐色の南アフ
リカ』においても見られると指摘する。
　第 6 章「初期の南アフリカ共産党とイギリス系，カ
ラード」は，1935 年の第 7 回コミンテルンにおける反
ファシズム人民戦線の提唱後，トロツキスト・グループ
との共闘を模索するに至る南アフリカ共産党の紆余曲折
の歴史をたどった後，ケープ市議会議員として活躍した
カラードの女性政治家シシ・グールがトロツキスト，共
産党，保守派の三者を糾合する役割を果たしたと指摘す
る。シシは死後忘れ去られていた存在であったが，ポス
トアパルトヘイトの時代に入ってアイデンティティを模
索するカラード・コミュニティとカラードの支持者獲得
を目指す ANC双方から顕彰の対象として祭り上げられ
ることとなった。
　以上本書の概要を示した上で，その成果を述べたい。
本書『異郷のイギリス』は次の 2点において南アフリカ
を対象地域とした歴史研究に大いに貢献すると考えられ
る。第一に，南アフリカにとってのイギリスを主題とし
ていることである。イギリス帝国史において南アフリ
カ，特に南アフリカ戦争（ボーア戦争）は，重要なテー
マとして多くの研究の対象となってきた。しかし，イギ
リス帝国史における南アフリカの扱いは，ともすればブ
レグジットをめぐる論争に見られるような帝国意識の残
存を説明するための事象に回収されてしまう傾向があっ
た 1）。それに対して本書は，南アフリカ戦争後の国家形
成における和解の創出や人種隔離政策への批判など南ア
フリカ史における重要なテーマに関して，イギリス系の
役割を論じている。
　第二に，イギリス系歴史家の研究を，20 世紀前半の
南アフリカにおける社会状況に位置付けて論じているこ
とである。アフリカーナーやアフリカ人ナショナリスト
の歴史意識が，アパルトヘイト政策の形成や抵抗運動の
思想史的文脈で論じられてきたのに対して (Thompson, 
1985; Gerhart, 1979)，イギリス系の歴史家の研究はこれ
まで主としてアカデミズムの枠内でのみ検討されてきた
(Saunders, 1988; Smith, 1988)。それに対して本書は，イ
ギリス系歴史家たちの歴史叙述を社会批判として論じる
ことで，歴史の政治的利用に関する分析の射程を押し広
げるものとなっている。
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　また日本では取り上げられることのほとんどなかった
カラードの歴史について 2章を割いて論じている点も評
価できる。さらに各部の終わりには，その部で扱ったテー
マをより広い文脈に位置付けるための簡潔な解説が付さ
れ，読者の理解を助けている。具体的には，ミルナー・
キンダーガルテンのその後とイギリス帝国における活
躍，ウォーカーとマクミランがそれぞれハンナ・アレン
トの全体主義論，ジョン・オーマー・クーパーのムフェ
カネ論に与えた影響，ネルソン・マンデラと南アフリカ
共産党との関係が説明されている。
　このように本書には，賞賛すべき点が多数ある。しか
し，評者には，本書の主張と南アフリカ史に対する貢献
を踏まえた上で， 本書を南アフリカ史研究の潮流に位置
付けるならば，南アフリカにおける歴史の政治利用とい
う本書が提示した論点をさらに推し進める可能性のある
論点がいくつもあるように感じられる。イギリス帝国史
研究としての本書の位置付けは他誌で論じられると想定
されるため，以下では，南アフリカ史の文脈に絞って，
5点に渡って論じたい。
　第一に，アフリカーナー・ナショナリズムをいかに叙
述に組み込むかという問題がある。本書は明示的な対象
としては南アフリカにおけるブリティッシュ・アイデン
ティティを論じたものであるが，和解の対象としてであ
れ，あるいは反発すべき存在としてであれアフリカー
ナー・ナショナリズムは重要な地位を占めてきたことが
各章の記述に現れている。であれば，紙幅の関係上難し
いということは容易に想像ができるが，アフリカーナー・
ナショナリズムの歴史的な展開と広がりを叙述に含める
ことで，なぜ南アフリカ戦争後の和解に必要性が唱えら
れたのか，またその試みはなぜ失敗したのかが，南アフ
リカ全体の政治状況とともに理解しやすくなったと考え
られる。またカラードとアフリカーナーの歴史的関係を
踏まえることで，第 3部で扱ったカラードの政治運動に
おけるイギリス系との協力関係の歴史的意義がより明確
になったのではないか。
　第二に，南アフリカのブリティッシュ・アイデンティ
ティを追う本書の射程に 1948 年の国民党政権の成立と
アパルトヘイト政策の開始以後の時代が入っていないこ
とが挙げられる。確かにアパルトヘイト体制成立以前に
叙述を絞ることで本書は，ブリティッシュ・アイデンティ
ティの研究としてまとまった内容を提示しているが，そ
れは同時に 20 世紀後半の紆余曲折の歴史を捨象するこ
とによって成り立ってもいる。アパルトヘイト体制の成
立以後，南アフリカのイギリス系住民のアイデンティ
ティは大きく変容した。例えば南アフリカにおけるイギ
リス系白人の歴史について多くの論考を発表しているラ

ンバートは，50 年代にそれまでイギリスとの結びつき
が暗示されていた英語系南アフリカ人（English-Speaking 
South Africans）という名称が，ユダヤ系やその他のイギ
リス以外を出自とする者も含む英語話者の白人というカ
テゴリーを表すようになったと指摘している (Lambert, 
2000: 203)。さらに 1994 年の民主化後，アフリカ民族会
議が政権を握る中で，イギリス，オーストラリアなどに
多くのイギリス系白人が移住した。 上記のようなブリ
ティッシュ・アイデンティティの揺らぎが，毀誉褒貶は
あれ民族としてのアフリカーナーの歴史を一冊の物語と
して語り上げたヒロメーの大著 (Giliomee, 2010) に比肩
するようなイギリス系南アフリカ人の歴史が書かれてい
ないという状況につながっているのだろう。20 世紀後
半を直接扱うことは無理としても，問題の所在を指摘す
ることはできたのではないか。
　第三に，歴史家を扱った第二部と南アフリカ・イギリ
ス関係史というテーマに関して，1994 年以降の南アフ
リカ史の全体的な展開を踏まえて，その史学史的な位置
付けを明確にする必要があったのではないか。といって
も，堀内氏が先行研究を軽視しているというわけでは全
くない。注を一瞥すれば，先行研究が丁寧に検討され新
しい知見が加えられていることは明らかだ。しかし，よ
り大きな観点からは次の 2点が指摘できるだろう。ま
ず，これまでの史学史研究においてもウォーカーとマク
ミランは，リベラル＝ラディカル論争の系譜の中に位置
付けられ論じられてきた (Saunders, 1988; Smith, 1988; 峯, 
2009)。しかし，人種隔離政策の起源を争点とするこの
論争に対して，ポストアパルトヘイト時代の南アフリカ
史の関心の中心は，解放闘争やアパルトヘイトの遺制の
検討に移行している。またその後の影響力という点では
論争に勝利したラディカル派の歴史叙述も見直しを迫ら
れている。例えば，2010 年及び 12 年に出版されたケン
ブリッジ版南アフリカ史への書評 (Sparks, 2013) は，ナ
ミビアなど隣国を捨象した視点と，欧米の歴史学におけ
る文化論的転回など新たな理論を組み込まないその硬直
性を指摘する。このような研究動向を踏まえるならば，
ウォーカーとマクミランという二人の歴史家を取り上げ
る現代的な意義は何であったかが論じられるべきではな
かったか。また上記の研究関心の変化に伴って，南アフ
リカ史にトランスナショナルな視点を持ち込む際も，ブ
ラック・ディアスポラ (Campbell, 1995; Vinson, 2012)，イ
ンド・南アフリカ関係 (Soske, 2017)，解放闘争における
独立アフリカ諸国の協力 (Ellis, 2013) などが重要なテー
マとして浮上している。評者は，「『アフリカ史』を固定
的に捉えず，多様なネットワークを見据えていくことが
重要である」（p.192）という本書の結語に大いに同意す
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るが，であるならば，多様なネットワークの中でのイギ
リス・南アフリカの関係をどのように措定するのかが考
察されなければならないとも考える。堀内氏自身が，本
国と植民地の経験を主な関心に据えるブリティッシュ・
ワールド研究が，南アフリカの親英的な性格を過度に強
調していると批判するのであれば，ブリティッシュ・ワー
ルド研究とは異なるイギリス・南アフリカの関係をどの
ように特徴付けるのかを展開しなければならないだろ
う。
　第四に，南アフリカにおけるリベラリズム研究として
本書を捉えた時に，既存の研究との位置付けが明確に
なっているとは言い難い。これまでイギリス系を中心と
したリベラル派の学者を検討した研究は，彼らが 20 世
紀初頭の南アフリカにおける人種隔離政策に理論的な基
礎を提供しながらも，20 年代以降のアフリカーナー・
ナショナリズムの興隆ととともに，強権的な人種隔離政
策への批判者となっていくというリベラル派の政治的変
遷を描いてきた (Dubow, 1989: chap. 1; Rich, 1984, 1993)。
しかしこれらの研究の主な対象は，当時「原住民」政策
と呼ばれたアフリカ人統治政策の専門家や人類学者で
あった。この分野において本書の独自性を明らかにする
ためには，歴史学者によるアフリカーナー・ナショナリ
ズム及び人種隔離政策への批判には，他の分野を専門と
する知識人と比較して，どのような特徴があったのかが
明確にされなければならないだろう。
　最後に，ロンドンのパーラメント・スクウェアにある
スマッツとマンデラの銅像から叙述を開始し，植民地経
験のゆくえを追い，コメモレイションの問題も指摘する
本書が，ケープタウン大学のセシル・ローズ像撤去を求
め，実現したローズ・マスト・フォール運動に言及しな
いのは奇妙である。牧野（2016）が指摘するように，ロー
ズ・マスト・フォール運動とそこから波及した様々な社
会運動は南アフリカの政治・経済の根本的なあり方に見
直しを迫るものであった。またローズ・マスト・フォー
ル運動は，銅像の撤去こそ実現しなかったものの，ロー
ズの母校であるオックスフォード大学にも飛び火した。
ローズが和解創出のための歴史観において開拓者の象徴
であったとすれば，その像が南アフリカにおいて取り除
かれたことにはどのような意味があるのだろうか。しか
し同時に本書が，学知の脱植民地化が声高に叫ばれる現
在の南アフリカにおいて，歴史学的知識の形成をめぐる
議論を地道に進めるための橋頭堡となることも確かであ
る。
　本誌に掲載される書評としては批判が詳細に過ぎ，ま
た外国語文献が多すぎると思われるかもしれない。しか
し，日本の歴史学においてアフリカ史を一つの分野とし

て立ち上げる必要性が指摘されて久しいにもかかわら
ず，その制度化は全くなされてこなかった 2）。このよう
な状況を考えれば，まずは，欧米及びアフリカでの議論
を紹介しつつその中に日本の研究を位置付けることで彼
我の差を認識し，どのように追いついていくか，また日
本（語）での研究における独自の視点をいかに打ち出す
のかを考えるという作業が大切になるだろう。富永智津
子からの批判に答えた峯陽一の論文の一文をもじって言
うならば，「褒め合っている」余裕はないのだ，という
ことになる (峯, 1998: 77)。そして史学史の流れの中に特
定の位置を占めることこそが歴史書の第一の意義である
とするならば，本書『異郷のイギリス』は十分にその役
割を果たしていると考えることができる。

注

1） この分野の重要な研究として，( 木畑, 1987; 北川・平田, 
1999; 井野瀬, 2004) を参照。ただしこのような傾向は近年変
わりつつある。例えば，本書のテーマに最も近接する研究書
である ( 前川, 2006) は，南アフリカ連邦の形成をイギリス帝
国史の文脈から論じているが，その射程は南アフリカにおけ
る人種隔離体制成立をめぐる論争史や，隔離体制への反対運
動を含んでいる。また大澤はイギリス人道主義の南アフリカ
における展開を，南アフリカ史の文脈でなされた多くの研究
を踏まえつつ叙述している ( 大澤, 2015; 2017)。

2） 近年のものとしては，( 松田, 2015) を，本誌に掲載されたも
のとしては ( 吉國, 2001) を参照。しかし，事態は日本に限ら
れたことではないのかもしれない。堀内氏の訳書『生体認証
国家』の著者であるブレッケンリッジは，南アフリカを対象
とした歴史研究の多くが，まさに南アフリカの学界において
出版後すぐに忘れ去られていくという現状に警鐘を鳴らし，
歴史研究者はお互いの研究を読み，それについて書く，そし
て意識的に史学史を整理するという専門家としての責任があ
ると主張する (Breckenridge, 2007: 231–32)。世界的な人文学
の危機という状況と対比させる形で，南アフリカの人文学全
体の動向をまとめた次の論文 (Breckenridge, 2015) も参照。
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栗本英世（大阪大学大学院人間科学研究科）

　日本のアフリカ研究者による，東アフリカの牧畜民
に関するフィールドワークに基づいた生態人類学的な
研究が開始されたのは，1970 年代のことであった。そ
れを主導したのは田中二郎である。田中は，1974 年と
1975 年の 2 度にわたって，レンディーレ・ランドを中
心に北ケニアの広大な地域の予察を実施した。1975 年
には，当時京都大学霊長類研究所の大学院生であった佐
藤俊が，レンディーレ人のフィールドワークを開始し
た。1976年には，田中と伊谷純一郎が市川光雄を伴って，
北ケニアで広域調査を行った。伊谷も田中と同様，霊長
類，狩猟採集民，焼畑農耕民の次のターゲットとして，
牧畜民にねらいを定めていたのだった。1978 年から田
中を研究代表者とする，科学研究費補助金の交付を受け
た調査隊が結成され，田中と丹野正がポコット人，伊谷
と太田至がトゥルカナ人のフィールドワークを開始した
（田中, 2004: ii-iii; 2017: 254-268, 312-327, 376-384; 伊谷, 
1980: 10-12）。こうして，東アフリカの牧畜民諸社会を
対象とする，京都大学理学部の出身者を中心とした生態
人類学的研究が始まったのであった。
　以後，現在に至るまでの 40 年間，東アフリカの牧畜
民諸社会に関する研究は，おおきな展開をとげてきた。
調査地域は，北ケニアから，国境を越えて隣接するウガ
ンダ北東部とエチオピア南部に拡大し，さらにタンザニ
アも含まれるようになった。また，調査プロジェクトの
メンバーが増員されるにつれ，研究テーマも家畜管理の
技法や，牧畜という生業形態における人間と自然の関係
といった狭義の生態人類学的なものから，長期のフィー
ルドワークと実証主義的なデータ収集という方法論は維
持しつつ，国家との関係，民族間関係，開発やグローバ
ル化の文脈などのなかで，牧畜社会の動態と変化，そし
て持続性を総合的に捉えようとするものに発展していっ
た。ステレオタイプ的な観点からは，伝統的で保守的と




