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〔論文〕

バルバドスにおける自己イメージとしての保守性

石川麻矢子 (Mayako Ishikawa)�

はじめに：バルバドス博物館および歴史協会

　の会員権をめぐる議論

バルバドスは小アンティル諸島の最東に位置

し、面積約 450Km2、人口約 26万人という、カ

リブ海諸国の中では中規模の国家である。バル

バドスは 1627年にイギリスによって植民が開

始され、1966年、エリザベス 2世を元首とす

る英連邦加盟国として独立した。

政治的独立を果たしたバルバドス政府にとっ

て、次の急務は、文化的脱植民地化を推し進め

ること、つまり、バルバドスの国民文化を創り

出すことであった。バルバドスには、18世紀ご

ろより「バルバドス人」としての植民地ナショナ

リズムが見られるようになり、それは島の自然

史的特異性への言及や、系図学を中心とした島

の歴史探求によくあらわれている。しかし、こ

うした文化的アイデンティティの表象はあくま

でも、白人入植者の観点からのものであり、先

住民や、サトウキビプランテーションで働かせ

るために、アフリカから奴隷として連れてこら

れた黒人はその視野の外に取り残されていた。

1978年、政府は、バルバドスを代表する文

学者の一人であるエドワード・カマウ・ブラス

ウェイト (Edward Kamau Brathwait)に、バ

ルバドス文化に関する包括的調査を依頼する。

その調査の結果、ブラスウェイトは、様々な文

化事象に潜在しているアフリカ的要素の再認識

と、教育、博物館、文化基金、あるいは種々の

ワークショップといった文化制度の拡充が、バ

ルバドスの国民文化育成に不可欠であると結論

した。

1982年に始まったバルバドス博物館および歴

�野外民族博物館リトルワールド

史協会 (The Barbados Museum and Histor-

ical Society、以下 BMHS)の改革は、ブラス

ウェイトの見解に強く影響されている。改革の

具体的な内容は、スタッフの再教育と補充、展

示内容へのポストコロニアルな歴史観の反映、

つまりヨーロッパ中心的主義的な歴史展示を、

アフリカや先住民アラワク族からの文化的遺産

を取り込んだ、より視野の広いものに更新する

ことであった。同時にこの政策は、政府援助の

増額とひきかえに、博物館の活動への政府の発

言力を強めるという目的も持っていた。バルバ

ドス政府は、植民地エリート階級によって作ら

れた既存の文化制度を「改革」して、より包括

的なバルバドス史、バルバドス文化を再編する

ことを目指していたのである。

BMHSは、1933年、エリート知識人のサロ

ン的集まりが発展し、バルバドス植民地議会の

承認を得て設立された民間組織である。具体的

には博物館とそれに附属する図書室の運営が主

な活動となっている。この博物館と図書室は設

立当初より公共施設としてバルバドス島民、そ

して島を訪れる旅行者たちに公開されてきた。

バルバドス博物館は設立以来現在に至るまで、

島で唯一の総合博物館であり、1982年の改革

計画は、将来の国有化にむけての布石でもあっ

たということができる。しかし、国有化はいま

だ実現されておらず、BMHSは民間の非営利

団体として、その運営は協会の会員から選挙に

よって選ばれた 7人の委員と、政府から派遣さ

れる 5人の委員、計 12人からなる運営委員会

によっておこなわれている。

1988年 10月 19日、BMHSは会則の改編に

ついて、会員総会での決議をおこなった。総会

に向けてあらかじめ提議されていた会則の主な
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変更点は、名誉事務局長と名誉管財人の二つの

ポストの廃止と、協会の入会規定の見直しであ

る。BMHSの会員となるには、申込書を提出

し、年会費を支払った上で、年に一回開かれる

会員総会で選考を受けなければならない。会則

改編案は、選考制度という敷居を取り払い、申

し込みをするだけで誰もが会員となれるように

会則を変更するという内容のものであった。会

則の変更には、総会出席者の三分の二の賛成が

必要であったが、賛成 34、反対 20で結局変更

はされないこととなった。同様に、二つの名誉

職の廃止も否決された1)。

この総会の前後を通じて、特に、入会規定の

変更をめぐって、バルバドスの二大国民紙の一

つ、アドボケイト紙 (Barbados Advocate)上で

国民に公開された形での論争が繰り広げられた。

本論ではこの論争を取り上げ、その背景にある

自己イメージとしてのバルバドスの「保守性」

と、それがこの国の文化的脱植民地化にもたら

している影響について考察してみたい。

1.保守派による抵抗

BMHSの会則改編案は、1982年からの改革

に深く関わっていた当時の協会の理事長、ジャッ

ク・ディア (Jack Dear)が、BMHSを「プライ

ベートなクラブ」からより国民に開かれた、親

しみを持たれる施設にしたいという意図で提議

したものであった。

これに対して、BMHSの名誉管財人であり保

守派のリーダーであったリチャード・ゴダード

(Richard Goddard)は、二つの名誉職の廃止と

会員選考制度の廃止という「解放」策は、政府

のプライベート組織への行き過ぎた干渉の現わ

れであると反対した。ゴダードは博物館への政

府の干渉が度を越したものにあることに警告を

発し、コレクションが勝手に売り払われること

になったり、博物館職員の人事が政治に左右さ

れたりという弊害が現れたりしないようにする

ためにも協会の会員権を限定することが必要で

1)この二つの名誉職は後に廃止されている。

あると主張した。ゴダードは、ある私立学校が、

政府の干渉によって評価を著しく損なう結果を

招いたことを例に挙げ、BMHSがそうした事

態を免れるためには、協会の会員権と運営委員

会のあり方を旧来のままに保ち、協会の創設者

たちの理想を固守すべきだと述べた (Goddard

1988a, 1988b)。

ゴダード一族は元 レ々ッドレッグス (Redlegs)

と呼ばれる白人下層階級の出身であり、リチャー

ドの父親の代で首都ブリッジタウンに店を持つ

商人となった。リチャード自身は、カナダに移

住し、そこで警察官として働いていたが、バルバ

ドスに戻ったのち、一族のビジネスを経営しな

がら、みずからが購入したプランテーションで、

サトウキビの生産をおこなっている（Gmelch

1992)。ゴダード一族のように、レッドレッグス

階級出身でいながら、都市部で商人として成功

することにより、プランテーションの地主階級

と経済的連携を深め、都市商業エリートとして

社会階層を上っていくという例は他にもある。

特に、19世紀の終わり頃からカリブ海の砂糖

の国際競争力が著しく低下するにつれ、こうし

た商業エリートが地主階級、つまり旧来の白人

上層階級と結びつき、新たな白人上・中流層を

形成していった。さらに、レッドレッグス階級

にとどまっている人々にとってもまた、「白人」

であることは、階級を縦断するエスニシティと

して、バルバドス社会に深く根を張っている。

このようにバルバドスでは、「階級」と「人種」

が複雑に絡み合って社会を覆っている。「階級」

と「人種」は縦糸と横糸のように交差しあって、

立体的な社会階層を構成しているのである。

ゴダードのように新しく上層階級に「加わっ

た」人々にとって、植民地時代に形成されてき

たヨーロッパ中心主義的なバルバドス史は、そ

のアイデンティティの正統性の根拠となってい

る。ゴダードは、バルバドス史再編をもくろむ

政府の BMHSへの干渉を、彼のアイデンティ

ティの正統性を保証しているバルバドスの正し

い「歴史を破壊」しようとする（Gmelch 1922)
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黒人政治家たちの策略のようにとらえているの

である。

リチャード・ゴダードは、この会則改変が議論

された同じ総会において、博物館の館長である

アリッサンドラ・カミンズ (Alissandra Cum-

mins)のアカデミックな適性に疑問を呈した。

これに対して、BMHSの理事長ジャック・ディ

アは、アドヴォケイト紙への投稿記事の中で、こ

のような疑問はカミンズへの根拠のない中傷で

あると非難している。黒人運動家エロンブ・モ

トリー (Elimbe Mottley)も、カミンズの祖父

がバルバドス史に残る偉大な黒人政治家であっ

たことをアドボケイト紙のコラムのなかで述べ、

そうした人物を中傷したとしてゴダードの発言

に強く反発している。

カミンズは 1982年の博物館改革計画の一環

として「公募」、採用、育成された館長で、ゴ

ダードがいうところの「政治的人事」の結果、

館長に就任した人物である。このとき、館長候

補生はバルバドスの国民であることという条件

がつけられており、統計上国民の 80パーセン

トが黒人と分類されているバルバドスでは、単

純計算でいえば、80パーセントの確率で黒人の

館長が登場することになる。それまでの館長が

すべて白人系のイギリス人、アメリカ人などの

外国人であったことを考えると、ゴダードのよ

うないわば最右翼の白人にとって、カミンズの

就任は、単に「バルバドス国民による博物館運

営」という文化的ナショナリズムの現われとい

うよりは、黒人政府による BMHSの「黒」化

と見えたのであろう。

2.文化的脱植民地化と BMHS

1960年代、70年代、アフロ・バルバドス文

化再興のリーダーであったエロンブ・モトリー

(Elimbe Mottley)は、BMHSの会則改編の否

決へ遺憾の意を表明して、子供の頃に訪れたバ

ルバドス博物館を次のように描写している。

「ぼくたちは、忍び足で博物館に入り、ひ

そひそ声で話した。1949年だった。アドボ

ケイト紙がしっぽのある黒人の漫画を載せた

頃のことだ2)。

［博物館には］いやってほどたくさんの魚

がいた。（中略）本物みたいに見えた。はく

製のけものや鳥もそう見えたけど。

チルドレンズ・ギャラリーには、ちぃーちゃ

な風車があった。ピゴット・ギャップのフェ

ァフィールド・プランテーション3)でギルケ

ス4)が砂糖きびをひくのにまだ使っているの

と同じやつだ。ガラスの向こうにはたくさん

のお人形さんがいた。みんな長いドレスを着

て、ほっぺがピンクで、人形の家はお城みた

いだった。

他のガラスの中は、ボタンを押すと電灯が

ついて、野蛮なインディアンや、キングのお

なり、クロップオーバー5)やほかのバルバド

スのいろんな景色が見れた。

漁師が網につけるみたいな鉛の玉が先っぽ

に付いた九尾のネコむちがあった。それから

いろんなキングやクイーンの絵の付いたナイ

フらやフォークやらスプーンやらお皿がいや

ってほどあった。それでおしまい。」（Mottley

1988)

BMHSはバルバドスの自然史および文化遺

産を「すべての」島民に広く公開することをそ

の設立理念に盛り込んでいたが、1933年の設立

から 1980年代初頭まで、その歴史認識や、博

物館の展示内容は、白人の地主階級や商人など、

白人植民地エリートのそれを強く反映したのも

であり、黒人の歴史的経験はその視野にはほと

んど含まれていなかったと言ってよい。上の一

文でモトリーが描写しているのは、熱帯の自然

史と豊かな植民地を見せるための展示、宗主国

との密接な関係や植民地エリートたちの栄光の
2) 1940 年代当時、高級住宅街の道は、舗装された白人専
用と、無舗装の黒人用の二つに仕切られるなどバルバドス
でもあからさまな人種差別と人種隔離が存在していた。
3)プランテーションの固有名前
4)プランテーションの所有者名と思われる
5)植民地時代、バルバドスで行われていたサトウキビの
収穫祭。一時途絶えていたが、1978 年教育文化省によって
再興され、現在バルバドス最大の国民行事となっている。
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歴史を示す展示と黒人労働者の実際の生活との

断絶、そして博物館の中でなんとなく疎外感を

感じている黒人の子供たちの居心地の悪さなの

である。

1982年の博物館改革計画が始まって以来、博

物館の展示は大幅に改良され、公開講座が開か

れたり、アフリカン・ギャラリーができるなど、

博物館の活動はより開かれたものとなった。し

かしそれでもまだ、博物館が本質的には閉鎖的

な組織であり、そのために、バルバドス人の大部

分が博物館に対する精神的距離を保ち続けてい

ることをこのモトリーの一文は示唆している。

実際には、現在、BMHSの会員になることは

さほど難しくはない。会費も、多くのバルバド

ス人には支払える程度のものであるし、総会で

の選考もごく形式的なものとなっている。しか

し、改革派にとっても、保守派にとっても、形

式的ではあっても選考の存在そのものが、問題

なのであった。BMHSはその設立の経緯から

してエリートによるエリートのための文化団体

と認識されてきた。協会の設立者たちは、その

多くが啓蒙的な意識を持って博物館や図書館を

人種、階級を問わず、すべての「バルバドス人」

のためのものとすることを理念としていたが、

実際にはモトリーの回想にみられるように、あ

る種の人々、例えば、黒人労働者階級にとって、

博物館は決して居心地のよい場所ではなかった

のである。そしてモトリーは、今回の会則改編

否決によって、この文化的「隔離」はいまだに

消えていないとあらためて実感したと言ってい

るのである。

バルバドスでは、約 350年間の植民地時代の

大部分を通じて、アフリカ人奴隷を労働力とす

るサトウキビプランテーションが島の経済の中

心を占めてきた。1640年代のいわゆる「砂糖革

命」6)を契機に、アフリカ人奴隷の大量「輸入」

6)カリブ海の多くの島では、当初、商品作物としてタバ
コが栽培されていた。ところが 17 世紀半ばから 18 世紀
にかけて、バージニア産のタバコが競争力を増してくると、
カリブ海では、タバコ栽培からサトウキビ栽培へと大規模
な栽培作物の転換がみられるようになる。こうした商品作

がはじまり、1640年に白人人口 29,000人に対

して黒人人口 1000人であったのが、1660年に

は白人 20,000人に対して黒人 50,000人と人口

比が大きく逆転する。以来、数の上では、マジョ

リティである黒人、マイノリティの白人という

人種構成を作り上げてきた7)。と同時に、マイ

ノリティの白人による、マジョリティの黒人の

支配という社会構造も 300年間続いてきたので

ある。

1834年に英領カリブでは奴隷制が廃止され

るが、解放された奴隷の大部分は小作人という

形でプランテーションにしばりつけられ、土地

改革などの富の再配分は起こらなかった。とく

に、絶対的な面積が小さく、すでに島の耕作可

能な土地の大半がサトウキビプランテーション

として開発されていたバルバドスでは、解放奴

隷が農民として自立するための農地を手に入れ

ることは非常に難しかった。その結果、奴隷制

が廃止された後も、富の源泉は白人上層階級に

長いこと独占されたままであった。

政治面では、20世紀初頭のパナマ運河建設を

契機に経済力を伸ばし始めた黒人中流階級を支

持層として、1920年代から 1930年代にかけて、

黒人の政治指導者が頭角を現し始める。こうし

た指導者の活躍と、サトウキビ労働者を中心と

した労働組合の成熟により、1966年の国家独立

までには、黒人による島内政治の掌握が達成さ

れる。ところが、こうした政治における流動性

も島の経済構造を根底から覆すことはなく、白

人はその経済力によって、黒人政権に大きな影

響力を及ぼし続けてきた。バルバドス出身の歴

史家、ヒラリー・ベックルス (Hilary Beckles)

は、バルバドスにおける脱植民地化の問題点と

して、植民地支配の申し子である「白人資本」

と、民主化運動の成果としての「黒人政治権力」

の相互依存関係を指摘している。こうした相互

物の転換と、それが引き起こした社会変化をあわせて「砂
糖革命」と呼ぶ。
7)CIA World Factbook 1998によれば、現在、人口の
約 80パーセントが「黒人」、約 4パーセントが「白人」、そ
の他 16 パーセントとなっている。
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依存関係が、本来、富の独占を背景とした白人

権力への黒人の政治的抵抗という形で進むはず

の脱植民地化に、ねじれを生じさせてしまって

いるのである (Beckles 1993)。

こうした脱植民地化に見られるねじれは、バ

ルバドスの国民文化形成にも影を落としている。

1970年代のバルバドスでは、黒人中流階級の

間で、アフロ・バルバドス文化見直しの動きが

強くなる。この動きは、国民の新たな文化的ア

イデンティティの確立を目指していた政府の意

図と共鳴した。その結果、BMHSの改革も含

めた様々な文化政策が生まれたが、当然のこと

ながら、それらは、アフリカ的文化要素の再検

討とそれらの国民文化の中への定着という強い

方向性を持っていた。このような政府の文化政

策は、すでに述べたように、ゴダードのような

「白人」アイデンティティを強く持つ人々に警

戒感と危機感をもたせ、本論のケースのような

強い反動が生じたと考えられる。BMHSの会

員権が自由化されなかったという事実は、バル

バドスの文化的脱植民地化と、国民文化の形成

過程におけるひとつの揺り戻しであったと考え

てよいだろう。

モトリーの批判には、独立から 25年が経過

してもなお、国民の大部分を占める黒人、もっ

と厳密にいえば黒人労働者階級が自分の文化を

表象する権利を自分たちのものとすることがで

きない、バルバドスの文化的脱植民地化のたち

遅れに対する苛立ちが感じられるのである。

3.自己イメージとしてのバルバドスの保守性

さて、北米での公民権運動とブラック・パワー・

ムーブメント、そしてそれらに引き続く、マル

チ・カルチュラリズムのなかで、マイノリティ、

なかでもアフリカ系アメリカ人の文化表象権の

主張は 1980年代の半ばまでに完全に政治的正

当性を獲得したかに見える。今や肌が「黒い」

ということは少なくとも北米では文化的政治力

を持つようになった。そして、前述のように、

バルバドスでも 1960年代、70年代を通じて、

黒人中流階級が、アフロ・セントリズムに傾倒

し、人種間の文化的平等を目指した劇場運動や、

文学運動などが盛んになる (Beckles 1990)。し

かし、「アフリカ系」バルバドス人たちが、北ア

メリカほどのラディカルな発言権をなかなか獲

得できないでいるのは、上に取り上げた BMHS

のケースによくあらわれている。

総会の数日後、アドボケイト紙の社説は、BMHS

の会則改編案に共感を寄せながらも、「会則を自

由化しようという提議が否決されたことは多分

驚くには当たらない」と述べた (Barbados Ad-

vocate 1988b)。なぜ「驚くには当たらない」の

か？ そこには、バルバドスの社会は結局、その

階層性を崩さず、安定した秩序を求める方向へ

と向かっていくのだという、「保守的なバルバ

ドス」というの自己イメージがあることを窺わ

せるのだ。次に述べるように、バルバドスはそ

の歴史を通じて、階級構造を、再生・再編しな

がら秩序ある社会を保持することで、生き残っ

てきた社会である。少なくとも、そうして社会

を作り上げてたという自己イメージが住民の間

に共有されているのである。

バルバドスは、ジョージ・ラミング (George

Lamming) や前述のカマウ・ブラスウェイト

(Kamau Brathwaite)などのラディカルな思想

家を輩出しながら、ジャマイカやトリニダード

などと比べて、旧英領西インド諸島の中でも特

に「保守的」な島であるといわれる。このよう

なイメージは単に外部から与えられているだけ

ではない。バルバドス人の「保守性」は様々な

場面で、バルバドス人の自己イメージとして再

生産されているのである。前述のアドボケイト

紙の社説もまたそうした自己イメージの再生産

のひとつの例と考えることができる。

歴史学者ジャック・グリーン (Jack Greene)

によれば、バルバドスは、18世紀までには大英帝

国植民地のなかにおいて、産業成績最優秀の優

等生としての地位を確立した。バルバドス人に

とって、そうした植民地としての評価は、みずか

らの自制心の強さと中庸主義がもたらしたのだ
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という確信に結びついていったという (Greene

1987: 254)。もちろんここでいうバルバドス人

とは、主にイギリスからの入植者たち、つまり

白人、それも地主や商人階級のことであり、そ

れらの人々の中庸主義が、現代のバルバドスの

国民性に直接結びついているとはいえない。し

かし、18世紀半ばまでに確立した、理想的なバ

ルバドス人らしさというものは、奴隷解放後の

社会階層の再編によって、より広い階層で共有

されるようになり、たしかに現代のバルバドス

国民全体に影響をおよぼしているのである。

バルバドスは、その植民地時代の歴史におい

て一度も直轄植民地となったことがない。また、

早くから独自に議会を持つことを認められ、あ

る程度の自治権を認められてきた。「優良な植

民地」であるが故に与えられる「自主性」という

アイロニーは、大英帝国の優秀な一員であると

いうことと、バルバドスが本国とは一線を画し

た成熟した社会であるというアイデンティティ

の二重構造を生み出していく。そして、この自

主自律と実り多き植民地の双方の存続にとって、

最も重要であると考えられていたのが「社会の

秩序を守ること」であった (Greene 1987)。

ラディカルな社会変化への警戒感と、社会階

層の安定への志向は、1930年代の黒人中流階

級の政治的志向にもよくあらわれている。その

約 10年前、1920年代の初頭、マーカス・ガー

ベイ (Marcus Garvey)の汎カリブ的ブラック・

パワー・ムーブメントと、社会主義が結びつき、

バルバドスの労働運動は、それまでにないほど

活発になった。しかし、最初そうしたラディカ

リズムに同調していた中流黒人たちは、グラン

トリー・アダムス (Grantley Adams)という中

道的な指導者が登場するやいなや、それまでの

ラディカリズムから一転、保守的で慎重な政治

態度を取るようになる。アダムスが提唱したの

は、それぞれの階層がお互いの利益を認めあう

ことによって、社会の政治経済的安定を図ると

いう理念であり、ドラスティックな社会改革か

らは程遠かった。しかしこうした中道的戦略は

黒人中流階級の絶大な支持を得た。その結果、

社会主義や、ブラック・パワー・ムーブメント

は、バルバドスでは実際の社会変革と結びつく

ことなく、その後、陰をひそめていくことになっ

た (Beckles 1990)。

こうした黒人中流階級の選択を促したのは、

やはり「保守的なバルバドス」という自己イメー

ジなのではないだろうか。中道、中庸を守るこ

とによって、植民地としての繁栄と、自主性を

手にいれ、20世紀はじめの経済的低迷期にも他

の島に比べて混乱は少なく、その結果、直轄植

民地になることや、合衆国軍の上陸占領の憂き

目にあうこともなく、一つの社会としての自律

性を守り続けてきたバルバドス。そのポジティ

ブな自己イメージがあったからこそ、ジャマイ

カから流入してきたラディカルなガーヴィニズ

ムに一度は突き動かされながらも、人々の気持

ちはアダムスの中道主義へと戻っていったので

ある。

前掲のアドヴォケイト紙の社説はシニカルな

調子でこう続けている。

「会則を自由化しようという提議が否決さ

れたことは多分驚くには当たらない。これは

何らかの危険信号でも、また落胆すべきこと

でもない。理事長のジャック・ディア氏と、

名誉管財人のリチャード・ゴダード氏とその

支持者がお互いの立場を理解できないはずが

ないのである。

（中略）

ディア氏は BMHSの決定を冷静に受けと

めるであろう。なぜならば、バルバドス人に

とっては、ゆっくりとした変化のほうが受け

入れ易いということを、氏はよくわかってい

るはずだからである。」(Barbados Advocate

1988b)

この社説のような発言が可能なのは、「保守

的なバルバドス人」という自己イメージが、読

者、つまり国民に共有されているという前提が

あるからである。この社説は、自分たちの文化
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を表象しているはずの博物館を脱植民地化し、

自分たちの手に取り戻すことのできない、ある

いは取り戻す気のない国民性への皮肉なのであ

るが、同時にこの記事の読者であるバルバドス

国民の、「自分たちはやはり保守的なのだ」と

いう再確認を代弁していることにもなるのであ

る。決して、それが植民地時代のように、歓迎

すべきイメージではないとしても。

結びにかえて

BMHSの会則が改編されなかったことは、「保

守的」なバルバドスにおいては、アドヴォケイ

ト紙の社説がいうように、「驚くには値しない」

ことなのだろう。しかし、それがバルバドスの

文化的脱植民地化に見られる揺り戻しであり、

国民文化形成を妨げる可能性があることを考え

ると、この「保守性」を見過すことはできない

のである。

ひとつには、リチャード・ゴダードの態度に見

られるように、自分の属している階層を守ろう

という力が社会のここかしこで常に働いている

ことは確かである。これは必ずしも、白人上流

層にだけ見られる態度ではなく、グラントリー・

アダムスの中道主義を支持した 1930年代の黒

人中流層もまた同じように、自分たちの階層の

安定を志向したのであった。黒人労働者階級の

中には、しばしば、有色人種の下では決して働

かないと公言する者がいるが、彼らが「有色」

といったとき、それは必ずしも実際の肌の色を

さしているとは限らない。実際、そういいなが

らも黒人エリートの家でメイドや庭師をしてい

るというケースは幾らもあるのである。彼らに

とって、そうしたエリートはもはや「有色」で

はないのである。こうした「人種」と「階級」の

レトリックのすり替えは、バルバドスに生きる

人々が、人種と階級が複雑に絡み合った社会の

中で、どのようにして自分たちの場所を見極め

ているかというひとつの好例である。彼らは、

「人種」と「階級」をうまく使い分けながら、社会

の階層性を安定させようとしているのである。

バルバドス的「保守性」はバルバドスの社会全

体に浸透している。

3節で述べたように、バルバドスは「自分た

ちは他の島よりも（あるいは、他の植民地より

も）、出来がいい。」というプライドをその植民

地時代の歴史の中で作り上げてきた。そして、

「保守的」で急激な変化を避けることが、少な

くとも植民地時代のバルバドスにとっては、政

治経済的有効性を発揮してきたのである。しか

し、この「保守性」を脱植民地化という文脈で

見たとき、それは社会に経済的豊かさをもたら

すが、脱植民地化のブレーキとなりかねないと

いう、諸刃の刃となってしまっているのではな

いだろうか。

バルバドスは現在、一人当たりの国民総生産

が 1万ドルを超える豊かな国である。この豊か

さは当然、社会の安定が生み出したものである

が、その反面いまだに国民文化形成の焦点を定

めることができずにいる。エロンブ・モトリー

やヒラリー・ベクルスのような黒人知識人たち

は、バルバドスの文化的脱植民地化の矛先の鈍

さに苛立ちを隠すことができない。そしてこの

苛立ちは、単に植民地時代から延々と続いてい

る白人・ヨーロッパヘゲモニーに対するものだ

けではなく、「保守性」という自己イメージに甘

んじてしまいがちな、特に中流層を中心とした

黒人各階層にも向けられているのである。バル

バドスの脱植民地化の問題は、もはやヨーロッ

パ宗主国の過去の所業や、アメリカ合衆国によ

るネオコロニアルな政治経済文化的支配をこえ

て、「バルバドス人」がいかに新しい自己イメー

ジあるいはアイデンティティの根拠を創出でき

るかどうかにかかっているのである。

参考文献

Barbados Advocate. 1988a. Membership

still Must Have Approval. Barbados Ad-

vocate Oct. 29.

|||. 1988b. Whither the Museum? Bar-

bados Advocate Nov. 21.



バルバドスにおける自己イメージとしての保守性 35

Beckles, Hilary. 1990. A History of Bar-

bados: From Amerindian settlement to

nation-state. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.

|||. 1993. Independence and the So-

cial Crisis of Nationalism in Barbados. In

Caribbean Freedom. Hilary Beckles and

Verene Shepherd, eds. Pp.528-539. Kings-

ton: Ian Randle Publishers.

Dear, Jack. 1988. Needless Panick. Barba-

dos Advocate Oct. 29.

Gmelch, Gerge. 1992. Double Passage: The

lives of Caribbean migrants abroad and back

home. Ann Arbor: The University of Michi-

gan Press.

Goddard, Richard. 1988a. Museum Should

not be Subverted. Barbados Advocate Oct.

18.

|||. 1988b. Thanks for Voting against

Change. Barbados Advocate Oct. 28.

Greene, Jack P. 1987. Changing Identity

in the British Caribbean: Barbados as a

case study. In Colonial Identity in the At-

lantic World, 1500-1800 . Nicholas Canny

and Anthony Pagden, eds. Pp. 213-266.

Princeton University Press.

Mottley, Elombe. 1988. Duppy Kno Who to

Frighten! Barbados Advocate Oct. 28. □■


