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研究成果（概要） 

本研究は、20 世紀前半の南アフリカにおけるズールー語による歴史叙述とアフリカ人教育行政との結びつ

きを検討し、アフリカ人教員・学生にとって母語であるズールー語で歴史を書き・読むという行為が人種

隔離政策の進展の中で植民地支配に親和的な方向へと編成されていく過程を明らかにした。	

研究成果（詳細） 
はじめに 
多くの研究がそうであるように、私の研究も実際に調査を始め、専⾨家と話し、史料を読み込んでいく過
程で、その前提がゆらぎ、現地社会の⽬から⾒直すことを強いられた。私の場合、その⾒直しは、「ズール
ー語で読み、そして書くことは歴史的にどのような意味を持つ⾏為であったか」という問いが前景に出て
くるという形で起こった。南アフリカで研究を⾏った⼀年間、私は南アフリカの学術コミュニティの中で
⾃分の研究を認めてもらおうと試み、その過程で新しい⾔語を学び、⼤量の⽂献を読み、多くの研究者と
話をした。⼤変な⼀年であったが、⼤学院に⼊ってからの研究⽣活の中で最も充実した⼀年だったとも思
う。以下では、ズールー語での読み書きの持つ社会的意味という観点から、私が⾏った 1 年間の調査とそ
の成果をまとめたい。 
 
様々なズールー語 
いつものように夜の 10 時にその⽇の研究を終えて⼤学の⾨の内側でウーバー（タクシー）を待つ。ウーバ
ーに乗り込んで運転⼿と挨拶を交わす。はじめは英語で。それからズールー語で。「Sawubona（こんばん
は）」と⾔った後に、「Ayiko inkinga, sikhulume isiZulu na?（ズールー語で話してもらっても構いません
か？）」と訊くようにしていた。タクシーという閉じられた空間は、ズールー語の会話の練習をするには絶
好の場所であった。英語とは違い、ズールー語を話せる⼈として認識してもらうのは容易だ。簡単な挨拶
ができれば、話せるじゃないかと褒めてもらえる。そのため、「この⼤学でズールー語の個⼈授業を取って
います。それで、Ngiyazama ukukhuluma isiZulu.(ズールー語を話そうと頑張っています)」と⾔った時の
反応は、しばしば「Awuzami. Uyakhuluma(頑張っているんじゃないよ。しゃべっているじゃないか)」と
いうものだった。 しかし、今振り返ると、ズールー語の練習に付き合ってくれる親切な運転⼿にさらに次
のように問うこともできたのではないかとも思う。すなわち「Ngikhuluma isiZulu siphi?（私はどのズール
ー語を話しているのでしょうか）」と。実際に質問したとしてもはかばかしい答えが返ってくるとは思えな
かったが、ヨハネスブルクに滞在しズールー語を学び始めると、実際には様々なズールー語があり、⾃分
が習っているのはそのうちの⼀つであるということがわかった（注１）。授業で習ったズールー語を使うと
よく「Deep Zulu」や「isiZulu esindala（古いズールー語）」を話すねと⾔われた。所属していた研究所の
ズールー⼈知識⼈の歴史を専⾨とする Hlonipha Mokoena 教授からはトモヒロが話しているのは、
Textbook Zulu だとも。このような複数のズールー語の存在は、ズールー語話者の地域的多様性だけでな  
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く、「正しいズールー語」を定め、それをズールー語話者に押し付けようとしてきた学校教育にも由来する。 
 インド洋海岸都市ダーバン郊外にあるアフリカ⼈エリート⼥⼦校のイナンダ・セミナリーを訪れ、その
アーカイブを利⽤した時にアーキビストと話して分かったのは、この学校にある最も古い本は私が所属し
ていたヴィッツ⼤の⾔語学者 C. M. Doke が書いたズールー語⽂法の教科書（Textbook of Zulu Grammar）
であるこということであった。ズールー⼈の学⽣は正しいズールー語を書くために、⽩⼈⾔語学者の定め
た規則に従って話し、読み書きすることが求められていたのである。アフリカ⾔語で書くことが精神の脱
植⺠地化につながるとするケニアの⽂学者グギ・ワ・ジオンゴの主張とは反対に、ズールー⼈が⾃⾝の⾔
語で書くことは、⾃分の⽂化を守り、植⺠地⽀配に抵抗の姿勢を⽰すことには単純にはつながらないので
ある。ズールー語で読み、また書くことは、⾃⾝の⽂化を保ち⽴ちたいというズールー⼈知識⼈の⺠族主
義が植⺠地主義に分かちがたく結びついていく過程であったのだ。 
 
ズールー⽂学及びズールー史という科⽬ 
そのような⺠族主義と植⺠地主義のからまり合いの事例として、イギリス系⽩⼈⼥性篤志家のキリー・キ
ャンベルが主催したズールー歴史エッセイコンテストを挙げることができる。1912 年、42 年、50 年と３
度にわたって開催されたこのエッセイコンテストにおいて、⼤きな間隔をおいてではあるが、エッセイを
書く際に使⽤された⾔語は、 ズールー語の割合が後年ほど⾼くなっている（注２）。これには、1920 年代
以降ナタール州におけるアフリカ⼈教育において同地に住むアフリカ⼈のほとんどが⺟語とするズールー
語による教育、ズールー⽂学・ズールー史が重視されたことが影響している。そしてこの⽅針を後押しし
たのが、1920 年に主任教育視学官に就任した Daniel Mck. Malcolm であった。⽩⼈教育官僚であったマル
コム⾃⾝ズールー語を話し、ズールー語の読本も執筆している。彼の指導のもとでズールー⽂学・歴史は、
都市化によって、また宣教師による教育の浸透によって失われつつあるズールー⼈の伝統⽂化を保持する
ことを⽬的とした科⽬として再編されたのである。それゆえに、ズールー⼈の⽂化の再興という⽬的は、
植⺠地統治と密接に結びついていた。例えば、1930 年代半ばまで広く利⽤された教科書は、ズールーラン
ドの⾏政官 James Stuart が執筆した歴史書であり、ズールー⼈学⽣は、ズールー⼈は独裁的な⾸⻑のもと
でこそ適切に統治されるという考え⽅を持った植⺠地官僚の教科書を⽤いて⾃⾝の伝統を学ぶことが期待
されていたのである。 
 ズールー⽂学・歴史という科⽬は、しかし、植⺠地権⼒によるアフリカ⼈の訓育という側⾯だけでなく、
⽩⼈官僚とアフリカ⼈エリートの協調という側⾯も併せ持っていた。史料で確認できる限り、ズールー⽂
学・歴史という科⽬の開始直後は⽩⼈⾏政官がズールー語で書いた読本や英語からの翻訳本が教科書とし
て使われていた。しかし、30 年代半ば以降ズールー⼈⾃⾝が執筆した歴史書・⽂学書が教科書として採⽤
されていくのである（注３）。この流れを促進したマルコムは、ズールー⼈教員を組織し、ズールー語で書
かれた原稿を募集し、内容を精査し、出版するという体制を作り上げた。そして、この体制ゆえに、ズー
ルー語で書かれた歴史書・⽂学書は植⺠地体制に対して両義性を持つこととなったのである。⼀⽅でズー
ルー⼈の誇るべき伝統を描き、植⺠地化によって主権が失われたことを嘆きつつも、他⽅でキリスト教化・
⻄洋化によってズールー⼈が⽂明の階梯を上ったことを寿ぐのである。この両義性は、コンテストに応募
された歴史エッセイにも当てはまる。300 本以上あるエッセイの傾向を端的に述べることは難しいが、「部
族」の歴史を語るにあたって執筆者の多くは、先祖の英雄的⾏為を記述するとともに、植⺠地化以後のキ
リスト教化・⻄洋的⽣活の導⼊の過程を描いている。 
 
両義性（曖昧さ）の縮減 
Shula Marks に代表される南アフリカにおけるアフリカ⼈知識⼈を扱った研究は、彼らの植⺠地主義に対
する両義的な態度を明らかにしてきた（注 4）。アフリカ⼈知識⼈たちは、⼀⽅でミッション教育への愛着
から良きキリスト教徒としての⽣活を⾝につけることを⽂明化と同⼀視し、南アフリカ政府に対して⽂明
化したアフリカ⼈の権利を主張しつつも、他⽅「アフリカ⼈の伝統」を利⽤した⼈種隔離的統治体制が形
成されていく中で⾃⼰の利益を保持するために伝統的権威に寄り添う姿勢を⽰していったのである。本研
究が対象とした史料における歴史叙述にもマークスの提⽰した両義性という特徴を⾒ることができる。 
 教科書や歴史エッセイは、⼀⽅でズールー王シャカや部族の英雄の活躍を描写しつつも、⽩⼈⽀配のも 
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とでアフリカ⼈社会が発展を遂げたとも述べるのである。ズールー語による歴史叙述とそれを読む⾏為は、
植⺠地⽀配への恭順と抵抗が折り重なって⽣じた場であったと考えることができるだろう。 
 しかし、本研究の意義は、ズールー⽂学・歴史という科⽬における両義性を指摘することにとどまらな
い。アーカイブ調査によって収集した史料は、教科書やエッセイが実際にはどのように読まれることが想
定されていたかを明らかにする。まず、ナタール州教員資格試験におけるズールー⽂学・歴史の問題と試
験官の報告書を分析することで、植⺠地⽀配に対して曖昧な態度を⽰す歴史書や⽂学書が、学校教育の現
場においては、⽩⼈と⿊⼈の⼈種間協調や、⽩⼈⽀配下でのアフリカ⼈の社会的・経済的発展に⼒点を置
いて読み込むべきであるとされていたことを明らかにした（注５）。また歴史エッセイに関しては、コンテ
ストの審査官であるマルコムが、カトリック宣教師 A.T. Bryant の Olden Times in Zululand and Natal を
参照し、個々のエッセイがこの歴史書に対して新しい情報を付け加えているか否かを重要な評価基準とし
ていたことがわかった。ズールー王シャカによるズールーランド統合を叙述の中⼼に据えた（この⾒解は
1920 年代以降のアフリカ⼈統治政策の公式⾒解とも⼀致する）ブライアントの著作を基準として⽤いるこ
とは、応募されたエッセイに対して統治に役⽴つ歴史的事実の提供という観点から裁断を下すことにつな
がったのである。書物・エッセイの実際の利⽤を検討することで本研究は、ズールー知識⼈の両義性とい
うマークスが築いた潮流を乗り越え、植⺠地統治制度の⼀部としてのズールー⽂学・歴史教育には、ズー
ルー⼈の歴史を描くという⾏為における両義性を縮減させる、すなわち統治に親和的な⽅向へとズールー
語を⽤いて読み、書くという⾏為を組み替える機能があったことを明らかにした。 
 以上の研究成果は、これまでズールー語で書かれた書物・作⽂を中⼼的な史料として⽤いた研究が少な
く、また既存の研究の対象も著名な知識⼈に限られていることから、南アフリカにおけるアフリカ⼈思想
史・教育史に⼤きな貢献をするものであると考えている。また上記の内容を所属先のヴィッツ⼤学及びケ
ープタウン⼤学のセミナーにて発表し、好評を得た。今後は、現地指導教官 Keith Breckenridge 教授の勧
めもあり、本研究成果をヴィッツ⼤学に本拠を置くアフリカ研究の学術雑誌 African Studies に投稿し、学
術論⽂として発表することを⽬指している。 
 
注１ ズールー語の多様性については、Mark Sanders, Learning Zulu: A Secret History of Language in 
South Africa (Princeton: Princeton University Press,2016) 及び Jacob Dlamini, “Isizulu Phaqa,” Safundi 
18,no.1(2017)を参照。 
注 2 1912 年は応募されたズールー史に関するエッセイ 9 本すべてが英語で書かれていたのに対し、1942
年は 110 本中 95 本が,1950 年には 180 本中ほぼすべての 176 本がズールー語で執筆されている。2019 年
10 ⽉に提出予定の博⼠論⽂には、このズールー歴史エッセイコンテストに応募されたすべてのエッセイに
ついて、作者名・所属・使⽤⾔語・エッセイの概要・主な使⽤資料（参照書籍の名前・聞き取り対象者な
ど）をまとめた表を附す予定である。 
注 3 ナタール州原住⺠教育省の機関紙 Native Teachers Journal の記事より、1930 年から 1950 年までに
教科書として指定された歴史書・⽂学書の⼀覧表を作成した。こちらも、主な教科書の梗概と合わせて博
⼠論⽂に記載する予定である。 
注 4 Shula Marks, The Ambiguities of Dependence in South Africa: Class, Nationalism, and the State in 
Twentieth-Century Natal (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986). 
注 5 例えば、1943 年の教員資格試験問題は、A.I. Molefe と T.Z. Masondo のズールー⼈を中⼼とした南
アフリカのアフリカ⼈に関する概説史である Ezomdabu Wezizwe Zabansundu Nezokufika Nokubusa 
Kwabelungu (⿊⼈の諸⺠族の起源及び⽩⼈の到来と彼らによる統治について)に基づいて、1879 年のズー
ルー戦争の歴史的意義について問う問題が⽤意されていた。学⽣たちは、この戦争におけるイギリス軍の
勝利によってズールー⼈の主権が失われたことをデメリットとして、⽂明的な⽣活（inhlalo yokukhanya）
がもたらされたことをメリットとしてあげることが求められていた。 Charles Mpanza, “Outlines of 
Answers and Scheme of Marking, Native Teachersʼ Fourth Class Certificate (T.4) Examination, 1943. Zulu 
History and Literature.” The Papers of Zulu Society, Box 16, VII:6:1: Mpanza Examination Questions and 
Answers, National Archives of South Africa, Pietermaritzburg Archives Repository.  
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留学中の生活・研究でのトピックス 

学術コミュニティについて：南アフリカの学術コミュニティの特徴は非常に真剣に議論することだと、学会・セ

ミナーに参加して感じた。指導教官の Keith	Breckenridge は、参照すべき文献に関する助言から草稿へのコメ

ントまで非常に熱心に指導してくれた。またズールー知識人の歴史の専門家でもある Hlonipha	Mokoena は研究

への助言だけでなく、共同キッチンで会うと必ずズールー語を教えてくれた。他にも実に多くの研究者が、研究

への助言・ワークショップへの招待など様々な形で私の研究をサポートしてくれた。今後、南アフリカ研究者の

一人としてコミュニティに恩返しできればと考えている。写真①はケープタウン大学での発表時のもの。学会

後、皆で合唱している。	

	

圧倒的運動不足：ヨハネスブルクに住んだ一年は、圧倒的に運動不足であった。通学にはタクシーを使い、運動

らしい運動は全くしなかった（その時間もなかったが）。自転車での通学も考えたが、指導教官の That’s	crazy!

の一言で却下となった。友人の大学院生 Reneé は唐辛子スプレーを携帯しながらジョギングをしているそうだ
が、ちょっと物騒な気がして結局何もしないまま一年が過ぎてしまった。日本に帰る間際に、ルネと彼女の甥っ

子たちとラグビーをして遊んだが、翌朝ひどい筋肉痛になった。	

	

隣の詩人：南アフリカ留学中に所属していた研究所には、小説家や詩人がライティング・フェローという形で滞

在していた。研究室が隣であった詩人の Makhosazana	Xaba は、自宅での刺繍出版記念パーティーに招いてくれ

たりと、何かと気にかけてくれていた。写真②はその時のもの。皆、彼女が割り当てた詩を朗読した後、感想を

言うという試練を乗り越えてホッとした顔をしている。写真③は同じくフェローであったジャーナリストの
Bongani と。 
 

ズールー語での読書経験について：ズールー語で書かれた文学書・歴史書とその利用の歴史に関する私の見解
は暗いものだ。ズールー文学・歴史という科目は抵抗の契機をも含む歴史叙述を植民地統治の技法の一部へと

還元してしまった、と主張しているのだから。しかし、教育省の文書という史料を超えて、教室や家庭でズール

ー語の本を読んだ人々の経験を捉えようとするとき、この主張はどれほど的を獲たものであるのだろうか。隣

室の詩人 Xaba が私の研究室を訪れたときに、私はズールー人の慣習と伝統を伝える M.J.	 Mpanza の

UGuqabadele:	Incwadi	yamasiko	esizwe	sakwa	zulu.という教科書を読んでいた。この本自体は白人に融和的

な、保守的な政治姿勢を示すものである。しかし、Xaba は彼女が子どものときに家にあった数少ない本の一つ

としてこの本を記憶していた。論文や本での言及や私のズールー語の教師であった Mbali	Manatha や、Xaba な

どアパルトヘイト時代に教育を受けた人々の回想からは、ズールー語で書かれた本を読むことがアフリカ人を

民族ごとに分け、統治していくという支配体制に利するのみではなかったことがわかる。Xaba は彼女の家に少

数ながら本があったことは、アパルトヘイト体制が黒人から彼らが自身で知識を身につけていく手段を奪い切

ることができなかったのだ、ということを示しているという。今後の調査では、アーカイブズ史料のみでは捉え

ることのできない、ズールー語の本を読むという経験をインタビューによって明らかにしていきたいと考えて

いる。 

今後の社会貢献 
1.	ズールー語で書き・読むという経験を記録し、保存すること	

今回の留学中に南アフリカのアーキビストと親交を深めることができた。特に先に述べたインタビュー調査と

関わることであるが、調査中に作成した資料を自身の研究にのみ活用するのではなく、より多くの人が利用で

きるようにアーカイブに受け入れてもらうということも考えている。それは、アパルトヘイト終焉後、使用言語

において英語への一極化が強まる中でアフリカ言語の一つであるズールー語で書き・読む経験がいかなるもの

であったのかを記録し、保存することにつながるだろう。	

2.	南アフリカ・日本間の歴史研究における学術交流	

南アでは、日本のアフリカ研究や広く日本一般について広く知られているとは言えないが、歴史研究者の間で

は日本のアーカイブズ管理・史料保存のあり方について関心が高かった。特に、東日本大震災後、被災した史料

の保存修復活動について紹介したことはとても喜ばれた。アパルトヘイト体制下での暴力に関する真実和解委

員会など過去を明らかにし、保存する多くの取り組みがなされているからであろう。長期的な話になるが、ケー

プタウン大学の Archive	and	Public	Culture など南アにおけるアーカイブズ研究の拠点と協力し、日本と南ア

で知見を交換していけたらと考えている。写真④はヴィッツ大のアーカイブにて、アーキビストのゾフィーと。	

3.	日本での研究の還元	

南アフリカでは、非常に充実した研究生活を送ることができた。今後は、日本の大学での講義や論文・エッセイ

など様々な形で南アフリカの歴史・社会について紹介できればと考えている。	



 

写真 1. ケープタウン大学での発表後 

 
 

写真２. Xaba の出版記念パーティー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3. ボンガーニと 

 
 

写真 4. アーカイブにて 

 


