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デリー・ダーバーをどのように考えるか 

―研究史の整理と今後の展望 

  

 

 本 田 毅 彦 

 

  はじめに 

 

 英領インド帝国では、1877年、1903年、1911年の三度にわたり、古都

デリーにおいてダーバーと呼ばれる大規模な政治儀礼が行なわれた。これ

らは、新たなイギリス国王＝インド皇帝の即位をインド社会に広く告知す

るためのイヴェントだった。1877年には、既にイギリス国王だったヴィ

クトリアがインド女帝を名乗ることが宣言された。1903年には、ヴィク

トリアの死をうけてエドワード七世がイギリス国王＝インド皇帝に即位し

たことが宣言され、1911年には、ジョージ五世が自らインドへ赴いて国

王＝皇帝への即位を宣言した。 

 デリー・ダーバーは大規模で華美なイヴェントであり、膨大な資金と労

力を投入して実施された。また、三回のダーバーはいずれも、英領インド

帝国の歴史上、興味深いターニングポイントをなしていた。すなわち、

1877年のダーバーは、セポイの反乱から約20年が経過した段階で、同反

乱によって生じたイギリスのインドに対する統治方針の変更（インド社会

のイギリス化から、その伝統的秩序の維持へ）を明示的に確認するもの

だった。1903年のダーバーには、列強の帝国主義的競争が激化する中、ア

ジアにおけるイギリス帝国の政治・経済・軍事上の中核としてインドが占

める位置の重要性を、インド内外に誇示する意図がこめられていた。さら

に1911年のダーバーは、前回ダーバーの直後にインド統治に関して生じ

た大きな失策（ベンガル分割と、それへのインド社会からの強い反発）を
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修正し（ベンガル分割の撤廃）、さらに、英領インド帝国がムガール帝国

の後継国家なのだとのメッセージをインド社会に向かって明示する（カル

カッタからデリーへの遷都）ことで、その統治を安定させようとしていた。 

 したがって、これら三度のデリー・ダーバーについては、その実態、イ

ンド社会に及ぼした効果などに関して、英領インド史に関心を抱く歴史学

者、文化人類学者などにより、それなりの量の研究が蓄積されている。本

稿では、こうした研究の中で特に意義深いと思われるものを取り上げ、検

討してみたい。さらに、今後、デリー・ダーバーについての研究を進めて

いく上で示唆を与えてくれると思われる幾つかの思潮を取り上げ、その応

用の仕方を考えることにする。 

 

  デリー・ダーバーについての研究史 

 

 デリー・ダーバーに関して社会科学的観点からの分析を行なった先駆的

研究が、バーナード・コーンの「ヴィクトリア朝インドにおける権威の表

象」（1983年）である。よく知られた論文集、ホブズボウム／レンジャー

編『創られた伝統』に収められている1）。同書は、複数の近代国家におけ

る「伝統の創造」の事例を比較の観点を用いて分析することを意図してお

り、コーンは英領インド帝国におけるそれを担当したわけである。 

 コーンはインド亜大陸をフィールドとする文化人類学者だが、歴史的な

素材を扱うことが多かった。同論文では、主として1877年ダーバー（1877

年当時の表現に従い、コーンは「皇帝会合（imperial assemblage）」と表記

している）について、その実態を詳しく説明しながら、文化人類学的視角

から分析を行なった。コーンによれば、ダーバーは、イギリスによるイン

ド支配が確立する以前から長くインド社会に存在していた政治儀礼だった。

しかしイギリス人たちは、19世紀後半、そうした儀礼を設計し直し、イン

ド社会に押しつけた。すなわち、インド社会の権力構造についてのイギリ

ス人たちなりの理解を基盤とし、イギリス人たちにとって合理的と思われ

る形に組み替えた上で、ダーバーを植民地国家経営のために利用した、と。 
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 コーンはまた、19世紀末～20世紀初頭のインド副王・総督カーゾンが、

彼が主宰した1903年ダーバーを、1877年ダーバーの前例から可能な限り

離れることのないように催行した、と主張している。しかし、この点につ

いては疑念を感じる。1877年ダーバーは確かに「ヨーロッパ的伝統の押

しつけ」という色彩の強いイヴェントだった。これに対してカーゾンは、

1903年ダーバーのデザインにあたってそうした性格を大きく改変し、「イ

ンド的（ないしムガール帝国的）」なものへ回帰させようとしていた、と

考えられる。1911年ダーバーは、カーゾンの打ち出した方針をさらに推

し進めようとするものだった。他方、論文の末尾においてコーンは、イン

ド国民会議派の政治儀礼と、デリー・ダーバーの間の関連について示唆し

ており、分離独立後のインド、パキスタン両国の政治儀礼のありように見

られる、デリー・ダーバー的色彩の継続と考え合わせると、極めて興味深

い2）。 

 コーンの研究を引き継ぐ形で、1990年に論文を発表したのがアラン・

トレヴィシックである3）。同論文においてトレヴィシックは、三回行なわ

れたデリー・ダーバーすべてと、それが行なわれなかった二回の事情

（1930年代後半、エドワード八世とジョージ六世はともに、その即位に際

してデリー・ダーバーを行なうことを回避した）を通観する形で論じてお

り、デリー・ダーバーを「政治的プロパガンダ」として捉え、それがどの

程度の効果をもたらしたのかを明らかにしようとした。デリー・ダーバー

に際してインド人が経営権を握る新聞が示した反応をインド政庁がサー

ヴェイした行政文書を、主要な資料として用いている。ただし、そうした

新聞を執筆あるいは購読するインド人の階層を、イギリス側がデリー・

ダーバーというイヴェントの主要な標的として考えていたかどうかについ

ては、トレヴィシック自身が留保している。イギリス人側には、「インド

人は祭り好きだから、このようなイヴェントには効果がある」との想定が

変わることなく存在した、と指摘する。 

 トレヴィシックが、エドワード・サイードの提起したオリエンタリズム

論から影響を受けていることは明らかだろう。サイードは、西洋人たちが
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非西洋社会（主として中東）について行なってきた理解・説明のありよう

（オリエンタリズム）に根本的な批判を加えた4）。サイードによれば、西洋

は、近現代において非西洋社会に対して物理的に優越するパワーを持つよ

うになり、それを基盤として、人種差別的で、自分たちにとり都合のよい

形での、非西洋社会についての理解・説明を流布させ、それを非西洋社会

におしつけ、利用してきた。デリー・ダーバーに関しても、植民地を支配

するための思考枠組みとしてのオリエンタリズムが典型的な形で現れてい

た、ということになるはずである。 

 これに対してデイヴィッド・キャナダインは、2001年に刊行された

『オーナメンタリズム』において、イギリス帝国全体のありように関する

独自の解釈を提起した5）。キャナダインは、彼の言う「オーナメンタリズ

ム」の主要な現われとしてデリー・ダーバーを捉え、多くの紙幅を割いて

いる。「オーナメンタリズム」という用語自体が、サイードのオリエンタ

リズム論を意識し、それに対置させる意図からキャナダインが造語したも

のだった。 

 キャナダインは、イギリス人たちが異人種社会に対峙した際に依拠した

思考枠組みはオリエンタリズムだけではなかった、と主張する。キャナダ

インによれば、イギリス人たちは、その帝国において人種という座標だけ

にもとづいて支配構造を築いたわけではなく、彼らはそこに「階級」とい

う座標をも持ち込み、帝国社会を形成しようとした。イギリス帝国の経営

では、オーナメンタル（装飾的）な部分が極めて重要だった。帝国・植民

地支配というシステムそのものが実はオーナメンタルな構築物であり、イ

ギリス人たちは、イギリス社会に関する自分たちの認識（階級社会観。

オーナメンタルな性格を強く持つ）を帝国の規模にまで拡大させる形で、

帝国社会を形成しようとした。植民地社会のなかに、イギリス階級社会の

オーナメンタルな部分と共鳴すると思われる部分を見出し、それらを助長

することにより、イギリス人たちにとって「自然」と思われる形の帝国社

会を形成しようとしていた、とキャナダインは主張する。 

 デリー・ダーバーは、そうしたイギリス帝国のオーナメンタルな志向を
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インド社会において顕現しようとするイヴェントだった。キャナダインは

既に、1994年に刊行した『貴族階級の諸側面』に収められた論文におい

て、1903年ダーバーの主宰者だったカーゾンを、帝国統治の「興行師

（impresario）」として捉える視角を提起していた6）。しかしキャナダイン

は、オーナメンタルなありようが現実の帝国支配システムのなかでどの程

度の役割を果たし、効果を及ぼしたのかについては、デリー・ダーバーの

ような重要な事例を含めて具体的な検証は行なっておらず、アイディアを

提示するのにとどまっている。 

 

  ソフト・パワー論の導入 

 

 英領インドの政治史研究においては、「支配―被支配」「抑圧―抵抗」と

いう二組の対義語のいずれかに則して語られる時代が長く続いた。そして

「支配―被支配」の組み合わせで語る場合、行為主体として具体的な分析

の対象とされるのは実際には支配する側だけであり、逆に、「抑圧―抵抗」

の組み合わせで語る場合には、具体的な分析の対象とされるのは抵抗する

側の動きだけ、になりがちだった。しかし、強制力の行使、あるいはそう

した力の誇示による威嚇だけで帝国・植民地支配というシステムが継続す

るはずがなかったことは明らかである。広大な面積を有するインド亜大陸

に数億人のインド人が生活していたのにもかかわらず、イギリス側は十万

人程度のイギリス人兵士を分散配置していただけだった。英領インド帝国

は、イギリス人たちに対するインド人側からの自発的な協力によって成り

立っており、インド人たちがそうした協力をやめれば帝国は即座に崩壊す

る、とのガンディーの指摘は、全くそのとおりであっただろう。かくして

「協力者（collaborator）」についての研究が進展することになった。 

 植民地時代の協力者、コラボレーションのありようについての研究は、

現代インドにおけるポストコロニアル研究の進展とも関わっている。植民

地時代においてコロニアリズムから最も強く影響を受けたのは、イギリス

式教育を受けた、いわゆるインド人新中間層であり、彼らは植民地権力の
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代表的な協力者だった。しかしそれと同時に彼らは、19世紀の第四・四

半期以降、植民地権力に抵抗する運動を指導することになった人びとでも

あり、独立が達成された後は、インド社会の政治・行政を牽引する存在と

もなった。現代インドにおけるポストコロニアル研究は、したがって、そ

のエリート層が自らの過去、自らが行使している権力、自らのアイデン

ティティを問い直そうとする営みとしてとらえることもできる。 

 イギリス側は、インド人たちからの協力をどのようにして調達したのか。

基軸は、分割統治政策だった。一定の文化的特性を有する集団にマテリア

ルな報酬を与え、協力者に仕立て上げていった。他方、全体としてのイン

ド社会の側が、イギリス人たちの提供する「帝国のメリット」を利用した、

という側面も存在した。イギリス人たちは、「顧客」でもあるインド社会

に対して具体的に、わかりやすく「帝国のメリット」をセールスする必要

が生じていることを認識しており、デリー・ダーバーは、そうした認識を

持つようになったイギリス人たちの「営業努力」でもあった、と考えるべ

きなのかもしれない。 

 ところで、こうした関心から考察を進めようとするとき、国際政治学者

ジョセフ・ナイによって提唱されているソフト・パワー論を応用し、イン

ド植民地社会に対して行なわれた文化政策を読み解いてみることは、極め

て有用であると思われる7）。 

 第一に、植民地を支配した権力のありようをハード・パワーとソフト・

パワーに分け、整理した上で考察することになるため、よりクリアに、あ

る文化政策の意図と効果を測定することが可能となる。 

 第二に、政治過程における文化政策の効力の限界を意識しながら、それ

にともなって生じた事象の意義について考察することが可能となる。たと

えばナイは、ある文化政策がそれなりの成功を収め、ソフト・パワーが培

われたかのように見えながら、その後、そうした魅力に反する仕方でハー

ド・パワーが行使されるなどにより、ソフト・パワーが霧消することがあ

りうる、と指摘している。これは、英領インド史の大きな流れの説明とし

て非常な説得力を持つように思われる（1903年ダーバーの成功によって
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イギリス側に一定のソフト・パワーが蓄積されたのにもかかわらず、その

直後にベンガル分割が強行されたことによって、それが霧消した）。 

 第三に、メッセージを発する側と、それを受け取る側の間での相互作用

のなかでソフト・パワーが生じる、との観点を設定することが可能になる。

従来、植民地支配権力が展開する文化政策は、プロパガンダという語で一

括され、分析が行なわれてきた。しかし、デリー・ダーバーについてのト

レヴィシックの研究が示すように、プロパガンダという観点からだけでは、

メッセージを発する側と、それを受け取る側の間で生じていたはずの交

渉・取引のプロセスが、十分には択えられないように思われる。『オーナ

メンタリズム』においてキャナダインは、このような相互作用の存在につ

いて示唆していた。しかし彼の考察範囲は、実際には、支配者と植民地支

配される側のエリート部分の間の関係に限定されている。 

 

  様々な視角からの示唆―ポストコロニアル 

 

 インド、パキスタンでは、現在、独立記念日などの国家的祝日において

大規模な政治儀礼が行なわれており、それらには、デリー・ダーバーから

の影響がうかがわれる。こうした経緯には、興味深い「ねじれ」が含まれ

ている。ムガール帝国の政治儀礼を英領インド帝国が流用し、それをさら

にインド、パキスタンが転用していることになるからである。したがって、

デリー・ダーバーについてポストコロニアル的観点を導入して分析を行な

えば、多くの興味深い知見がえられるのではと思われるが、管見の限りで

はそのような研究は存在しないようである。 

 「そもそもダーバーは、インド社会で伝統的に行なわれてきた政治儀礼

だった。英領インド帝国時代のダーバーはイギリス人たちによる盗用であ

り、逸脱、茶番に過ぎない。それを分析することで浮び上がるのは、せい

ぜい、イギリス側が抱えていたオリエンタリズムという問題にとどまる」

とみなされているからなのだろうか。あるいは、現在のインド、パキスタ

ンで行なわれているダーバー的な政治儀礼は、「本来の姿」「本来の系譜」
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に戻ったものであり、あえて「百年の逸脱」を取り上げて論じる必要はな

い、とみなされているからなのか。 

 デリー・ダーバーは、ポストコロニアルの観点からは取り上げづらい

（取り上げたくない）対象なのではないか、とも思われる。つまり、英領

インド帝国が実行したデリー・ダーバーという文化政策は、それを探求す

ることでインドにおけるポストコロニアルの根底に関わる問題に触れるこ

とになるため、その分析が回避されてきたのではないか。第一に、ダー

バーという慣行はムガール帝国時代においても、既にインド社会にとって

「コロニアル」だった、との結論が引き出される可能性がある（征服者で

あるイスラーム教徒たちによってインド社会にもたらされた政治慣行だっ

た）8）。第二に、デリー・ダーバーというマニピュラティヴで、浅薄で、

文化的価値の低いイヴェントを、インド社会の多くの人びとがエンジョイ

し、それによって政治的イマジネーションをかきたてられてさえいた、と

いう結論に至る可能性もある。デリー・ダーバーというイヴェントのコン

セプトには、イギリス人たちの思考を規定していたはずのオリエンタリズ

ムからは逸脱する部分が含まれており、それゆえに、一時的にせよ一定の

効果がもたらされることになった。しかし、帝国の文化政策によってマニ

ピュレイトされた民衆が、高揚させられ、ある種の政治意識を共有するに

至ったかにさえ見えるイヴェントなど、帝国からの解放をアイデンティ

ティとする後継の国民国家の指導者たちにとっては、忌むべき記憶にほか

ならなかったであろう。 

 

  様々な視角からの示唆―マルチカルチュラリズム 

 

 西川長夫は、国民国家が、その下で暮らす諸個人を均一化させようとす

る強い傾向を持つ、と指摘する。しかし同時に西川は、そうした国民国家

のありようを補正する新たな政治原理になるのではと期待されることの多

いマルチカルチュラリズムについても、それが、実は、グローバリゼー

ションの渦中で動揺する国民国家が、さらに生き延びていくための転生の
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試みにすぎない、との批判を加えている9）。 

 マルチカルチュラリズムとは、個々の国民が多様な文化的アイデンティ

ティを持つことを認められるべきであるのはもちろん、国民が構成する

様々な文化的共同体も権利主体として認められるべきだ、とする考え方で

ある。補正的な政治原理としてのマルチカルチュラリズムを最も早い段階

で採用したのはカナダとオーストラリアだったとされるが、西川は、そう

した動きが、両国がイギリス帝国から離れようとする過程で生じたという

事実に注目する。国民国家の「負」の部分（たとえば人種差別）の多くが

「帝国」から継承されたものであり、帝国的なありようを清算してマルチ

カルチュラリズムを採用すれば事態の改善が図られるはずだ、と両国では

唱えられた。しかし、このような主張に対して西川は、マルチカルチュラ

リズムが、現時点で支配的権力を保持している者たちにとり有利な形でグ

ローバリゼーションを正当化するための、便宜的なロジックなのではない

か、と鋭く指摘している。 

 マルチカルチュラリズムとグローバリゼーションの間の秘められた関係

についての西川の指摘には、大筋で賛同したい。しかし、その前提となる

事実についての認識と、その解釈に関して、以下のような留保をつけたい。

まず、補正的政治原理としてのマルチカルチュラリズムは、第二次世界大

戦後、イギリス帝国から離れていくカナダ、オーストラリアにおいて「初

めて」採用されたのではなかった、と考えられる。アジア、アフリカのい

わゆる異人種植民地が帝国からの独立を果たした直後から、これらの国々

でマルチカルチュラリズムは、特別の名称を与えられたり、公式化された

りすることは少なかったが、既に実践されていた、と考えられるからであ

る10）。 

 国民国家は、それを支える基盤として一定の均一性を備えた市民社会の

存在を強く希求する。イギリスからの移民ないしその子孫が文化的多数派

であった段階でのカナダ、オーストラリアでは、「均一な市民社会を基盤

とする国民国家」を実現するためのプロジェクトを試みることができた。

しかし、少数派が発言力を強め、多様な移民が大量に流入するようになる

356 



 

 

(10)

-     -

なかで、そのような企ては挫折し、マルチカルチュラリズムへと向かう道

が模索されることになった。 

 これに対して、諸帝国による植民地支配を脱して誕生したアジア・アフ

リカ諸国は、そうした過去が残した遺産のゆえに、当初から「マルチカル

チュラル」であるのが通常だった。それらの国々では、圧倒的な文化的多

数派は存在しないことが多かった。複数の帝国の間で、帝国どうしの都合

に従って国境線が引かれ、それを継承せざるをえなかったからである。ま

た、既に触れたように、帝国の側が、植民地社会において少数派に特権を

与え、協力者に仕立てあげることで多数派を威嚇するという分割統治政策

を行なったため、独立後も少数派が何らかの形で権力を維持するケースが

多かった。つまり、植民地時代の経緯ゆえに、アジア、アフリカでは、一

つの国家を構成する複数の文化的共同体の間に、対立を生じさせる多くの

（潜在的）契機が存在していた。「均一な市民社会を基盤とする国民国家」

化プロジェクトの実施は、こうした国々では実際上困難であり、したがっ

てマルチカルチュラリズムは必要性からくる前提だった。 

 インドの場合はどうだろうか。インド社会においてマルチカルチュラリ

ズムを強調することは、同社会においてネガティヴに語られてきた「コ

ミュナリズム」（宗教的共同体の間での政治的対立）と結びつく可能性を

含んでいる。インドという政治単位にとり、世俗的で強力な国民国家の形

成は独立以来の国是であり、コミュナリズムはそれに逆行するものであっ

て、排除されなければならなかった。その一方で、現実にはインド社会の

性格は際立ってマルチカルチュラルである。グローバル化しつつある世界

において、国民国家が採用すべき補正的政治原理としてマルチカルチュラ

リズムへの評価が高まっていくのにつれて、インド政府は、自国の、所与

の前提としてのマルチカルチュラルな状況を、むしろナショナル・ブラン

ドとして利用することに思い至り、それに成功しつつある、との分析も行

なわれている11）。 

 では、インドをはじめとして多くのアジア・アフリカ諸国で実践されて

きた、必要性からからくるマルチカルチュラリズムは、どのような形で準
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備されたのか。帝国が解体する直前の時期、幾つかの植民地では、独立後

の事態を予示するような事態が生じていた。すなわち、民主化の趨勢（植

民地支配権力の後退）を有しながらも、非市民社会を前提とする（ないし

は、意図的に市民社会の形成を遅延させられてきた）植民地という政治単

位においては、いわゆる市民社会で見られる政治過程とは異なる仕方で、

政治的取引が行われるようになりつつあった。より具体的に言えば、様々

な指標と経緯に基づいて形成された文化的共同体が、植民地支配権力が準

備した疑似市民社会的政治空間（統治機構の内部に設けられることが多

かった、現地エリートの構成する諮問機関など）だけでなく、その外部に

おいても、雑多な利害を巡って対立し、取引を行ない始めていた。 

 とりわけイギリス帝国に関しては、植民地支配権力側にあって、そうし

た事態の変化の意味を敏感に察知してそれに対応しようとしたのが、イギ

リス君主制とそれに近い立場の人びとだった。イギリス本国での彼らの政

治的プレゼンスは否応なく縮小しつつあり、そのせいもあって彼らは、自

らの生き残りのために帝国・植民地の統治に視線を向けるようになってい

た。そして植民地支配権力が、疑似市民社会的政治空間の内外で、文化共

同体の間での政治的取引を仲介・調停するという機能を果たし始めたこと

に注目し、そのような機能を自らの権威の下に収めようとした。具体的に

は、たとえばインドに関しては、「多元的で多文化的なインド社会のあり

ようを緩やかに統合し、その安定を保証する存在がイギリス国王＝インド

皇帝なのだ」とのメッセージを打ち出し、それをインド社会に受け入れさ

せる、という戦略が立てられた。 

 デリー・ダーバーは、そのような戦略に基づいて発動された文化政策で

あり、「イギリス国王＝インド皇帝の下での、英領インド帝国の多文化状

況」を自己賛美するイヴェントだった。政治的なプロパガンダであり、分

割統治政策の倒錯的な正当化が試みられていた、とも言えるだろう。しか

し他方で、イギリス帝国からの独立を果たした後、諸国家で行われること

になった「必要上のマルチカルチュラリズム」が、こうした植民地時代の

分割統治政策との間で、ある種の接続関係にあることは否定できないと思
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われる。デリー・ダーバー的な政治儀礼が現在もなおインド、パキスタン

で行われているという事実は、二つの体制の間の本質的な部分での連続を

暗示しているかもしれない。 

 

  様々な視角からの示唆 

    ―カルチュラル・スタディーズ 

 

 あるカルチュラル・スタディーズ論者の研究成果に従えば、現代インド

社会では、いわゆる市民社会で行われてきた政治取引のありようとは異な

る、ポピュリズム的な政治取引の形態が定着しつつある12）。そのような政

治スタイルは、様々な経路をたどり、様々な局面を経て形成されたと考え

られるが、その主要な側面の一つは、植民地時代において、疑似市民社会

的政治空間（立法参事会において、英領インド政庁とナショナリストたち

の綱引きが行なわれた）とは別の場所で探られ、鍛えられたものだったの

ではないか。19世紀末以降、植民地支配者側の非オリエンタリズム的な

部分（イギリス君主制とそれに近い立場の人びと）は植民地の「大衆」

「サボールタン」との交信を積極的に図ろうとし始めるが、逆に、こうし

た動きに対抗する勢力が、第一次世界大戦末期、ガンディーというカリス

マに率いられる形でインド社会に登場する。かくして、インド人大衆から

の支持をめぐって、デリー・ダーバー的オーナメンタリズムとガンディー

的ポピュリズムの間の競争が、疑似市民社会的政治空間での綱引きを差し

置く形で展開されることになり、インド社会に特有の政治スタイルを培っ

ていくことになった、と考えられる。 

 ガンディーによって後継者に指名され、独立後のインドの初代首相と

なったネルーは、本質的には市民社会的政治を志向していたが、インド社

会の現実に則したポピュリズム的政治が出現し、成長する可能性を見通し

てもいた。ネルーは近代主義者であり、土着的オリエンタリストだったが、

同時にガンディーの愛弟子でもあったため、世俗的国民国家としてのイン

ドの成長を期待しながら、「多様性の中の統一」を言い、マルチカルチュ
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ラリズムをあらかじめ保証することにもなった、と考えられる13）。 

 逆に、ネルーのライヴァルだったパテールが1950年に死なず、ネルー

との間で権力闘争を続けていれば、インド社会の政治スタイルはかなり異

なるものになっていただろう。パテールもまた近代主義者であり、土着的

オリエンタリストであり、ガンディーの片腕だったが、彼はヒンドゥー・

ナショナリストだった14）。仮にパテールの指導下でインド政治が推移して

いれば、政教分離・世俗主義を隠れ蓑として、文化的多数派（ヒンドゥー）

の利害を優先するインド国民国家の形成が目指されることになったと思わ

れる。 

 ジンナーは、いわばムスリム側に現われた「パテールの双生児」だった。

ジンナーもまた近代主義者であり、土着的オリエンタリストだった。しか

し彼は、インド社会における文化的少数派（ムスリム）の代表として、新

生インドが、市民社会的なありようを前提とする政教分離・世俗主義を抑

制し、帝国主義の分割統治に近い形で文化的少数派を保護することを望ん

だ。それがかなわないことが明らかになると、ムスリム・ナショナリスト

に転じた。ただし彼が構想したパキスタンは、制度的には政教分離の世俗

国家であり、そこではムスリムたちが文化的多数派となってパキスタン国

民国家の形成を目指すはずだった15）。 

 

  結びに代えて 

 

 イギリス帝国は、結局、ナショナリズムとの争いに敗れ、解体した。し

かし、その一方で、イギリス連邦という枠組みは現在まで持続している。

イギリス帝国は、時機を見逃すことなくナショナリズムとの折り合いをつ

けることにより、連邦という形へ転生しおおせた、と考えるべきなのかも

しれない。そして帝国・連邦という枠組みの維持に関して大きなステイク

を有していたのが、イギリスの君主制およびそれに近い立場の人びとだっ

た。彼らは、まず、19世紀末から第一次世界大戦直前の時期、自らを中

心とする帝国の秩序を正当化するための論拠を公式化しようとし（それは
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非オリエンタリズム的性格を帯びていた）、そのための文化政策を展開し

た（デリー・ダーバーは、その代表的な例だった）。ついで、第一次世界

大戦後は、勃興するナショナリズムへの譲歩を慎重に繰り返しながら、連

邦という新たな枠組みの中に自らのニッチを見出し、イギリスにとっての

ソフト・パワーの源泉の一つとしての地位を保持することになった。 

 一定の理念と過去を共有する諸社会が、その過去においてそれらを統合

する機能を果たしてきた君主制をいわばオーナメントとして、ゆるやかな

共同体を成すようになったのがイギリス連邦であろう。カナダ、オースト

ラリアで採用されたマルチカルチュラリズムは、イギリス連邦のこうした

ありようをインスピレーションの源の一つとしているはずである。また、

イギリス帝国の異人種植民地だったアジア・アフリカ諸国において独立後

に行なわれてきた事実上のマルチカルチュラリズムは、イギリス帝国が自

らの目的のために運用した分割統治政策を、独立後の国民国家が、文化的

多数派による専制を抑止するために、民主主義的な改変を施した上で活用し

ているもの、とも考えられる。 

 デリー・ダーバーというイヴェントは「帝国のメリット」を広くインド

社会に「売り込む」ことを意図して実施された（回避された）イギリス帝

国の代表的な文化政策の一つだったが、そのメッセージ、様式ともに、帝

国そのものの寿命を越えて南アジア社会で生き延びる結果になった。それは、

それが、非市民社会的な政治空間における文化集団の間の取引のありよう

を予期し、先取りしていたからなのかもしれない。 
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