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教育とコロニアリティ
―�独立運動過渡期のニューカレドニア�―

鈴　木　隆　子

１．はじめに

昨年、客員研究員としてオーストラリアに長期滞在した際、フォーマルな学会からインフォーマ
ルな居酒屋での討論に至るまで多くの議論の核となる概念がポストコロニアルであったことは、新
鮮な驚きであった。2017年秋にニューカレドニアで開催されたオセアニア比較国際教育学会で議論
された最も大きな教育における課題はポストコロニアリズムで、３日間に渡る大会プログラムに中
で、「postcolonial」「indigenous」「marginized」等のつく報告は57件中10件であった（OCIES, 2017）。
つまり全体の約２割を占めることになる。日常生活においても、アボリジニーの方と直接話をする
機会こそ恵まれなかったが、アボリジニーの話題に接する機会はたくさんあった。それほどまでに
ポストコロニアリズムはこの地域においてホットな議題であった。また比較国際教育学会という、
他の教育学会よりもずっと国際的で多様性について理解が進んでいる学会においてさえも、この分
野の研究者におけるコロニアリティに基づく不平等な関係が存在し、ポストコロニアルな視点が欠
けているという指摘がある（Takayama et al, 2017）。

一方で、大洋州地域の至る所でキャプテンクックは英雄であり、所縁の地がたくさんあったのも
意外であった。2011年から2017年まで研究プロジェクトに関りほぼ毎年訪れた南米コロンビアでも、
かつて日本語教師として滞在したブラジルでも、さらには北南米のほとんどの地域を旅したが、こ
れほどまでに大衆レベルでコロンブスに触れる機会など全くといっていいほどなかったからである。
入植前はアボリジニーは土地を所有していなかったのだから土地は誰の物でもなく入植は侵略や占領
ではないと、オーストラリアの大学教育関係者が当たり前のように口にしたことにも衝撃を受けた。

さらに多民族共生国家と白豪主義の間に揺れるオーストラリアだからかと他人事のように受け取っ
ていた私に、明治以降のアイヌの土地収奪や同化政策、さらには第二次世界大戦前のアジア植民地
政策、そして戦後続く補償問題等、日本人にとってのポストコロニアリズムを突きつけられ、それ
は自分の問題でもあるのだと今更ながらはっとした。

この問題は、実は太平洋地域だけに留まらない。現在全世界が傾倒しつつある右翼化やその重要
な要因の一つである移民問題とこの問題は大きく関わっている。様々な国で右翼派のリーダーが好
まれ、ナショナリズムが台頭しているひとつの大きな要因は、移民問題である。欧州に流れている
大量の移民や難民の多くは、旧植民地から旧宗主国への移動である。多民族化あるいは多様化の容
認は素晴らしいことである一方、衝突や不満の要因になっていることは否めず、これに帝国主義思
想や植民地主義思想は無関係ではありえない。

そんな中で最も衝撃を受けたのは、先の学会におけるポストコロニアリズムと教育に関する議論
の中で、様々な大洋州の立場から意見交換がされる中、ニューカレドニア大学の会員の「私たちは
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未だポストコロニアルにさえ至っていない。まだコロニアルの真只中なのだ。」といった言葉だっ
た。私はこれまでカナダ、ブラジル、コロンビア、ペルー、インドネシア、ミャンマー、ネパール、
ベトナム、スリランカ、ザンビアで教育に関わる調査や研究をしてきたので、ポストコロニアリズ
ムに関して理論も現状もある程度理解しているつもりだった。それらの国はかつてイギリス、ポル
トガル、スペイン、オランダ、フランスの植民地であり、独立後も旧宗主国の影響を色濃く受け、
それにまつわる課題もあった。しかしどの国も独立していた。アフリカや南アジアの多くの国は今
も貧困や教育等様々なコロニアルな課題を抱えているけれども、植民地ではなかった。コロニアル
からネオコロニアルへの移行はどれくらい良くなったのか悪くなったのかわからないが、21世紀の
現代に未だ植民地であり、コロニアリティに苦しんでいる教育の現場が存在することに改めて衝撃
を受けた。折しもニューカレドニアは2018年11月に独立の是非を巡って住民投票が実施される。そ
れを控えて島にはすでに様々な思惑の機運が入り混じっている。このような政治的な転換は教育の
現場にどのように影響するのだろうか。また、このような情勢の中で教育はどのような役割を果た
すのだろうか。

歴史的に、教育の果たしてきた役割は非常に大きい。イギリスやフランスの植民地帝国において
教育は中心的役割を担ってきたが、特に比較教育は植民地に教育制度を構築する上で大きな役割を
果たしてきた（Takayama et al. 2017）。かつて多くの国が独立を達成した時、その原動力となったの
は旧宗主国等へ高等教育留学をした学生たちだった。インドネシア独立時においても、リーダーと
なったのはオランダ等への留学をしたエリートたちであり、独立運動において教育の果たした役割
は大きい（鈴木、1997）。一方、時に教育はコロニアリティを推進する力をもつ。例えば、日本政
府は1901年に「旧土人児童教育規程」を設置することにより、日本語による同化教育を強制し、初
等教育の内容を簡素化することでアイヌに対する差別扱いを恒久化しようとした（本橋、2005）。こ
れらのインドネシアのケースも日本のケースも、20世紀において帝国主義からポストコロニアリズ
ムにかけてパラダイムがシフトしていく過程において起こった事象であるが、ほとんどが脱植民地
を終えた21世紀の今はポストモダンあるいはポストコロニアル・エラの真只中である。このような
異なるパラダイムの時勢において起こる独立の動きは、異なる動きを見せるのではないだろうか。

したがって当研究は、ポストモダンあるいはポストコロニアルのパラダイム下の現代に、コロニ
アリティはどうシフトしていくのか、そしてその動きの中で教育はどのような影響を受けるのか、
またどのような役割を果たすのかについて明らかにしようとする。そのような試みにおいて、本論
は序章として、その基盤となる基礎的な状況の整理と11月４日の住民投票の直前の小学校をとりま
く現状について報告するものである。

２．植民地に纏わる議論

２．１　植民地主義
周知の通り、欧州の世界進出は1492年にスペイン王室の命を受けたイタリア人のコロンブスが新

大陸に到着することによって幕を開ける。これ以降、欧州が経済的、政治的、軍事的、文化的に世
界を支配する近代が始まった（本橋、2005）。一般的に、この行為を説明するイデオロギーとして

「植民地主義」と「帝国主義」の二つが同義語として使用されることが多いが、「植民地主義」は植
民地における現実と支配を可能にする制度であり、フランスでナポレオン３世が産み出し19世紀の
イギリスで使われ始めた「帝国主義」はそれを正当化する帝国側の大義名分である（Young,2001）。
本稿は植民地としてのニューカレドニアのリアリティを実証することを目的とするため、「植民地主
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義」を使用する。また、征服目的ではなく新世界探検と貿易が目的であった当初の欧州人の植民地
入植は、19世紀後半から植民地支配へと移行したが、後半の1880年代から第一次大戦までの植民地
支配の時代が帝国主義の時代とされる（平野、2002）。本稿は、ニューカレドニアが植民地化され
た19世紀の帝国主義時代だけではなく21世紀の今日まで、帝国主義時代が終わった後の植民地につ
いても論じるので、植民地帝国はもう過去のことと解釈されないためにも「植民地主義」を使用す
るのが妥当であると考える。
「植民地主義」の制度機能として、本橋（2005）は、経済、政治、思想・文化・表象レベルの三

つの局面が絡み合って、欧州の政治・経済システムが発展するために、世界システムが中央から辺
境へと展開されたとした。植民地の形成時期に、中心となる宗主国では近代国民国家が成立したが、
それは貨幣制度、学校教育、公用言語、軍隊等の合法的制度の強力な国家制度に支えられており、
それが国家の延長である植民地にも浸透すべく統治が行われていった（ibid.）。

近代国家を形作ったのは「ナショナリズム」の概念である。ナショナリズムが自己の優秀さを誇
りにさせ、人種主義や国家主義が他者に負の価値を押し付ける差別的発想を生み、自己と他者を差
別化し、周辺の劣った他者を「文明化」しなければならないという使命を帯びた（ibid.）。

それが、優れた文化を劣った文化に導入し変革させるのが責務であるという「文明化の使命」で
ある。バンセル他（2011）は、法、政治、経済、表象に分類し、共和制の観点から分析した。共和
制の中心的概念は「自由」「平等」「友愛」である。植民地帝国の元となるモデルは共和制のローマ
帝国で、文明の中心であるローマは、劣った野蛮人を服従させ、ローマの進んだ法と行政制度と技
術を未開の地にもたらした。中心であるローマがその文明を外に広めて「文明化」するのはローマ
人の義務で、ローマ人以外の民族を統治するのは、その人たちのためである。ローマのモデルでは、
共和制の特権階級が大衆に命令するが、その「命令・支配」の側面が統治、命令、文明化である。
帝国の統合には共通の文化が必要で、領土や富ではないとする（ibid.）。

そこにキリスト教の「救済」という命題が結びつき「文明化の使命」の概念に拍車がかった。イ
ギリスやフランス等の国は宣教師的な理想をもっており、自分たちは他の世界に介入し、自分たち
の文化を押し付ける権利と義務があると考えていた（ibid.）。

文明化を広める中心的文化の価値を定めるに当たって「ヨーロッパ至上主義」の価値観がそれを
正当化した。植民地支配の共通文化の中心は「白人のヨーロッパ系の人々、ギリシャ・ローマの文
化、キリスト教」である（ibid.）。白人の統治、法、経済、科学、言語、音楽、芸術、文学が文明で
あると言う考え方である（ヤング、2005）。つまり、これらのヨーロッパ文化が最も優れた文化で
あり、非ヨーロッパには文化はない、あるいはその文化はヨーロッパに劣るという価値観である。
それに基づき、ヨーロッパ側の言い分は、植民地の旧体制の「家父長主義」を廃止して、ヨーロッ
パの近代的な病院や学校や道路を建設し、文化的な「自由」「平等」「友愛」を導入することにより、
被抑圧者を救済し文明をもたらす。その恩恵を受けるためにはこれまでの神話、儀式、言語、習慣
等は捨てなければならない。このトレードオフの中に「自由」「平等」「友愛」の名の下に実は「服
従」「ヒエラルキー」「排除」であるという二重基準があり、これがどんな非道なことを行っても正
当化されて、ヨーロッパ人の罪悪感を喚起させなかった。

もう一つ重要な概念に「人種」がある。自民族が他民族より優れているという人種意識が他民族
支配を肯定した（平野、2014）。植民地における土地の権利は、富の根源と能力をもつヨーロッパ
人の血によって正当化された（バンセル、2011）。ユゴー（1795）は、ヨーロッパとアフリカの間
には「文化的、政治的、宗教的断絶」があり、この二つの人種は互いに反発して交わらないので、

（1） 住民を文明化する（2） 土地を植民地化する、のどちらかを選ばなければならないと述べている。
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ルナン（1871）は、労働者の人種は中国人、農地の労働者は黒人、主人と兵士は白人として生まれ
たと述べた。このような人種に関する固定概念は差別を正当化し、次のような考え方を生じさせた。
自由、幸福追求、所有は人間の自然権であるが、非ヨーロッパ人には認められない。粗暴で動物的
で粗暴な原住民とは平等な「契約」を結ぶことはできない。原住民は理性的な存在ではなく、所有
も労働も耕作も知らない。したがって入植者が土地所有者となるのは正当である。原住民はヨーロッ
パ人のようにきちんと耕せないので、大地はヨーロッパ人に託されるべきで、居候である原住民は
排除されるべきとした。

植民地支配を広く肯定的にヨーロッパに定着させたのは「異国趣味（エキゾチシズム）」特に「オ
リエンタリズム」であった。それまで未知だった新世界について知りたいという知的欲求は、新た
な空間認識を生み出し、16世紀以降の大航海や地図の作成、1830年以降は探検に関する展示会や地
理学会等を促進した。これによって東洋の神秘的な楽園のイメージが広まったが、その地の主体で
ある住人の存在は不在だった（バンセル他、2011）。1924年にイギリスで、1931年にフランスで開
催された植民地博覧会は、ロマンチックなヨーロッパ人の作り上げた理想の異国像が展示された

（ベッツ、2004）。
こうして「ヨーロッパ至上主義」「それぞれの使命をもった人種」「文明化の使命」「キリスト教的

救済」「オリエンタリズム」等の概念によって植民地支配は正当化されたが、19世紀以降それは宗
主国ごとの持論をもった。アメリカは「明白なる天命（1845）」イギリスは「白人の責務　（キプリ
ング）」フランスはカトリック及び共和制の立場から「文明化の使命」、そして日本は「欧州列強か
らアジアの解放」を大義名分に植民地支配を正当化した（バンセル他、2011）。本稿ではフランス
の「文明化の使命」による植民地支配に関して後述する。

２．２　ネオコロニアリズム
第一次大戦は旧宗主国の国力を弱めると共に、植民地支配のイデオロギー基盤も弱体化させた

（Young, 2001）。そこで国益を超えた国際的な責務を担う「国際的信託」という概念が生まれたが、
それは世界発展のために植民地の発展が必要であり、そのために進歩している西欧諸国が遅れた植
民地の活動を指導するということにとどまった（ベッツ、2004）。続く第二次世界大戦はさらに旧
宗主国の力を弱め、「脱植民地」の原動力となり、ヨーロッパ人のイデオロギーを揺さぶり、その行
動の不公平さを明白にした（ibid.）。植民地帝国が崩れた理由は三つある（Young, 2001）。（1） ソ連、
中国、キューバ等共産圏からの積極的な支援に支えられた植民地の人々の抵抗が増大した（2） 二つ
の大戦からの疲弊により欧州の国力が弱まり、金のかかる植民地を支配する余裕がなくなった（3） 

アメリカ等新勢力が、欧州の植民地貿易が自身の経済成長を妨げるものとして圧力をかけてきた。そ
の結果、「脱植民地」の動きが活発化し、戦後アフリカやアジアの植民地が次々に独立していった。

しかし、独立を果たし国家となっても、直接支配が間接支配に変わっただけで、現実的には帝国
時代と同じような西洋と非西洋の不平等な関係が続いた。1961年「ネオコロニアリズム」は、独立
したばかりのガーナから発信された。独立はしたものの、政治経済ともに旧宗主国に牛耳られてお
り、独立とは名ばかりで、植民地支配は継続しているという批判である（Young, 2001）。また植民
地支配は「国際開発」に名を変えて、旧宗主国が「援助国」となり、旧植民地である「発展途上国」
に開発プロジェクトが実施されたが、その単発的なプロジェクトは西洋の発想を基に西洋主体で現
地を客体として実施された（ibid.）。このような不平等な関係を批判する立場として1960年代から
1980年代にかけて「ネオコロニアリズム」「依存理論」「世界システム論」「自由主義」「新自由主義」

「金融論」「援助協調」「内発的発展論」等が主張されるようになった。特に Wallerstein（2011）は、
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全ての分野の不平等な問題を「世界システム」として分析し、その社会構造のメカニズムを浮き彫
りにした。

不平等な関係は教育にもみられる。例えばパキスタンの教員養成は旧宗主国の影響を多大に受け
ている（Khoja-Moolji, 20017）。植民地ではなくても、その国の少数派に押し付けられるコロニアリ
ティも存在する。例えば Suarez-Krbbe and Castro（2017）はアメリカのネイティブインディアン、
スペインのジプシー、ポルトガルのアフリカ系ポルトガル人の例を取り上げている。西洋と非西洋
の不平等な関係は、グローバル化の進む今日においては一対一の国ごとの関係を超えて、私たちに
身近な教育にもみられる。Stein（2017）は、昨今流行の高等教育の国際化の影に知識の植民地的な
政治関係が隠れていると指摘している。Riyad（2017）は欧米の大学が上位を占める大学世界ランキ
ングにも西洋的視点を指摘する。

２．３　ポストコロニアリズム
このような不平等な現状の批判に応えて解決策を見出すために「ポストコロニアリズム」が英米

で生まれた。「ポストコロニアリズム」とは、21世紀の今日も続く西洋と非西洋の支配的関係を改
め、地球上の全人類の物理的・文化的な幸福に同等の権利を主張し、不平等に対する闘いに活用す
るための政治哲学である（ヤング、2005）。そのために、ポストコロニアリズムとは、植民地時代
の抑圧されてきた人たちの視点から近代史を捉え直すことを提唱する（本橋、2005）。したがって、
その分析方法は、これまでのイデオロギーや理論が西洋の視点で構築されてきたのに対し、その理
論的視野を非西洋に移し、西洋以外で構築された知識や要望を再評価して、これまでの西洋的な視
点を問題視することである（ヤング、2005）。つまり、植民地化の議論において、これまで西洋主
体の視点で、現地人は客体として植民地が語られていたものを、現地人主体で考えるということに
よって、いかに従来の考え方が不適切かを指摘するものである。考察する対象は主に「民族」「言
語」「知識」「教育」「国家」「人種」「土着」「生産と消費」「グローバリゼーション」等である（Ashcroft

他、2006）。旧ソ連から独立した国々では、ポストコロニアリズムだけではなくポスト共産主義の
視点もかかわってくるように、旧宗主国の社会的価値感も影響する（Silova et al,2017）。さらにポス
トコロニアリズムはその性質や目的から、一定の成果を見せる「フェミニズム」「環境」等横断的課
題や広い意味での社会主義と共通点をもつ（ヤング、2005）。

1980年頃からポストコロニアリズムが成果を挙げている要因として（1）大戦中の人道的犯罪に
対する反省と戦後賠償から旧宗主国にも和解に向けた真摯な態度が増長してきたこと（2）1990年
以降の東西冷戦の終結や民族戦争で民主化が進み旧植民地の被害者の存在が再認識されたこと（3）
悪化する貧困や格差や環境等の地球課題に対して従来の国家枠組みでは解決できなくなったことが
挙げられる（本橋他、2005）。

しかし、フランスではポストコロニアリズムはあまり浸透しておらず、しかもその理解は上記の
英語圏の議論とは異なり、ポストコロニアリズムとは植民地の過去を批判的に検証することによっ
て、普遍的な西洋の思想を問い直すことだと認識されている（平野、2014）。フランスのポストコ
ロニアリズムは、社会に溶け込めない旧植民地出身の移民問題が発端となっており、植民地批判を
する立場の人は、フランスはニューカレドニア等海外領土があるので、まだポストではないと考え
ている。一方、ポストコロニアリズム反対の立場をとる人は、植民地支配の過去を批判することは
国民の一体性が失われると考えている。つまり、フランスは平等や自由を重んじる共和主義だが、
ポストコロニアリズムによって多様な価値観から多様な移民が多様な主張をすれば、彼らが直面し
ている差別を告発することになり、国家が転覆することを懸念しているのである（ibid.）。そうであ
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るとすれば、独立の可否を問う国民投票を行うニューカレドニアを取り巻くフランス本国の基本的
なイデオロギーは、英米のポストコロニアリズムより従来の植民地主義に近いということになる。
これを踏まえて、次は植民地側のニューカレドニアを中心に論述する。

３．ニューカレドニア

３．１　フランスの植民地
フランスの植民地支配は、16世紀から18世紀にかけての絶対王政期の北中米やインドを中心とし

た第一期植民地と、フランス第三、第四、第五共和制の下、1830年から1962年までのアルジェリア
支配期間を第二期植民地帝国の二期に別れる（平野、2002）。第一期は富をもたらす利権としての
植民地、第二期は植民地帝国を築く野望の対象としての植民地であったが、どの時代も植民地は同
化の対象ではなく、単なる地理的領土の拡大であって、フランスが国家として植民地問題にコミッ
トしたことはなかったし、選挙の争点にもならなかった（レイモンド、2004）。

第一期は1534年、カナダ北東から始まり、1760年までケベックがヌーベルフランス領有地の首都
だった（Quebec, 2013）。さらに、1699年にミシシッピ川流域にルイジアナ植民地が樹立された。フ
ランスにとって植民地は本国に富をもたらしてくれる存在であったが、最も大きな役割を果たした
のは、カリブ海周辺だった（平野、2002）。1624年にフランス領ギアナ、1650年にはサン・キット
島にも入植した。フランス・アメリカ会社は1635年、グアドループとマルティニックに植民地を創
設し、1650年にサン・ルシア、1664年にサン・ドマング（ハイチ）に入植した。アフリカにおける
フランス進出は、1624年西アフリカのセネガルの海岸部交易拠点の樹立に始まる。1664年にフラン
ス東インド会社が創立されるとアジアやインド洋にも進出し、インドでは1673年から1739年にかけ
て一部が植民地となった。インド洋では1642年ブルボン島（レユニオン）、1718年ル・ロワイヤル
島（モーリシャス）、1756年セイシェル諸島がフランス領となった。

しかし18世紀に英国との間で第二次100年戦争が起こり、これらのフランス植民地の多くが英米
の手に渡り消滅した（平野、2002）。また1791年にサン・ドマングで発生した黒人奴隷革命により
1804年にハイチ共和国が成立した。その後、講和条約でカリブ海のマルティニック、グアドループ、
セント・ルシア、南米の仏領ギアナ、セネガルの交易拠点、インド洋のレユニオン、インドのポン
ディシェリなどがフランスに返還された。インドは1954年にインドに変換されるまでフランス領
だった。この時代から今も残るフランス領土は現在「海外県」と呼ばれ、フランス本土と同じ扱い
を受ける。

大きな転換点として、1792年に大革命を経て絶対王政が終わって第一共和制（1792-1804）が始
まり、いよいよ「文明化の使命」が正当化された（バンセル他、2011）。さらに1798年のナポレオ
ンによるエジプト遠征から生まれたエジプトマニアにつながる「オリエンタリズム」が盛んになっ
た（ibid.）。

これらの影響を受けて、19世紀半ばからの第二期に突入するとフランスの植民地支配は格段に拡
大する。1880年代にはフランスの海外領土は100万平方キロ、人口540万人であったが、15年後には
その10倍になった（平野、2002）。1830年から17年間の戦闘を経てアルジェリアを征服した。ナポ
レオン三世の第二共和制（1848-1852）によって1848年、奴隷制が廃止され、植民地の住民に参政
権と代表権を与えたが、これは形骸的なものであった（バンセル他、2011）。ナポレオン三世はサ
イゴンを首府とするコーチシナ（ベトナム）を直轄植民地とし、カンボジアも保護国として組み入
れた。ニューカレドニアは1853年に植民地化した。
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続く1870年からの第三共和制のもと植民地帝国が建設されていった。1871年にフランス議会に
よって強制労働体制が作り上げられ、原住民と入植者が区別されるようになり、1895年には人頭税
が導入された（ibid.）1883年にフランス領インドシナを形成した。1893年にはラオス、1900年に中
国南部の上海租界も加えられた。南太平洋のタヒチを含む仏領ポリネシア、ウォリス・フツナも19
世紀半ばに仏領となった。この時代から仏領となり今も残る領土（ニューカレドニアを含む）は、
現在「海外領土」と呼ばれ、本国とは異なる立場で統治されている。

アフリカは1881年にチュニジアを保護国としたのを皮切りに、北部、西部、中部と横断的に植民
地を拡大していった。現在のモータリア、セネガル、ギニア、マリ、コートジボワール、ニジェー
ル、チャド、中央アフリカ、コンゴ、マダガスカル、ジブチが含まれる。1911年にはモロッコも保
護国とされた。第一次世界大戦後には中東のシリアとレバノン、トーゴ、カメルーンを獲得した。

第二次世界大戦が勃発して1940年にパリが陥落した後、フランスの政権中枢はドイツ寄りのヴィ
シー政権と、レジスタンスのシャルルドゴール支持の二派に分かれた。アルジェリア、セネガル、
シリア、マダガスカル、インドシナ、上海租界など主な植民地はヴィシー政権側についた。一方、
チャド等のアフリカ西部や、ニューカレドニアを含む南太平洋の植民地の入植者たちはドゴールを
支持した。シリアはドゴール側地域となり1943年に独立した。

第二次世界大戦後、帝国時代は終わりを告げ、民族自決の世界的潮流に乗って「植民地」とは呼
べなくなったが、フランスは植民地の自治を認めず、1944年のブラザヴィル会議で植民地維持を表
明した（平野、 2014）。1946年、第四共和政憲法において「フランス連合」を形成し、「植民地」を

「海外フランス」におきかえ、「海外県」「海外領土」「協同領土」「協同国家」に分類して支配を継続
しようとした（平野、 2002、 2014）。しかし1947年に「協同国家」仏領インドとインドシナ戦争が本
格化し、1954にフランスはインドシナとインドから撤退した。直後アルジェリアで独立戦争が勃発
し、戦争の疲弊から財政難から窮地に陥ったフランスは、1958年から今日まで続く第五共和政憲法
を誕生させ、それまでの植民地に権限のない事実上支配の「フランス連合」に代わって「共同体」
としての海外領土を謳い、共同体への参加の有無を海外領土自身が決めると定めた（平野、2002）。
同年仏領アフリカで行われた住民投票でギニア以外の大半が当初残留を希望したが、憲法改正（86
条）を経て1960年にセネガルとマリを筆頭に14カ国が次々独立した。続いてアルジェリアは1962年、
仏領ソマリアが1977年にジブチ共和国として独立した。こうしてフランス植民地帝国は崩壊し、形
骸化した「共同体」は1995年憲法から除外された。

1980年のバヌアツの独立を経て、現在のフランスには５海外県（マルティニック、グアドループ、
ギアナ、レユニオン、マイヨット）、４海外準県（サンピエールとミクロン、ウォリス・フツナ、サ
ンマルタン、サンバルテルミー）、２海外領土（仏領ポリネシア、ニューカレドニア、仏領南方南極
地域）の海外領土が残されている。その中でニューカレドニアは、1986年国連の非植民地化委員会
の非自治地域に登録された（平野、2014）。1998年にヌメア協定が結ばれてからは、他の海外領土
とは一線を画し、「領土」ではなく「国」の名称が使われ、「海外領土」よりもさらなる自治権を担
保された。

３．２　ニューカレドニアの概要
ニューカレドニアはオーストラリアの東部沖、東経164度８分から22度35分、南緯20度10分から

22度26分の間に位置し、東西の幅は40キロ、南北の長さは400キロのフランスパンのように細長い
本島と、その周辺に点在する離島で構成されている。日本からは南へ7,000キロメートルで、本島の
面積は16,360平方キロメールで四国と同じ程度である（CDPNC, 2007a）。北のニューギニア、西に
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オーストラリア、南にニュージーランド、東はフィジーに囲まれた海域のちょうど中心にあって、
地理的に軍事拠点に適している（太平洋協会調査局、2001）。第二次世界大戦時中は対日本軍の軍
事拠点基地であり、現在もフランス海軍基地がある。

気候は熱帯圏内にもかかわらず、平均温度は22度で酷暑にはならず年中を通じて快適で、フラン
ス人のような温帯人種が移住するには最適の地である（ibid.）。雨季と乾季に別れ、雨季にはサイク
ロンに襲われるが、フィジーのハリケーンとは比較にならないくらい弱い。多少のデング熱は発生
ものの、亜熱帯では通常多く見られ、200キロしか離れていないバヌアツにはある、マラリアや風
土病がほとんど見られない。このような健康的で住みやすい気候もフランスがなかなか手放さない
理由の一つかもしれない。

本島の中央に標高700から800メートル程度の山が連なる一本の山脈が貫き、西沿岸はなだらかな
丘陵地や低地であるが、東沿岸は切り立った崖が続く。首都ヌメアは西沿岸に位置し、人口の大半
はその周辺である南西部に集中している。島の周りはオーストラリアのグレートバリアリーフに続
く世界第２位の珊瑚礁に囲まれており、世界遺産に登録されている。地質はニューギニア島やニュー
ジーランド島に類似している。岩盤層はニッケルの母岩であるムーマイトあるいはガルニーライト
で、ニッケルは最も重要な鉱産資源である（辻村、2001）。今日でもカナダに次いで世界２位の生
産量を誇り、世界の25％を占める。

したがって主要産業は、ニッケルを主体とした鉱物輸出と、珊瑚礁と穏やかな気候を活かした観
光業である。2005年に訪れた観光客は日本29％、フランス28％、オーストラリア16％、ニュージー
ランド６％である（CDPNC, 2007a）。このように日本人からの人気が高く、ニューカレドニアも親
日的である。日本からは現在でも東京と大阪から毎日直行便が就航している。オセアニア地域以外
で直行便が就航しているのは、2018年６月現在日本だけである。今年から中国からの航空便就航予
定なので、観光客はますます増加する傾向にある。山地の多い地形と地質から農作物にはあまり向
かないが、漁業は盛んで2003年の漁獲高はマグロ2,620トンで、主な輸出先は日本である（CDPNC, 

2007a）。しかし、根本的に産業の規模があまり大きくないニューカレドニアでは、役人、警察、教
員のような公務員の雇用も非常に多い。

2014年の人口は268,767人で、太平洋諸島の中ではハワイに次いで２番目に多い。その構成はカ
ナック（先住民族）39.05％、白人27.24％、ポリネシアン10.25％、インドネシア人1.44％、隣国バ
ヌアツ人0.96％、ベトナム人0.93％、その他20.14％である（ISEE, 2018）。４割を占めるカナック人
口が最も多いが、全人口の過半数には及ばない。首都はヌメアで、行政区分は南部州、北部州、離
島州の３つの地域に分かれる。人口のほとんどは、唯一の都市であるヌメアや国際空港を含み、本
島の南３分の１を占める南部に集中している。特に白人やアジア人を始め非カナックの大半は南部
に住んでおり、北部と離島の大半の住民はカナックである。

３．３　ニューカレドニアの歴史
先住民族には文字文化がなかったので、1774年イギリスのジェームス・クックが上陸する以前の

史実記録がない（バンセル他、2011）。クックは故郷のスコットランド（ラテン名カレドニア）に
似ているという理由からニューカレドニアと命名した（太平洋協会調査局、2001）。ルイ16世の名
を受けて1788年及び1791年にフランスの探検家が訪れ、貿易商がそれに続いた。1840年にイギリス
のプロテスタント宣教師団、1843年にフランスのカトリック宣教師団が訪れた（CDPNC, 2007b）。
現在、ニューカレドニアの本島はカトリック教徒、離島にはプロテスタント教徒が多い。

ナポレオン三世の名を受けて、フランス軍が1853年、抵抗する先住民を武力で倒して占領し、「第
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四・第五共和政憲法」により海外領土として、ニューカレドニアのフランス領を宣言した（南野、
2002）。1885年首都ヌメアに総督府を設立し、植民地統治を行った。オーストラリアやニュージー
ランドを始め、大英帝国が大きく支配していた南太平洋地域において、ニューカレドニアはそれに
対抗するフランスの地理的な重要拠点となった。

また、1863年以降、フラナス本国から懲役囚を刑するための刑務地とされ、1893年に廃止される
までの44年間、フランス本土から21,600人の囚人が送られてきた。1938年には収容されていた囚人
全員が自由民となった。フランス本土からの自由移民も奨励したので、自由移民は1905年には13,000
人に達していた。

1865年にニッケルが発見され、1874年から採鉱が始まった（上治、2001）。囚人たちは島のイン
フラ整備だけではなく、ニッケル鉱山での労働者としても労働を強いられた。囚人輸送廃止後は、
ニッケル鉱山での代替労働者として、日本人、インドネシア人、仏領インドシナ人（ベトナム人）
の移住が始まった。日本人の移住は1892年の600名を皮切りに、最終年の1919年までに約4,000人が
渡航した（太平洋協会調査局、2001）。1911年のアジア人は日本人が約1,200人で最も多く、次いで
インドネシア人1,000人、ベトナム人はほとんどいなかったが、1919年以降は日本人人口は横ばい
で、1920年以降インドネシア人とベトナム人の人口が急激に増えた。1936年のニッケル労働者はベ
トナム人49.9％、インドネシア人32.9％、白人15.5％、カナック1.7％であった（CDPNC, 2007b）。

フランス人が入植する以前、メラネシア系のカナックと呼ばれる先住民が５、６万人住んでいた
と見られる（清野、2001）。しかし度重なる暴動と大量虐殺、伝染病の流行、風習の激変などによ
り先住民は1939年には29,178人まで半減した。一方でフランス政府は移民政策を奨励したので、フ
ランス自由民16,127人、インドネシア移民8,818人、仏領インドシナ移民3,756人、日本人移民1,195
人、フランス人以外の欧州人1,185人、その他の契約労働者1,280人の合計６万人となった（太平洋
協会調査局、2001）。このようにして現在の多民族国家ニューカレドニアが形成されていった。

1914年勃発した第一次世界大戦で本島在住フランス人1,200人が参戦し、800人が亡くなった
（ibid.）。第二次大戦ではイギリスと共同戦線を張った。1940年ドイツがフランス本土を占領し、フ
ランスの政権中枢がヴィシーとシャルルドゴールの二派に分かれた時、アルジェリア等の主な植民
地はヴィシー政権側についたが、ニューカレドニア本島在住フランス人はヴィシー政府と絶縁し、
在英のドゴール政権を支持して、対独非協調、対英依存を明示した（ibid.）。そのため、当時英仏共
同統治されていたバヌアツ経由でドゴールの命を受けた総督が着任した。その結果、ニューカレド
ニアは英本国の実権下に入り、支配権を得た英米軍はニューカレドニアを対日本軍の拠点として基
地、病院、大砲を整備したが、日本軍がニューカレドニアに上陸することはなかった。

第二次世界大戦後もフランスは植民地の自治を認めず「フランス連合」を形成し、ニューカレド
ニアを「海外領土」に分類して支配を継続しようとした（平野、2002）。しかし、それまでの絶対
的な植民地支配は多少緩みを見せる。1946年、第四共和政の下「海外領土」となると、差別的支配
を強要する「土人法」は廃止され、1945年の女性の参政権と共に、カナックにも参政権が与えられ
た。1945年１月の選挙は白人男性のみだったが、1945年10月の選挙はカナック1,144人が投票した。
その数は確実に伸び続け、1951年8,930人、1953年10,810人、1957年には白人14,696人を上回る
18,964人が投票した（CDPNC, 2007b）。

1958年９月28日に第五共和政憲法の是非を問われた住民投票では98％が新憲法制定に賛成し、同
年12月17日「共同体」残留の有無を問われた住民投票では「海外領土」としての残留を希望した

（CDPNC, 2007b）。アフリカ諸国のような憲法改正（86条）を適用した独立には至らなかった。
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３．４　先住民の文化と社会
３．４．１　メラネシア

オセアニア地域は、メガネシア（オーストラリアとニュージーランド）、メラネシア、ミクロネシ
ア、ポリネシアの４地域を含む。メラネシアはオーストラリアの北東海洋沖の、ニュージーランド
とハワイを結ぶ南北線より西に位する島嶼地域を指し、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィ
ジー、バヌアツ、ニューカレドニア等を含む。

メラネシアは、北のミクロネシア、東のポリネシア、西のオーストラリアに囲まれた中央に位置
するという地理的位置づけからオセアニアの回廊の役割を果たし、オセアニア文化発祥の地である
といえる（印東、1993）。このように回廊としてメラネシアを様々な人々が移動したので文化は重
層化し、メラネシアの言語や文化は多様化した。さらに自然環境も多様で、身体的特徴においても
多様で、人類集団としてメラネシア人とひとまとめにいうことができない（多賀谷、1993）。それ
を理解した上で、メラネシアの一般的な傾向を記す。

約3600年前からメラネシアにおいて、原初的な無種子植物栽培（タロイモ、ヤム芋、ココナッツ、
パンノキ、バナナ等）、海洋資源利用（カヌーを利用したリーフ内の漁）、資源利用（黒曜石、石器
材料等）をしていた（印東、1993）。オーストラリアからニューギニア、バヌアツにかけて、ある
種の土の食用や人肉食用が20世紀初頭まで広く行われた（清野、2001）。西オーストラリアでは心
臓の脂肪は勇気を興すものとして食された。マオリ族も敵の心臓は勇気を増加させると信じていた。

16世紀になって白人と接触するまで、伝統的に個人や集団の名誉に高い価値をおき、首長制ある
いはゆるやかな身分階層、儀礼的交換、複雑な社会組織、精霊や祖先崇拝を行う伝統宗教、舞踊や
音楽などの文化、衣食住の風習、カヌーの建造・航海技術を発展させてきた（須藤他、1993）。

18世紀からプロテスタントを中心としたキリスト教布教活動が始まった（ibid.）。したがって、こ
の地ではキリスト教徒が多い。

19世紀に入ると毛皮、白檀、ナマコ、べっ甲等の資源を求めた貿易商人や捕鯨船が進出してきた
（ibid.）。交易によって鉄器、火器、酒、煙草等がもたらされた一方、伝染病や性病によって人口が
減少し、伝統的組織体系が崩壊した。さらに欧州列強の野心によって1853年に植民地化が始まると
土地と人が収奪され、宗主国の統治者の被支配者となり、伝統的政治組織ではない統治国の行政的
権威機構や土地制度、教育制度、福祉制度の新体制が始まった。

20世紀後半、第二次世界大戦終戦後から世紀末にかけて、この地域の多くの国が独立した。1962 

年に西サモア、1968年ナウル、1970年フィジー、1975年パプアニューギニア、1978年ソロモン諸島
とツバル、1980年にバヌアツが独立した。ニューカレドニアは、タヒチを含む仏領ポリネシア等と
同様、現在も仏領である。オセアニアには他にも米領サモア、オーストラリア領ココスやクリスマ
ス島、英領ピトケアン島、ニュージーランド領クックアイランド等植民地が残っている。

３．４．２　先住民カナック
カナックという呼称は学術名ではなく、古くは捕鯨者が使用していたもので、ポリネシア系言語

で「人間」を意味し、もともと南太平洋のある種族の名前として使用されていた。それをフランス
植民地政策の下、ニューカレドニアの先住民を指す呼称とされ、現在もニューカレドニアの先住民
はカナックと呼ばれている。もともと彼らは自分たちのことを「友人や仲間」の意味の「タヨス

（Tajos）」と呼び、カナックと呼ばれることを蔑視されていると感じていた（清野、2001）。しかし、
独立運動が高まるにつれ、カナックは独立のシンボルとなり、現在カナックの呼称は社会に定着し、
すべての文献等がカナック表記なので、ここではカナックを使用する。
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土着の文化には文字表記がなかったので記録がほとんどなく、ニューカレドニアに人類がいつか
ら定着し、どのような史実があったのかは定かではない。いくつかの仮説のうち、カナックは近隣
のソロモン人やバヌアツ人よりもオーストラリアのアボリジニに性質的に近いので、オーストラリ
ア北部とパプアニューギニアの間に挟まれたトレス海峡から、ニューギニア南岸に沿ってカヌーで
渡来したのではないかという仮説が有力である（ibid.）。

カナックの大部分はパプア型メラネシア系で、典型的な外形は、体格は大きくて平均175センチ
メートル、茶褐色の肌、縮れた毛髪、低く平らな鼻、長頭型頭蓋骨、突き出した眉弓、鋭敏な視覚
と聴覚が特徴である（太平洋協会調査局、2001）。ただし多民族国家である今日のニューカレドニ
アにおいては混血が進んでいるので、一概には言えない。一般的にはのんびりした性格で、白人や
アジア人よりも体力はあるが持続的な労働を嫌う傾向があり、植民地統治初期の頃、労働を強要さ
れると中途で逃亡する者も多かったので、アジア移民に労働力を求めたとも言われている。現在も
学校を卒業しても就労していない若者が少なくない。むろんカナックだけが対象ではないが、2016
年のニューカレドニアの失業率は14.5％である（世界銀行、2018）。

３．４．３　カナックの伝統文化
ニューカレドニアの文化は、インドネシア文化より原始的で、もっと宗教と密接につながってい

る。バヌアツ、ソロモン、フィジーなどの近隣の他の島々とあまり文化の共通点がない。メラネシ
アに広く広がる太鼓もニューカレドニアにはない。ニューカレドニアの伝統的な楽器は口で吹く笛
と鼻で吹く笛だけである。口太鼓と呼ばれる竹製の楽器は女性が演奏する。歌は単調で、鼻にかかっ
た声で長時間歌う。

ニューカレドニアはすっぽり珊瑚礁に囲まれているので、欧州人が侵入するまで、古来外からの
侵入者が少なかった。また、ポリネシア人とは異なり、カナックは航海術がそれほど発達していな
かった（清野、2001）。航海の範囲は、ニューカレドニア本島東海岸と離島くらいで、遠方に航海
したことはない。その中でも離島の方がまだましで、本島の人はほとんど動かなかった。一部ポリ
ネシアからの移住もあったが、その文化の影響はほとんどなく、本島先住民も外来者の影響を容易
に受け入れがたい性質を持っていた（太平洋協会調査局、2001）。このような外部との接触機会の
欠如と外部からの影響の受容の低さが、ニューカレドニアの文化が近隣の島々の文化とあまり類似
せず、独自の文化を作り上げたことの理由のひとつであろう。

しかし、ニューカレドニア内（離島も含む）では海岸住民も山地住民も文化に差がなく、装飾等
のわずかな地域色を除けば、使用道具、風習、社会構成、宗教儀式等はほとんど同じであった（清
野、2001）。一方で、言語は場所によって違う。メラネシア地域ではオーストロネシア語が話され
るが、カナックには28種類の言語と11の方言が存在する。しかし、現在このうち少なくとも13言語
が消滅の危機に瀕している（Moseley, 2010）。

ほぼ島じゅうを山で覆われている本島において、各部族は深い谷間に分散して生活し、断絶され
ていた。婚姻も同じ村や血縁関係者との婚姻は禁忌であったが、結婚相手は慣習法によって厳しく
コントロールされていた。結婚儀礼はほとんどなく、婚姻は規則に乗っ取った子供の交換に過ぎず、
幼児期あるいは出産時に結婚相手が決められたので、異部族間の混血は嫌われた（太平洋協会調査
局、2001）。こうしてそれぞれの文化はほぼ交わることなく確立した。

このように言語が異なるので異なる部落同士での会話が困難なため、また山が多くて交通が不便
だったため、部落間の反目が著しかった（清野、2001）。ニューカレドニアにおいて異種族間ある
いは同種族間の小競り合いは日常茶飯事だった。男たちは相手を罵倒した後、投石や槍投げによる
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襲撃をして、住居を壊したり、農地を荒らしたりした。戦争の目的は、婦女奪略、婦女暴行、殺人、
侮辱、窃盗、人肉、報復だった。公開戦の他に、未明や雨天の不意打ちや待ち伏せのような卑怯な
手口も横行した。小屋に火をつけ、惨殺した。フランス軍が占領した時も激しい襲撃戦が繰り広げ
られた（ibid.）。したがって、伝統的にある程度の好戦性や残忍性が認められる。一方で、このよう
に島内の小競り合いが多かったので、フランス軍が侵入した時、一致団結して立ち向かうことが難
しかったのかもしれない。

３．４．４　伝統的な風習
伝統的経済活動として、島民は一定の期日に市場を開き、物々交換を行った。取引される対価はわ

ずかで、この交換はビジネスというより部落内家族の産物を過不足なく再配分する役割を果たした。
巻貝に細工をして紐状にした貨幣（貝貨）が存在し、他にも魚の背骨や真珠貝、ココナツの繊維で
編んだ物など数種類あって、それぞれ価値が違った。これはポリネシアにはなく、メラネシアとミ
クロネシアのみに見られる。ただ物流は物々交換だったので、貨幣は経済的な交換手段ではなく、
贈答品としての儀礼や宗教的な意義をもった。これらの貨幣はバヌアツやソロモンでは装飾品とし
て身につけたが、ニューカレドニアでは装飾品として使用されることはなかった。

伝統的な調理法は蒸し焼きが多い。多くの場合、穴を掘って石を置き、火を焚いて石を熱して炉
として、タロイモ、ヤム芋、バナナ、魚、鶏肉等をバナナの葉に包んで土や木の葉をかぶせるか、
土製の壺に入れて木の葉で蓋をして、３時間ほど蒸し焼きにする。味付けはココナッツの実を削っ
たものやココナッツミルクを加えたものが好まれる。各家庭に調理用の穴があり、肉類や魚類の保
存は燻製にする。主食事は日没直前で、天気がよければさわやかな屋外の椰子の木の下で、悪天の場
合は小屋の中で、女性が調理する。朝食はその残りを食べる。日中は甘藷、椰子の実、果物を食す。

伝統的な主食は、タロイモとヤム芋である。バナナは重要で、生食や似たり焼いたりする。芋の
農耕において田畑を耕すような重労働は男性の仕事で、女性は草抜きや収穫だけだった。ココナッ
ツミルクは飲み物、果肉は食用である。甘藷は常に食されている。パンノキはあまり多くない。レ
モンの種類はたくさんあり、住居敷地内に植えられている。他には、海藻類、きのこ類、ハイビス
カス樹皮の汁などがある。ニューカレドニアには野生獣が少ないが、狩猟、漁猟、家畜飼育により、
翼足類、鼠類、鳥類、ウミガメとその卵を食べる。鶏卵や牛乳はあまり食さない。今日よく養育さ
れている豚は、欧州人の輸入でもたらされたもので、交易用であり自分たちはあまり食べない。肉
類は生で食べることはなく、必ず火を通して食べる。海にも川にも魚が豊富で、蒸したり焼いたり
して食べる。蟹、貝類、蜘蛛類、バッタ、蜂蜜も食べる。特有なものとして、ある種の土を食べる
習慣がある。粘土中の珪酸マグネシウムで、銅を含むので緑がかっていて少し甘みがある。妊娠時
や小児の疾病時を中心に食される。

現在カナックの多量の飲酒と泥酔は社会問題になっているが、欧州人の渡来前は、酒飲料の存在
はなく、椰子酒もカバ（ポリネシアの植物根茎から作る麻痺感覚をもたらす飲料）もなく、唯一の
飲料はココナッツミルクと水と海水だけだった。一方、煙草は欧州人渡来の前から嗜んでいた。

現在禁止されている人肉食用は、20世紀初頭から大戦中まで、ニューカレドニア全域で広く行わ
れていた。ニューカレドニアにおける最後の人肉食用の記録は1960年代である。その理由は、ニュー
カレドニアに食用動物が少なかったこと、敵への憎しみ、宗教的にアニミズムの考えから犠牲者の
霊質を取り入れることが挙げられる。ニューカレドニアでは首狩りは行われなかったが、敵を殺し
て食すということは名誉ある行為だった。

カナックの伝統的な住居の形態は円形で、円錐形屋根の乗った小屋である。200キロメートルし
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か離れていないバヌアツは破風屋根なので全く異なっている。円形家屋があるフィジー、サモア、
トンガのものとも形態が違っている。ニューカレドニアのものは古代文化に属する古式である。洞
窟住居や樹上家屋はニューカレドニアにはない。川に橋をかける技術もなかった。古式の円形の小
屋の真ん中に太い木柱が一本たち、屋根は藁葺きかマングローブの葉で葺いてある。扉が一箇所に
あり、それが唯一の採光穴である。住居の大きさは富によって大小あり、それが一件から数件に集
まって集落ができている。1911年には人口50人以上の集落が157村あった（清野、2001）。

男女は違う小屋に別れて眠った。小屋の中央の炉を囲んで放射線状にごろ寝する。雨季に多い蚊
を追い払うために、終夜薪を燃やして煙を起こした。夏の暑い時期は、小屋の中に多い蝿から逃れ
るために、戸外で火を焚いて眠った。島民は暖かい寝床に慣れているので寒さに弱く、早起きでは
ない。

伝統的に、本島の男性は頭髪と陰部を覆う以外は全裸であった。覆うものはバナナの葉かペニス
サックだった。割礼の風習のなかった離島では被いもなかった。近隣のバヌアツは割礼があったが、
トレス海峡には割礼はなかった。女性は腰蓑を下げていた。男女共、降雨時や寒いときは、樹皮布
を上衣として着用した。髪は男性はかなり長く伸ばし、女性は短く切るか剃っていた。装飾品は櫛、
耳飾り、鼻飾り、顎飾り、腕飾り、脚飾り、腰飾り、ココナッツオイルのボディペイント（本島は
黒、離島は白）、刺青と、喪に服す印として肌に火傷を負わす痣痕装飾があった。

現在は男女ともに洋服を着ているが、それがカナックの人口減少につながっているとする説もあ
る（ibid.）。もともと着衣の習慣がなかったので、着衣の意味がわからなかったのである。だから、
濡れてもそのまま着ていたり、洗濯を知らなかったので不潔だったりして健康を害したという説で
ある。また欧州人はそれまでなかった伝染病やアルコール飲料を持ち込んだ。支配されて生きる希
望を失い無気力になり、酒に溺れる者が多くなった。

３．５　フランス植民地支配下のカナック
もともとカナックの人口は５−10万人程度と推定される。しかし度重なる暴動と大量虐殺、伝染病

の流行、風習の激変などにより1885年に25,975人になり、1900年に18,309人、1921年には16,194人
まで減少した。その後、フランス文化の浸透、生活向上、保健思想、衛生設備の普及によって増加
をたどり、1939年29,178人と回復した（Small, 2017）。今日、カナックの人口は104,958人 （2014） で
これまでの最高かつ他の民族の中で一番多いが、全人口に対して過半数を切る（ISEE, 2018）。

もともとカナックは部族ごとのコミュニティを形成し、豊かな西海岸の土地に点在していた。し
かしフランスの入植後は、刑務所を建設するために広大な土地を没収された他、フランス議会の強
制移住政策によって住んでいた耕作可能な良質の土地を追われ、離島や山に隔てられた東海岸の貧
しい土地へと追いやられた（バンセル他、2011）。このような被支配者としての様々な不当な扱い
から暴動は続いていたが、1878年に最大の暴動が起こった（Small, 2017）。反乱は全島で25日続き、
白人移民や憲兵が200人以上殺害されたが、報復として5,000人のカナックが惨殺された（太平洋協
会調査局、2001）。

この事件を受けて1887年に「土人法」が施行され、指定された居住地から統治当局の許可なしで
移動することは禁止された。カナック族の人口は20世紀初頭には３万人以下に落ち込み、カナック
の特別居住地区は本島の10パーセントにも満たなかった。統治当局のいいなりになることを拒否し
た伝統的な長老は退けられ、代わりに従順な行政官を配置して、税金の徴収と、公共事業や入植者
の農場で働く無給のカナック労働者の手配をさせた。こうして伝統的な部族制度と長老は事実上消
滅した（Small, 2017）。これ以降大規模な反乱はなくなったが、小な衝突は継続した。1917年にある
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部族の蜂起が起こり、海岸沿いの植民地を襲い、数名の白人を虐殺して食肉し、ゲリラ化した（太
平洋協会調査局、2001）。

第二次世界大戦が終わってようやくフランスは海外領土との不平等な関係を見直し、土人法やそ
の他のカナックを抑圧していた制度は廃止され、全てのカナックの成人に選挙権が与えられた（Small, 

2017）。しかし1960年代から1970年代にかけて南太平洋の周辺諸国が次々独立していく中、ニュー
カレドニアは独立が認められなかった。

1969年、新世代のカナック青年たちが独立のための政治的運動に立ち上がり「赤スカーフの乱」
が起こると、カナックを主とする独立派と入植者を主とする反独立派の対立が再び激しくなった（南
野、2002）。彼らはカナックの土地返還とフランス植民地教育制度に対する改革を要求した（Small, 

2017）。しかし、こうした独立に向けた動きを阻害した要因のひとつは、カナックをマイノリティ
に留めさせるように意図された植民地移民政策の影響があった。入植者コミュニティは、何世代に
も及んでニューカレドニアで生まれ育ったヨーロッパ人や混血、フランス本土や現旧フランス領か
らの移住者、アジアや南太平洋近隣諸国からの移住者など多民族混合で、これら非カナックの大多
数は独立に反対した。

こうしてこう着状態のまま80年代に入ると武力闘争は激化し、1988年ついにフランス軍が出動す
る事態が発生し、19人のカナックの活動家が死亡する惨事に至った（ibid.）。これを受けてようや
く、政府と独立派「社会主義カナック全国解放戦線」と反独立派「共和国におけるカレドニアのた
めの連合」の三者和平協定である「マティニョン協定」が結ばれた（南野、2002）。これによって
10年後に独立の可否を問う住民投票と自治権の拡大が約束され、数年続いた内戦に終止符が打たれ、
和平と解放への道を開く第一歩となった（Small, 2017）。

しかし、10年後の1998年、勝つ見込みがないため延期したかった独立派と、80年代の惨事を繰り
返したくなかった反独立派は、共に住民投票の延期を希望し、代わりに「ヌメア協定」の署名に同
意した。この協定の実施を可能にする憲法改正が行われ、住民投票で71％以上が賛成した（南野、
2002）。この協定はカナックの土地所有を認めるとともに、植民地支配がカナックの尊厳を害しア
イデンティティーを奪ったことを認め、脱植民地がカナックとフランスの新しい関係を築く道とな
るだろうと明記されている。さらに協定はニューカレドニアを単なる「領土 （territoire）」ではなく

「国（pays）」を使用して「海外地邦（この和訳は南野（2002）に準ずるが様々な和訳あり）」と称
し、長期間住んでいる住民と新しい移住者の選挙権を区別する基準を設定した（Small, 2017）。つま
り、植民地支配の差別を当然とするコロニアルな考え方から、不公平を是正し多様性を尊重するネ
オコロニアル的でリベラルな思想が反映された。そして1988年の30年後の2018年に再度住民投票が
行われることが合意された。

そして2018年11月、延期されてきた住民投票が実施される予定である。今も試練が続くカナック
の人々であるが、選挙人口においてマイノリティなので、勝つ見込みは低いと言われている。今日、
カナックの人口は約105,000人でこれまでの最高だが、ニューカレドニア全人口の39％にすぎない

（Small, 2017）。折しもフランス本国では、大統領選であわや右翼が勝利しそうな程、移民問題で右
に傾き始めているので、追い風は反独立派に吹いている。

ただし、そもそもフランスは植民地に対して無関心であり、ニューカレドニアがニュース等に取
り上げられることはほとんどない。変革に反対し続けているのは、入植者たちである。現実のフラ
ンスは社会闘争を体験し、国際的なパラダイム思想の変遷に伴って、心性の変革を迫られていた。
第一、植民地は本国からはるか遠く距離が離れているので、現実味が乏しい。しかし入植者はそう
した現実を受け付けず、文化的人種的理由からフランス人であるというアイデンティティーに固執
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し続けてきた（バンセル他、2011）。それは今も引き継がれ、多くの入植者は独立に反対している
（現地聞き取り、2018）。

住民投票の結果はその時が来るまでわからないが、すでに島では強盗や盗難が増え、路上での車
の焼き打ち等の暴動が頻発し、暗雲たる空気が流れ始めている。仮に住民投票の結果、独立の道が
塞がれた時、鬱積された不満が爆発するようなことになれば、1980年代に逆戻りという可能性も否
定できない。今後の動向に注視が必要である。

４．ニューカレドニアの教育

４．１　ニューカレドニアの教育の変遷
伝統的に文字をもたないカナックの伝統的な教育は読み書きではなく、技能の習得と伝説の伝承

だった。教育は両親や部族コミュニティに委ねられていた。カナックは男女別居なので夫婦は同居
しなかったが、男の子は７歳の割礼が終わると父と暮らし、重労働等の男の仕事、武器の使用、投
石の仕方、習慣風俗、伝説を学んだ。女の子は母親とずっと暮らし、家事や農作業等の女の仕事を
習った。子供は両親から愛され大切にされた（太平洋協会調査局、2001）。

フランス領になってから、フランス式の近代学校教育が導入され、フランス人子弟には本国とほ
とんど同様の教育制度を提供した。しかしカナックの子供たちが公立小学校に通うことは1950年ま
で禁止されていた （Small, 2017）。

1914年に法令が敷かれ、少なくとも公立学校から４キロメートル以内に住む児童全員に対して７
歳から13歳までの初等教育は義務になった。カリキュラムやその他の制度はフランス本土に準じた。
４キロ以上離れている児童には有料の寄宿舎施設を設けて収容した（太平洋協会調査局、2001）。こ
れはフランス人子弟を想定したものであり、遠隔地の指定地域に居住させられ、土地も持たず、金
銭的にも余裕がなかったカナックの子供は想定されていない。キリスト教の私立ミッションスクー
ルも数校あり、公立私立合わせて初等教育就学数は、1923年2,291人、1928年2,317人、1933年2,634
人、1938年3,620人である（ibid.）。当時の人口が６万人程度だったことを考えると、この数字がい
かに限定されていたのかがうかがえる。

中等教育と職業訓練を提供する中学校と寄宿制女学校がヌメアに１校ずつあった。ここの高等科
を卒業した生徒には、大学令によって大学進学資格バカロレアが授与された。生徒数は250人程度
で、卒業生の多くは本島政府機関の公務員やニッケル鉱山関係に就職するか、フランス本国の大学
に留学した。

カナックの子供達には、最初はキリスト教の私立ミッションスクールが、のちに民族学校がベー
シックな初等教育を提供したが、最低限の教育だけにとどまり、すべてのカナックの言語は使用が
禁止され、フランス語が強要された（Small, 2017）。学校では、フランス語の読み書き、算数、手芸
工作が指導された。また労働者確保のため、実技的な作業を奨励した。ヌメア近郊に先住民の師範
学校があり、先住民教育者の養成を行った（太平洋協会調査局、2001）。

第二次世界大戦が終わってようやく1950年、カナックの子供たちが公立小学校に通うことが許さ
れ、初等教育は無償義務教育となった。しかし社会的教育的排除はまだまだ続き、カナックが初め
て大学進学のための卒業認定試験に合格したのは1962年だった（Small, 2017）。

独立運動において、教育は常に重要課題のひとつであった。1969年「赤スカーフの乱」主催者の
要求において、カナックの土地返還の次に重要な課題はフランス植民地教育制度に対する批判だっ
た。1980年代、フランスの公立学校のボイコットが始まり、それに代わる代替教育制度の「カナッ
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ク民族学校（EPK）」が設立され、数年間運営された。フランス語とコロニアルイデオロギーだとみ
なされる教育内容は、カナック言語とカナック独立社会党（IKS）の独立運動の目的から生まれた
哲学に置き換えられた（Small, 2017）。一方、2018年の住民投票における反独立派の議論も保健医
療、経済、安全、カナック文化を抑えて第一の論点として教育を最重要視している（Rassemblement, 

2018）。
1998年の「ヌメア協定」はカナックの言語や文化を教育制度とより広い社会全般において支援す

ることを約束した。1999年よりカナック言語は全レベルの学校において指導言語として承認された
（Small, 2017）。４つのカナック言語が大学受験資格試験の科目に取り入れられるようになった。そ
のうち２言語はニューカレドニア大学の学部で教えられている。2007年、カナック言語と方言を
様々な分野で促進するため、「カナック言語アカデミー」が設立された（Small, 2017）。
「ヌメア協定」以降、ニューカレドニアの学校では、ニューカレドニアの現実に即した教授内容と

成功への公正な機会の提供を目指して様々な教育プロジェクトが組まれており、その結果、生徒た
ちは学業成果において向上を見せている（Small, 2017）。しかし、教育改革の導入にもかかわらず、
カナックと近隣の太平洋諸国の生徒の学業成績は低迷し続けている（Small, 2017）。その差は小学校
から大学にかけて学校レベルが上がるに連れて大きくなり、職業専門分野卒業試験を除いて、一般
的なアカデミック分野ではカナックの生徒のプレゼンスは低く、このことがカナック生徒の大学へ
の進学を阻んでいる（Small, 2017）。しかし、ニューカレドニアでは民族別教育統計を取ることを禁
止しており、進学者数以外に差異を測ることは難しく、その要因や因果関係の裏付けをすることは
困難である（現地聞き取り、2018）。そんな中で解決策として1980年代より、フランス政府は「再
バランス政策」に財源をさき、カナックがシニアマネージメントポジションにつくことを促進して
いる（Small, 2017）。

４．２　教育制度と現状
教育制度は、フランス本土の教育制度を踏襲している。幼稚園（３年保育）、小学校５年、中学校

４年、高校３年（学術と職業訓練）で、高校卒業時に大学進学資格バカロレア試験がある。フラン
ス政府は年間520億パシフィックフラン（約530億円）をニューカレドニアの学校教育に投入してい
る（Rassemblement, 2018）。これは生徒一人あたり10万フラン（約11万円）に相当する。小学校は
無償であり、教科書、ノート、文具等学習に必要なものは全て支給される（現地聞き取り、2018）。
制服はない。一部給食も提供している。それに加えて政府は6,215人の公立学校の教員を雇用してお
り、これはニッケル従業者に次いで、二番目に多いニューカレドニアの雇用部門となっている

（Rassemblement, 2018）。ニューカレドニアの公務員教員は、フランス本国教員と同等の給与に加え
て僻地手当が支給されている（現地聞き取り、2018）。

まず教育のアクセスであるが、2018年の初等教育から高等教育までの全生徒数は67,060人で、公
立50,277人、私立16,783人である（SEP, 2018）。うち小学校（５年）の児童数は34,394人（公立26,877
人、私立7,517人）で、学習者全体の半数以上に当たる。中高校（７年）の生徒は30,469人である。
小学校は無償義務教育なので、ほぼ全員が就学しているといえるが、進学者は減少している。教育
機関の75％は公立なので、大多数は公立学校が教育を担っているといえる。一般的に、本国フラン
スでは私立学校の方が質が高いが、ニューカレドニアでは私立より公立学校の方が教育の質がよい

（現地聞き取り、2018）。これは私立学校の多くがもともと教会のミッションスクールで、現地住民
を救済する寺子屋的意義を起源にするのに対し、公立学校はフランス政府が予算をつけ公務員教員
を雇用しているので、逆転現象が生じていると思われる。公務員教員の大半が白人入植者あるいは
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非西洋系移住者で、その多くは保守派の独立反対派である（現地聞き取り、2018）。フランス本土
の教員は、日本と同様、一般的に日教組的で左翼であるので、ニューカレドニアの教員組織はそれ
と異なる。

地域的には、学習者数75.2％で南部に集中している。北部が17.6％、離島が7.2％である（SEP, 

2018）。うち小学校児童数は、南部24,646人、北部6,946人、離島2,802人である。南部では小学校の
うち公立学校が83.2％を占めるのに対して、北部では67.8％、離島では59.7％と比較的低く、カナッ
クの多く住む地域で私立学校が公立学校の補填をしていることがわかる。

中等教育に進むとそれはさらに顕著になる。南部21,646人、北部4,850人、 離島3,978人で、南部は
小中高でほぼ数字が変わらず約９割が進学しているが、北部で７割、離島で６割と減少している。
しかもそのうち公立学校は、南部は78.1％ で８割近く、北部では74.9％なので、小学校とそれほど
変わらないが、離島ではなんと28.3％まで落ちる（SEP, 2018）。離島の中等教育はほぼ私立学校が
まかなっていることがわかる。最も中高生はすでに大きいので、親元を離れて南部の学校に移って
いる可能性はある。離島には公立高校が１校しかなく、公立中学校も11校しかない（Rassemblement, 

2018）。それに対して南部には高校が13校ある。うちヌメアに７校である。北部の学区は非常に大
きくヌメアの何十倍もあるのに同じく７校である。人口比に対してこうなってしまうのかもしれな
いし、寮を完備した学校も少なくないので、中等教育へのアクセスは開かれているが、やはりカナッ
ク居住地域と非カナック居住地域における教育のアクセスの格差は否めない。

高等教育へのアクセスについては、1988年からの30年間で大学卒業資格保持者は５倍に増加した
（Rassemblement, 2018）。高校卒業後の専門学校の学習者数は確実に増えている。1993年に340人だっ
た専門学生は、2011年に1,000人を超え、2018年の在学者数は2,192人である（SEP, 2018）。島の唯
一の大学、ニューカレドニア大学は1999年に設立された公立大学である。2014年には2,941人が在
籍している。専門学校学生数とあまり変わらないのは、もともとの進学者数の低さと共に、白人や
アジア人を中心として多くの学生がフランス本国やオーストラリア、カナダ等の英語圏や仏語圏の
大学に留学するためであろう。フランス政府はフランス留学奨学金や休暇中フランスからの里帰り
往復航空券の支給等学生の支援をしている（現地聞き取り、2018）。つまり、最近になって地元に
大学が創立されたものの、現在も高等教育は西洋地域への留学が大きな役割を担っている。

次に教育の内容であるが、小学校は６歳から11歳までが対象で、公立学校は共学で無料で義務教
育である。CP（準備クラス）、 CE（低学年１）、CE2（低学年２）、CM1（高学年１）、CM2（高学年
２）の５学年で、高学年３は中学校に編入されている。基礎教育カリキュラムは３年ごとのサイク
ルで構成されており、幼稚園３年が第１サイクル、CP（準備クラス）、 CE（低学年１）、CE2（低学
年２）の３学年が第２サイクル、CM1（高学年１）CM2（高学年２）と中学校１年の３年が第３サ
イクルである。日本同様、小学校教員は担任制で、音楽、図工、英語等の専門科目を除き一人の教
員がひとつのクラスを受け持つ。

初等教育はフランス語と算数が優先科目で、読み書きそろばんの基礎知識が第一の目標とされる。
日本の小学校１年生にあたる CP から、外国語や現地語の紹介が明記されている。小学校低学年に
あたる第２サイクルでは、社会と図工や音楽のような情操教育、体育と道徳を学ぶ。小学校高学年
の第３サイクルでは、これらの科目を深めるとともに、理科、技術、歴史と地理、芸術史を学ぶ。
学校は各個人の多様性を認め、認知領域の習得だけではなく、観察、実験／体験、感受性、想像力、
創造力が発達することを目標とする（フランス教育省、2018）。方針なので抽象的な用語も多いが、
概ね日本の初等教育の方針と似ている。小学校の学業評価は、学級ごとの教員の採点によるが、最
終学年の５年生にのみ共通試験が実施される。
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以上の政府の教育方針の中には、１年生から現地語の紹介は記載されており、ニューカレドニア
でもカナック言語が導入されている学校があるが、広くローカルコンテンツについては明記されて
いない。科目は国語、算数、理科、社会、図工・音楽・体育、道徳が明記されているが、総合学習
のような時間が明記されていないことと、現地の生活に即したローカルコンテンツの入る余地や方
法等が明記されていない。そこで、実際の小学校ではどのような教科書を使い、どのような内容で、
どのような指導が行われているのか、事例を取り上げて調査する。

４．３　小学校における事例研究
実際の小学校では現状はどうなっていて、どのような指導が行われているのか調べるために、2018

年６月に南部州のパイタ地区の小学校を事例として取り上げ調査した。ニューカレドニアの３つの
州には28の地区がある。パイタ地区はヌメア市の北に位置する人口25,000人程度のヌメアのベッド
タウンである。事例選定の理由は、ヌメアから車で30分ほどの距離にあり、アクセスがよいこと、
人口構成がニューカレドニア全体と同様で、カナック４割、白人３割、残りはポリネシアン、イン
ドネシア人、バヌアツ人、ベトナム人等なので、ニューカレドニアの縮図のような社会経済背景で
あること、28地区（34,394人）の中で特出しているヌメア（11,228人）以外の中間都市５地区（平
均2,664人）の中で小学校児童数が平均的であること、公立私立の割合がニューカレドニア平均に近
いことである。

2018年、パイタ地区の小学校児童数は2,845人で、28地域の中で４番目に多い（SEP, 2018）。うち
2,200人は公立小学校で77.3％を占める（ニューカレドニア平均78.1％）（SEP, 2018）。パイタ地区に
は公立小学校が６校、幼稚園６園があり、中心部（１校）、北部（１校）、村（４校）の３つの地域
に分かれる（Province sud, 2018）。公立小学校の規模は、５学年の全校児童数は133人から307人ま
での平均222.5人である。中心部と北部は比較的小規模だが、村の４校は250人前後でほぼ同じ規模
である。学級数は６から14までで、村はだいたい１学年２学級の10学級である。教員数は単式学級
のため学級数と同数で、一校当たりだいたい10人程度である。１学級の児童数は25人以下に抑えら
れている。１学年当たりの児童数は中心部と北部の２校が25人程度で１学年１学級ずつ、村の４校
が50人程度で１学年２学級以上である。

この６校のうち１校で現地調査を行った。小学校は地区の比較的中心地にある。中庭を囲むよう
に平屋の教室がこの字型に建っている。渡り廊下沿いにフランス国旗が上がっている。全校児童は
６歳から11歳までの257人で、１年生２学級49人、２年生２学級43人、３年生２学級48人、４年生
３学級69人、５年生２学級48人で、11教室、担任教員11人と校長１名である。校長はカナック男性
で、教員11人は女性９名で、男性２名、フランス人９名とベトナム人１名、カナックとの混血１名
である。用務員兼事務員が３名、全員カナック女性である。教員は全員非カナックであるのに対し、
校長がカナック男性であることは、「再バランス政策」によってカナックがシニアマネージメントポ
ジションにつくことを促進されている結果なのかもしれない。一方で専門職ではない用務員が全員
カナック女性である。

児童の民族的属性の傾向についても調べたかったが、民族別教育統計は禁止されているので、資
料が存在しない。そこで、このうち４年生担当教員（フランス人）の聞き取りを行い、４年３組の
児童の属性傾向を調べた。４年生は３学級あり、１組25人、２組25人、３組19人で編成されている。
19人の内訳は、ポリネシアンが７人、カナックが５人、白人４人、混血３人だった。すなわちポリ
ネシアンが37％、カナックが26％、白人21％、混血16％だった。ポリネシアンが多いのは、この学
区がポリネシアン住民が多い地域なのだそうだ。教員の８割が白人で、児童の８割が非白人という
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構成は、フランス人教員が現地の子供たちを指導するという社会の全体的な構造を彷彿させる。
授業形態は一般的な小学校の教室で、教室の正面に黒板があり、机がそれに向かって並んでいる。

教室の後方に教員の机、図書コーナ、学習教材を入れる棚がある。教室の壁にはところ狭しとカラ
フルな地図や年表等の視覚教材が貼ってある。このように学習教材が豊富で、かつ教員が積極的に
活用しているところは北南米のカラフルな教室と似ており、アジアやアフリカの途上国農村の殺風
景な教室とは異なる。全体的な学校の雰囲気は欧州ドナーが建設した一般的な途上国農村の学校っ
ぽいが、やはりここはフランスなのだという印象を受ける。貼ってある風景写真や肖像画等はフラ
ンスや欧州のものばかりなので、ここはフランスについて学ぶ機関なのだと感じる。壁の右側に
ニューカレドニアの歴史年表、左側にフランスの歴史年表が貼ってあるが、何世紀にも渡ってびっ
しり出来事が書かれている左のフランス史に比べて、右のニューカレドニアの年表は石器時代の人
類の到着からクックがやってくるまでの間が空欄になっているので、まるでその間は何もなかった
ような、まるで劣っているような印象を受ける。教師は真摯に真面目で、もちろん差別的でもない
教育者なので、おそらくは多くの途上国農村の教員より質の高い識字教育が受けられるかもしれな
いが、こんな環境で幼少期を５年もすごせば、フランス文化は素晴らしくて学ぶ価値のあるもので、
自分たちの文化はそれに劣っている、取るに足りないものだと思いこまさられてしまうのではない
だろうか。

教材は、指定教科書の中から、学校ごとに教員が選択できる。この学校では現地語の導入は行っ
ていない。４年生（CM １）は、第３サイクルの１年目である。小学校教員は原則担任制だが、こ
の学校では今年度から新しいやり方を取り入れて、午前中（８時から12時まで）は担任が優先科目
のフランス語と算数を教え、午後（１時から３時半）は科目別に一人の教員が特定科目を全児童に
教えることになった。例えばこの４年３組の教員の場合、午前中は４年３組にフランス語と算数を
教えるが、午後は日替わりで違う児童に音楽を教える。11人の教員がそれぞれ歴史、地理、理科、
技術、英語、音楽、図工、体育、道徳等特定の受け持ちの専門科目を担当する。外国語は英語が１
年生から導入されているが、この学校では現地語は扱っていない。政府の教育方針は認知領域の習
得だけではなく、観察、実験／体験、感受性、想像力、創造力が発達することを目標としているが、
実験器具や楽器等必要な体験教材はあまり整備されていない。一方でネット環境やコンピューター、
スクリーン等の IT もののバーチャル機材は十分に整っている。総合学習のような時間は定期的には
設けられていないが、学期ごとに合同学習などの行事が企画されている。教科書は基本フランスの
ものだが、現地に関わるローカルコンテンツとしては、ニューカレドニアの地理と歴史の教科書が
2007年に編纂され、現在もそれが使用されている。その他には現地の伝統行事や技能等について全
く取り扱われていない。学外での課外授業や遠足もないし、現地のリソースパーソン等が学校教育
に関わることもない。PTA 組織が存在するが、年度始めの会合に出席したのは、児童数257人の保
護者のうち４名だけで、必ずしもアクティブとは言えない。

５．まとめと今後の展開

私は国際開発の専門家として、これまで開発途上国について研究し、中でもアフリカやネパール
等特に貧困の厳しい地域を対象にしてきた。国際開発においてポストコロニアリズムの視点で語ら
れることは今日珍しくない。ほとんどの開発途上国が旧植民地であることが多いので、ネオコロニ
アリズムやポストコロニアリズムが批判する旧宗主国や国際機関、援助国と被援助国との関係性が
問題視されることも少なくない。今回の調査を経て、一般的な途上国の僻地や農村の小学校の現状
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に比べて、ニューカレドニアの教育の現状はずっと良好と言える。島全体からみると、カナック居
住地域の地理的なアクセスの格差はあるが、施設や設備、教員の質ともに、今回調査した教育二次
資料の統計からみても、現地調査の事例からみても、質が高いと言える。しかし、どんなに状況が
悪くても、旧宗主国の教育制度を引き継いでいても、どんなに国際援助が入っていても、完全な平
等が勝ち得ていなくても、私がこれまで調査したアフリカ、アジア、南米の国々には現地の主権が
あった。社会的に状況が似ている南アフリカでさえ、現地の主権、黒人の主権の存在は感じられる。
だが、ニューカレドニアの教育はまさにフランスの教育で、そこに現地の主権はあまり感じられな
かった。ここは旧植民地ではなく現在進行形の植民地なのだ。

現在、かつてあったような非人道的な虐待や搾取が大っぴらにあるわけではなく、教員はもちろ
ん生徒を差別していないし、親身になって真剣に子供達を教育している。主な現地言語は学校教育
に制度として導入され、現地の内容に即した歴史地理の教科書が開発されている。統計はもちろん、
すべての面において、民族的区別をすることは禁止されている。またシニアマネージメントや高等
教育へのカナックのアクセスを支援している。つまり植民地主義的ではない人道的な配慮が施され
ている。だが、そこにポストコロニアリズム的な現地の視点があるかというと疑問だ。学校現場か
ら見える教育が果たしている役割は、近代学校制度を通した「フランス文明の伝達」だ。制度や実
施方法は人道的になり、現地人の自由や権利は拡大されたが、あくまでも現地は客体であって、そ
れを決める主体はフランスにある。なぜならここがフランスだからである。つまり、歴史的に第一
期植民地時代、第二期帝国時代を経て、大多数の植民地は戦後ネオコロニアル時代に突入したが、
ニューカレドニアは第三期植民地時代に移行したということである。すなわち教育を含む社会制度
は帝国的ではないものの、それを支えるイデオロギーは「植民地主義」のままである。ニューカレ
ドニアの現状は、世界的な「ネオコロニアリズム」の議論にも「ポストコロニアリズム」の議論に
もカバーされず、帝国時代と現代のはざまに置き去りにされている。

戦後70年が経つ今、今の現状がいいことなのか悪いことなのかはわからない。ましてやどうした
いのかを住民投票に１票を投じる権利も私にはなく、11月の結果を待つしかない。実際には現実的
な主導権を持っているのは、フランス政府ではなく、現地で携わる入植者だと思われるが、入植者
もまた何世代にも渡ってニューカレドニアで生まれ育ったニューカレドニア人、すなわち現地の人
なのである。本来、多民族国家として、全員がニューカレドニア人として、新たな独立国家を築い
ていければいいのかもしれないが、彼らのアイデンティティーは「フランス・ヨーロッパ・白人」
にあるため、植民地化から抜けられない。一方で、カナックや他の移住者もフランス領ニューカレ
ドニア生まれなのである。フランス語を話し、パンやアルコールを食し、フランスの学校教育を受
けてきたのである。今更フランス入植前のかつてのような暮らしに戻ることはできないだろう。

しかし、ただ一つ言えることは、今後国家がどのような方向に進み、どのような政策方針を取り
入れるような結果になろうとも、教育は個人の幸せや将来展望につながるものであるべきだと思う。
教育は、個人の自尊心や自己肯定感を否定して劣等感や抑圧を増長させるものでもなく、いたずら
に敵対心を掻き立てて闘争心をたきつけるものであってもならない。独立派にとっても反独立派に
とっても教育は重要視されるが、それぞれが求める社会便益を考える前に、まず各人の個人便益を
確保するべきだと思う。どのような社会にあっても、特に基礎教育は、ありのままの個人の自尊心
と自己肯定感を育成する場であるべきである。それは英米で議論されるポストコロニアル的な視点
なくしては実現しえないと思う。

したがって、どのような社会でも関係なく、あるいはどのような思想的立場に立とうとも関係な
く、子供達が自尊心と自己肯定感をもてるような基礎教育を目指すべく、ポストコロニアリズム的
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な視点から学校教育とその変容について、動向を追跡していきたいと考えている。
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Education and coloniality:

In the process of independent movement in New Caledonia

Takako SUZUKI

New Caledonia is currently one of French overseas territories but a referendum asking about its inde-

pendence will be held this November.  Education has played the significant roles in de-colonialisation in 

the modern history.  Thus this study aims to observe how the education will be influenced and what roles 

the education will take in the process of this political movement in our post-colonial era.  As the introduc-

tion, this paper describes the basic socio-political context of New Caledonia and examines the current situ-

ations and issues of its education prior to the referendum.  It starts with a theoretical framework consisting 

of colonialism, neo-colonialism and post-colonialism.  Consequently, it describes historical background 

including political context of France and the indigenous society.  Then it analyses the current conditions 

and issues of the education through statistical documents followed by a case study held at a selected 

primary school.  It reveals that the quality of primary education is relatively high in general, although there 

is a geographical and demographical inequivalence in the access of the education.  On the other hand, 

primary education takes a role to transfer French civilization to local children, which reminds us of the 

traditional French interpretation of the colonialism.  In order to promote self-esteem and confidence of 

indigenous children, the basic education must be post-colonial oriented.  Therefore, whatever the political 

directions are made, I will continue to examine the transition of education with post-colonial aspects. 


