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なぜいま中国の人類学的研究を
再考するのか


文

もう1つの人類学理論
筆者は大学時代に理論社会学を学び、大学院より社会・文
化人類学を専攻した。大学で日本の調査に着手したこともあ

河合 洋尚

まだ十分には整理されてこなかったといえる。さらに、この
2冊は、英語と中国語の「古典」的研究に焦点を当てている
ため、日本語で展開された中国人類学の動向についてはほと
んど触れられていない。

り、大学院では日本と歴史的に深いかかわりのある中国を新

これらの「教科書」で示されているように、中国人類学は

たな調査対象として選んだ。だが、その後すぐに中国の諸地

はじめから中国だけに閉じてきたわけでない。とくにイギリ

域や諸民族を対象とする人類学的研究（以下、中国人類学）

スの人類学者たちは、20世紀前半より複合社会の研究を推

には膨大な蓄積があり、独自の視点や方法論が形成されてい

進する領域として、中国人類学の発展を期待していた。戦後

ることを知った。筆者は大学院在籍時、進化主義から当時の

の中国人類学をリードしたモーリス・フリードマンは、アフ

流行であった理論的動向に至る人類学一般については、それ

リカの父系リニージ・モデルと比較しながら、中国の父系出

なりに学習したつもりである。それでも、中国人類学への理

自集団である宗族を考察している。だが他方で、中国人類学

解は一筋縄ではいかなかった。筆者の場合、中国南部でフィ

では中国の実情に沿った、さまざまな理論や方法論が提唱さ

ールドワークをするようになり、はじめて中国人類学の意義

れ、一見すると「独自」の道を歩むようになった。その結果、

が徐々に分かるようになったのである。

細分化という名のもとでの狭小化・蛸壺化がこの分野で進ん

冒頭から筆者個人の体験談をとりあげて恐縮であるが、以

だのは、先に述べた通りである。

上は、人類学一般と中国人類学との間に一定の違いがあるこ

筆者は、こうした現状を打破するため、中国人類学は原点

とを物語っている。中国を研究対象とする人類学者のなかに

に立ち戻るべきなのではないかと考えている。すなわち、フ

は、どちらか片方に重点を置く研究者や、いずれにも配慮せ

リードマンのように、人類学一般を視野に入れ、むしろ中国

ず特定の民族集団の研究動向にしか関心を示さない研究者も

研究以外と対話するために中国研究をおこなう姿勢が必要と

いる。人類学一般を「空論」として一蹴したり、人類学と地

なってくるのではないか。そのためには、現在に至る中国人

域研究とを混同したりする中国研究者も珍しくない。それに

類学の動向を系統的に整理し、その理論的意義について議論

より人類学一般と中国人類学の対話が阻まれ、研究の狭小化・

する作業から、まず着手する必要がある。本共同研究は、こ

蛸壺化がますます進んでいる。

のような関心のもと、12のテーマ（親族、ジェンダー、コ

意外に整理されてこなかった中国人類学の動向

ミュニティ、エスニシティ、宗教、風水、生態、食、芸術、
観光、メディア、都市）に沿って、中国人類学の研究動向を

では、中国人類学とはどのような領域なのか。じつはこの

整理し直すことを目的としている。対象とするのは、英語、

領域の概況や動向を各テーマに沿って体系的に紹介した著書

日本語、中国語で2020年までに刊行された研究成果である。

は意外と少ない。目下、中国人類学の代表的な「教科書」と
なっているのは、王銘銘の『社会人類学与中国研究』
（1997

人類学一般との対話を目指して

年、中国語）と瀬川昌久・西澤治彦編『中国文化人類学リー

そのうえで、本共同研究が議論の的とするのは、「中国人

ディングス』
（2006年、日本語）であろう。前者は、1980

類学と人類学一般は、これまで想像されてきたほど乖離して

年代までに出版された欧米の古典的研究を中心とし、コミュ

いないのではないか」という命題である。つまり、「見方を

ニティ、親族、経済、宗教の別に研究動向をまとめている。

かえれば、人類学一般において、中国人類学はそれほど特殊

後者では、中国人類学の概要だけでなく、欧米や中国の主要

ではない」という仮説を検証することから始める。

な論文が翻訳・収録されている。ただし、両者はともに、

中国人類学の歩みを改めて整理すると、この領域が国家や

1980年代以前に刊行された「古典」をおもな対象としてお

市場経済の問題に早くから注目してきたこと、さらには村落

り、テーマも親族、経済、エスニシティなど特定の領域に限

における微視的な事象だけでなく、地域を越えた巨視的な事

られている。中国人類学の研究蓄積が1990年代以降に急増

象にも関心を払ってきたことに改めて気づかされる。1980

し、テーマが多岐にわたった事実を考えれば、その動向は、

年代より、人類学一般ではポリティカル・エコノミーやトラ
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河合 洋尚（かわい ひろなお）
国立民族学博物館グローバル現象研究部准教授。専門は景観人類学、
漢族研究。著書に『景観人類学の課題―中国広州における都市環境
の表象と再生』（風響社 2013年）、『フィールドワーク―中国とい
う現場、人類学という実践』（共編 風響社 2017年）などがある。

中国人類学の
「教科書」
。

イギリスで最近出版された中国人
類学の教科書。英語文献が中心で
あるが、人類学一般との対話を志
向している。

ンスナショナリズムが重視されるが、表現の仕方こそ違え、

一般の概論をとりいれることで、中国人類学の先行研究をよ

これらの視点は、中国人類学において全く斬新なものではな

り分かりやすく伝えることに主眼を置いている。本研究のよ

かった。最近の人類学一般では存在論的転回なるムーブメン

うに、人類学一般における中国人類学の先駆的議論を見出し

トが生じているが、その強調点の1つである人間／非人間、

たり、前者の後者への影響を考察したりすることまでは関心

自然／文化、主体／客体の二分法への反省、および非西洋的

を払っていないようにみえる。また、この2冊は英語の研究

なパースペクティズムの重視といった議題は、中国人類学で

成果をおもな対象としているため、中国語と日本語で刊行さ

は1990年代から登場している。もちろん筆者は、中国人類

れた重要な文献や、研究蓄積が多いいくつかのテーマを等閑

学が常に人類学一般の議論に先行していたと主張したいわけ

視している。とはいえ、イギリスなどで生じている類似の動

ではない。中国人類学のなかには、人類学一般の影響のもと

きには参考になる点も少なくない。本研究は、他国の動向に

で新たに展開された議論も多々ある。以上に鑑みると、中国

目配りをしつつも、中国人類学を人類学一般と対話させる端

人類学はじつのところそれほど「特殊」なわけでなく、人類

緒を切り開く道を模索していきたいと考えている。

学一般と対話する余地は大きいのではと想定している。その
詳細については、本共同研究でさらに明らかになることだろう。
なお、人類学一般と中国人類学の対話を試みる動きは、最
近のヨーロッパでも徐々に高まっているようである。人類学
一般と中国人類学を架橋しようとする英語の教科書がイギリ
スで2016年、2017年と立て続けに刊行されたのは、その
象徴的な出来事である。もちろん、この2冊の視点や対象は
本共同研究と全く同じではない。たとえば、これらは人類学
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異分野融合による人類史規模での
移動概念を求めて


文・写真

鈴木 英明

喪失についても、近年の研究では奴隷たちのさまざまな場面

概要

における主体性の発揮が明らかにされている。逃亡はその最

本研究は、人類史における移動概念を、とくに「自由」と

も顕著な事例だが、それに留まらず、より日常的な多様な振

「不自由」の相克に注目して再検討し、移動研究の新たな地

る舞いも彼らの待遇や移動が決定される際に発揮された主体

平を開こうとするものである。人が移動する要因には、迫害

性として評価する研究動向も顕著になっている。これらを踏

や紛争、あるいは天災など生存に関わる現象からの「避難」、

まえれば、奴隷交易を一方的な悲劇とみなす見方が、いかに

特定の集団や個人に対する「強制」、自由意志が先立つ「移住」

奴隷交易の現実をねじ曲げて表象された結果であることがわ

などさまざまな位相がある。このなかで「強制」については、

かるだろう。

とりわけ移動者の不自由性や被害的側面、悲劇性ばかりが強

本研究では、「強制」に含まれる移動現象（たとえば、奴

調され、移動者は主体性のない存在として理解されてきた。

隷貿易、強制移住、契約労働、政治難民）を軸に、時間軸と

たとえば、奴隷交易はその際たる事例である。現在、さまざ

空間軸との結節点が異なる事例を研究対象として取り上げ、

まな関連史跡が世界遺産に登録されるなどし、奴隷交易の記

それぞれの事例において、「自由」と「不自由」がどのよう

憶化が進められているが、そこで描かれる奴隷像というのは、

に相克しているのかを検討し、事例間の比較を試みながら、

まさに不自由、被害者、主体性の喪失、悲劇といったキーワ

人類史における移動概念について再検討する。具体的には、

ードで貫かれている。こうしたメッセージは力強く、ときに

移動を生じさせた政治的、宗教的、経済的、あるいは文化的、

はばか

それに異論を唱えるのも憚られる場合が少なくない。また、

自然環境的な要因を踏まえながら、他方で、移動する個人や

もちろん、そうしたキーワードが奴隷交易の現実と乖離して

集団の立場から移動現象を捉えなおす。このようにマクロな

いるというわけでもない。ただし、同時代文献を丹念に読み

視点とミクロな視点とを交錯させ、「自由」と「不自由」の

進めていくと、それらのキーワードだけで奴隷交易が語られ

相克に着目しながら、コンテクストの異なる多様な移動を比

うるわけでもなさそうなことに気がつく。そもそも、自由と

較・連関させることで、人類史における移動研究の新たな展

いう概念自体が世界的に、通歴史的で普遍的な概念だったわ

開に資する概念の再構築を目指す。

けではけっしてない。これは日本語で自由という訳語が生ま
れてきた経緯を辿れば理解できる。また、被害者というのも、

意義

たしかに奴隷化され、売買の対象になったという意味では被

本研究の大きな意義は、新たな学知の形成を目指した分野

害者であるが、多くの場合、奴隷化は戦争の結果として生じ

間交流にある。これまで人の移動という現象については、そ

るものであり、被害者がかつて別の誰かを奴隷化していた場

の実態こそ、さまざまな時代と地域とを対象に解明が試みら

合が少なくないし、また、彼や彼女を奴隷化した加害者がい

れてきたが、移動の意味自体を人類史規模で問うことは十分

つか転じて被害者になることも否めないのである。主体性の

になされてこなかった。むしろ、移動の意味は各学問分野に
おいて論じてこられ、それぞれの分野で移動に関する概念が
いわば孤立しながら形成されてきた。この問題に対して、本
研究では、時間軸と空間軸における多様な交差点を事例にし
て、かつ、それらの移動を、そこに見える「自由」と「不自
由」の相克という観点―たとえば、自由とされる移動のな
かに不自由があり、逆に不自由とみなされる移動も完全には
不自由ではない―から比較・連関させ、多様な学問分野か
ら検討を積み重ねることで、具体的でありながら、人類史規
模で移動という現象の意味を理解するうえでの重要な基礎が

豪シドニーの Q ステーション（検疫所）に残された日本国旗の落書き
（2013年6月）
。
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築かれると考える。
以上の点を念頭にして、本共同研究では、歴史学、文化人

鈴木 英明（すずき ひであき）
国立民族学博物館グローバル現象研究部助教。歴史学、インド洋海域
史 研 究。著 書 に Slave Trade Profiteers in the Western Indian
Ocean: Suppression and Resistance in the Nineteenth
Century (Palgrave 2017)、編著に『東アジア海域から眺望する世
界史―ネットワークと海域』
（明石書店 2019年）
、Abolitions as a
Global Experience (NUS Press 2015) がある。

「自由」／「不自由」の概念の再検討である。双方は二項対
立的な概念として理解されてきたが、その前提を取り払い、
双方の連続性、重層性とに着目する。これによって、
「自由」
／「不自由」をめぐる議論に関しても、やはり、学融合的な
立場から「自由」と「不自由」とを連続させる新たな地平が
切り拓かれると考える。

本共同研究会の進行予定
2020年度以降、年3回ほどの研究会を予定している。と
りわけ、各研究会で以下の点に留意しながら、議論を積み上
ケニア北部沿岸の波止場（2019年10月）。

げていきたい。①事例間の連関の諸相、②人が移動すること

類学、生態人類学、考古学、宗教学、地域研究など多様な分

によって、どのような「境界」を越えたのか。これらに留意

野を専門とする研究者の参加を得ることができた。共同研究

しながら、既存概念の解体と新たな概念の構築を目指してい

者の具体的なテーマとしては、世界経済と西アフリカ商人コ

く。なお、最終年度には公開ワークショップも計画している。

ミュニティの移動、東欧社会主義下の亡命知識人の移動、南

以上の蓄積を踏まえて、成果の刊行を目指すという進行予定

部アフリカの自然保護と地域住民の移動、現代ルーマニアの

になっている。

EU への移動と経済的隷属、古代中央アジアにおける人とモ
ノの移動、近世カリブ海における政治権力の海洋支配と私掠
船、海賊船の移動、パクスモンゴリカにおけるムスリムの移
動、現代南アジアにおける商人コミュニティのコスモロジー
と移動、現代のロマの EU への移動、奴隷制廃止後の西アフ
リカにおける換金作物栽培と労働力の移動、中世紅海を跨い
だ宦官の移動、近代太平洋をまたぐ契約労働者の移動が挙げ
られる。代表者もすべての共同研究者といまだ直接的な面識
がなく、共同研究者間でも同様であろう。本共同研究会を機
に、移動概念の再構築という共同研究会そのものの目的はも
ちろん、個々の研究者の新たな邂逅がそれぞれの研究におい
て新たなものを生み出す契機になることを願っている。

ガンビアのホテルの入り口に掲げられた人身売買の警告（2019年12月）。

目指す成果
本研究では、人類史における移動の意味に対して、完全な
答えを出すことは目指さない。むしろ、この問いに答えてい
くために不可欠な移動概念を、「自由」と「不自由」の相克
に着目しながら、異なる学問分野、異なる視点―ミクロと
マクロ―、対象とする時代・地域の異なる事例とを交錯さ
せながら再構築する。これは、上述の問題に対して貢献が期
待されるばかりでなく、学融合的な研究のあり方についての
ひとつの試みとしての重要性も兼ね備えている。これと関連
して、もうひとつの期待される成果とは、移動を焦点にした、

カタル・ドーハのバスターミナル（2015年5月）。
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食生活から考える持続可能な社会─「主食」の形成と展開（2019－2021年度）

共同研究「主食論」をはじめるにあたって

up



文

野林 厚志

に関わる問題への応答」
（野林 2018：28）や「人類を含

研究の目的

めた動物が共生してきた地球という環境を、文明を作りあげ、

共同研究「食生活から考える持続可能な社会 ─『主食』

世界という概念で近視眼的に見つめてきた人間が、これから

の形成と展開」の目的は、持続可能な社会を実現するための

の地球環境と次世代の生き物に対して負うべき責任」
（野林

食生活のありかたを、文化、社会、生態の観点から検証する

2018：28）などという、次なる宿題を示してはいたものの、

ことである。食生活とひと口で表現しても、そこにはさまざ

人間文化研究機構の基幹研究プロジェクトで文明と食との関

まな要素がはいりこんでいる。そこで、今回の共同研究では、

係を考えるプロジェクトを進めていることもあり、いささか

議論を進めていくために、主食という切り口を用意した。

容量オーバーを感じていた。

主食を議論の軸にした主な理由は、1）世界人口を養うた

そうした甘い考えを吹っ飛ばしてくれたのが、2019年1月

めの鍵をにぎっている、2）主食は、概念的にも実践的にも

にランセット（Lancet）に掲載された、‘Food in the Anthro-

議論が未成熟、3）主食の生産から消費、廃棄の過程は、分

pocene: the EAT–Lancet Commission on Healthy Diets

野をこえた議論の共通土台となる、4）「食卓」と文明をつ

from Sustainable Food Systems.’ という論文である。
ランセットは1823年に創刊した、言わずとしれた世界的

なげる具体性（物質性）をもつということである。
とはいうものの、主食に相当する語彙や概念は普遍的では

に最も権威のある医学雑誌の1つである。そのインパクトフ

なく、時代や地域によって多様である。この原稿を書いてい

ァクターはネイチャーよりも高いが、インパクトファクター

る時点で、キックオフとしての第1回目の研究会はすでに終

にどれだけの意味があるかどうかの議論は脇においておこう。

えているが、すでに、主食とは何かという根本的な議論が共

過去、同誌に掲載された論文の多くがこれまでに世界に影響

同研究員のなかで交わされた。

を与えてきたように、食料、地球、健康という、人類が生き

筆者はこの研究の申請時に、主食に「人を肉体的・精神的

ていくうえで最重要な要素を盛り込んだ今回の論文によって、

に養ううえで、中心的役割を果たす食べもの」という作業的

この問題に関わる議論が各学界で捲き起こるのは必至である。

な定義を与えていた。これは、民博の全館規模での展示場の

同論文では、1日の摂取カロリーを2,500キロカロリーに

リニューアル後に刊行された新しい展示ガイドのなかに、共

設定し、人類と地球がともに健康で持続していくための「理

同研究員の1人である菅瀬晶子（国立民族学博物館）が執筆

想」の食を以下のように提示している。

した文章から採用したものである。メンバーから、この定義

「個人にとって、健康な体重を維持するための最適なエネ

を作業概念とすることには一定の同意が得られたものの、主

ルギー摂取量は、体の大きさおよび身体活動のレベルに依存

食とよびうるものは環境や時代によって異なることや、人類

する。油の部分的水素化、穀物の精製、塩や保存料の添加な

が食料を生産するようになった前と後では、主食のみならず、

どの食品の加工は、健康に大きな影響を及ぼす可能性がある

食べものそのものと人類との関係が変わったのではないかと

が、この表では扱っていない。小麦、米、乾燥豆、レンズ豆

いう意見も出され、主食というテーマが議論のひろがりを作

は、乾燥した原料での量。カロリー摂取を維持するための穀

ることをあらためて確信した。

物の組み合わせや量は変化しうる。牛肉とラム肉は豚肉に代
替可能で、またその逆も可能である。鶏肉およびその他の家

ランセット論文からの触発

禽類は、卵、魚、または植物タンパク質源と交換可能である。

正直に告白すれば、今回の共同研究の申請には躊躇してい

マメ類、ピーナッツ、木の実、種子、大豆は交換可能である。

たところがあった。筆者は昨年ようやく前回の共同研究会（国

魚介類は、魚と貝（たとえば、ムラサキイガイ、エビ）で構

立 民 族 学 博 物 館 HP、『 民 博 通 信 』139 号

成され、捕獲と養殖の両方に由来する。魚介類は動植物を含

、143 号

、

）の成果論集となる『肉食行為の研究』の刊行に

む多様性の高いグループだが、本報告では動物のみを対象と

こぎつけたところであり、次にとりくむ課題を練りたいとい

している。不飽和油はオリーブ油、大豆油、菜種油、ひまわ

うのが本音であった。たしかに同書の序論では、
「何を作り、

り油、落花生油がそれぞれ20パーセントである。豚や牛を

何を食べて将来を生きていくのかという人間の存在そのもの

摂取する場合には、一部のラードや牛脂は任意である。
」

147号
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野林 厚志（のばやし あつし）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター教授。人類学、民族考
古学を専攻。主な調査地は台湾。著書に『タイワンイノシシを追う』
表 摂取量2500kcal/ 日の場合の可能な範囲の健康な標準食
（Willet et al. 2019：451）
多量栄養素摂取量 カロリー摂取
（可能範囲），g/日 量，kcal/日
232（全エネルギ
全粒穀物
米、小麦、とうもろこし等
811
ーの0-60％ ）
塊茎やでんぷん質の野菜 ジャガイモとキャッサバ
50（0-100）
39
野菜全体
300（200-600）
緑黄色野菜
100
23
野菜類
赤とオレンジの野菜
100
30
他の野菜
100
25
果物
果物全体
200（100-300）
126
乳製品
全乳 またはこれに準ずるもの（例、チーズ） 250（0-500）
153
牛肉とラム
7（0-14）
15
タンパク源
豚肉
7（0-14）
15
鶏肉と他の家禽
29（0-58）
62

（Willet et al. 2019：451 野林訳）
論文は食品（材）単位で摂取量を提案している（表参照）
。
たとえば、牛肉は1日最大で14グラムといった数字がはじ
きだされている。こうした数字は一人歩きしがちで、「1日

（臨川書店 2014年）など。

タンパク源
マメ科

付加脂肪
付加糖

卵
魚
乾燥豆、レンズ豆、エンドウ豆
大豆食品
落花生
木の実
パーム油
不飽和油
乳製品（牛乳に含まれる）
ラード または牛脂
甘味料全体

多量栄養素摂取量 カロリー摂取
（可能範囲），g/日 量，kcal/日
13（0-25）
19
28（0-100）
40
50（0-100）
172
25（0-50）
112
25（0-75）
142
25
149
6.8（0-6.8）
60
40（20-80）
354
0
0
5（0-5）
36
31（0-31）
120

良を重ねていくことによる食物自体の変質が人新世の食の経
験なのだろう。

食卓から考えるという研究の伝統

たった14グラムの牛肉なのか」という声も聞こえてきそう

食生活とは、食品の生産、加工、流通、消費、調理、廃棄

だが、10日に1食は140グラムのビーフステーキが食べら

の過程であり、そこには、自然環境、価値観、教条、法律や

れるという計算である。健康を人類だけでなく地球環境とい

制度、経済条件、身体的な欲求や生理的条件、個人的な嗜好

う視点から考え、よい食事を追求していこうとする委員会の

などが、人間の営みを通して密接に関連しあっている（野林

主張にはおおむね賛成したい。

2019：279-289）。「今」「ここ」で食べられている食事は

とはいえ、ランセットに掲載された論文とは別に、この論
文の著者らが中心となっている委員会（The EAT-Lancet
Commission on Food）のウェブサイトに掲載されている

従前の過程の所産である。それを、地球環境や健康という旗
印のもとに、一方的に批判されても困るのである。
まず、人間は何を食べてきたのか、何を食べているのかを

おすすめ料理を見ると、論文への印象は変わるかもしれない。

議論の出発点としたい。いわゆる食卓の人類学である（石毛

欧米の研究者が中心で、限られたアジアやアフリカの国々の

2004）
。何かを食べているということは、それを食べてい

数名の研究者で構成された同委員会が提唱するメニューには、

る理由があるはずである。そして、食べるという行為を文化

和食や筆者がこよなく愛する台湾の小吃の趣は感じられない。

として捉えた時、個人をこえた集団のなかでそれが伝達され

これはもしかすると、食べるという行為を考える際の方向

継承されていく過程が浮かび上がってくるだろう。そのなか

に違いがあるのかもしれない。「生産＆食品」と「消費＆料理」

でも、文化的選択圧を最も受けていくのが主食ではないかと

という観点の違いである。いずれにせよ、論文や委員会 HP

いうのが筆者の目下の見通しである。

が提案した食品の全てが定常的に世界中で入手できるはずが

それをひもとくためには、土地の社会にはいり、日常の暮

ない。世界中の人びとの食事を知り、それぞれの環境のなか

らしを見つめてきた人類学の知見は必要不可欠である。同時

で維持できる多様な食材を提案する努力がもっとあってもい

に、それらを相対化させ、現代社会に生きる人類のさまざま

いはずである。

な場面における食を見つめる他の学問領域も巻き込んでいく

もうひとつ指摘しておかなければならない重要な点は、ラ

ことが必要となる。民博の共同研究会なので、人類学を中心

ンセットは来たる100億人の地球人口を想定していること

とした議論を期待しつつも、内向きにならない研究会にした

である。もちろん、今後も地球人口は増加していくことは予

いと考えている。

測されており、その対応を考える必要も十分に理解できる。
しかしながら、たとえば人類生態学における健康の定義は、

参考文献

人口が増えも減りもせずに集団が維持していくこととされて

石毛直道 2004『食卓の文化誌』東京：岩波書店。
野林厚志編 2018『肉食行為の研究』東京：平凡社。
野林厚志 2019「特集：地域の食の形成―日本を中心とした産業化の脈
絡のなかで 序」『国立民族学博物館研究報告』44(2):279-289。
Willet, W. et al. 2019 Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet
Commission on Healthy Diets from Sustainable Food
Systems. Lancet 393: 447–492.

いる。100億の人口を養うための食の戦略で実現するのは、
生物集団としては不健康な存在としての人類ではないのかと、
へそまがりの筆者は考えてしまうのである。
加えて、これから我々が口にする食べ物はかつてそれが作
られてきたものと同じであるとは限らない。たとえば、16
世紀のヨーロッパ社会を素描した風景画で著名なピーテル・

参考 URL

ブリューゲル（ブリューゲル父）の『穀物の収穫』 に見ら

EAT Forum ホームページ https://eatforum.org（2019年11月20日
閲覧）

れる穀物の丈は、現在の穀物の丈よりもかなり高い。品種改

共同研究 食生活から考える持続可能な社会─「主食」の形成と展開（2019－2021年度）
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沙流川調査を中心とする泉靖一資料の再検討（2019－2021年度）

up

再生事業の現場から問い直す
泉靖一のイオル


文・写真

泉靖一アーカイブとは

大西 秀之

政治社会的情勢などさまざまな視点からの批判や検証がおこ
な わ れ て い る（ 清 水 2009； 木 名 瀬 2013 ）
。も っとも、

国立民族学博物館には、著名な人類学・民族学関連の研究

ひとり泉の調査研究のみならず、既存のアイヌ研究には、そ

者や組織が収集した民族誌資料やデータなどが「民族学研究

の姿勢やあり方に対する認識論的・政治的批判が現在に至る

アーカイブズ資料」として所蔵されている。泉靖一アーカイ

まで加えられてきた。

ブは、そうした民博の所蔵資料を構成する1つである。

しかし、こうした批判や検証の反面、沙流川流域の調査研

泉靖一は、第二次世界大戦後、東京大学に新設された文化

究に基づき泉が提示した社会像は、現在もさまざまなアイヌ

人類学研究室のスタッフとして同研究室を牽引するとともに、

研究のなかで参照されている現状が少なからず窺われる。そ

国立民族学博物館の創設にもかかわった人類学者である。泉

のもっとも顕著な事例が、アイヌ語で「イオル（iwor）
」と

の調査研究は、済州島、オロチョン、西ニューギニア、北海

表現される、生業活動をはじめとする生活実践を営むための

道開拓移民、ブラジル日系移民、アンデス文明そしてアイヌ

場を中心としたアイヌ社会像である（泉 1951）
。イオルを

民族など国内外の広範な集団、社会、文化、歴史を対象とし

中核とする社会像は、1990年代以降新たな資料・データの

ておこなわれた。同アーカイブは、こうした泉の旺盛な調査

蓄積や調査研究の推進により、既存のアイヌ研究に大幅な見

研究に基づく資料・データによって構成されている。

直しを促す成果が数多く提示されている歴史学や考古学など

泉靖一のアイヌ社会像
本共同研究では、泉靖一アーカイブのとくに北海道日高地
方の沙流川流域におけるアイヌ民族にかんする資料・データ

の研究分野でも、所与の基本モデルとして位置づけられてい
る傾向さえ指摘できる（大西 2018）
。

沙流川調査資料の再検討

を主要な対象として、その再検討、再評価を試みる。沙流川

このような状況を考慮に入れ、本共同研究では、アイヌ民

流域は、1951年に日本民族学協会が主催した「アイヌ綜合

族にかかわる学術研究や文化振興に携わってきたメンバーが

調査」の一環で対象とされた地である。

その経験や知見を基に、泉靖一のイオルを中核とする社会像

アイヌ綜合調査は、泉靖一個人にとっても、日本の文化／

の基となった沙流川流域での調査資料を中心とする基礎資料・

社会人類学にとっても、そして何よりもアイヌ研究にとって

データを、今日的な研究成果や社会意義などから改めて読み

一大画期となった調査であり、学史的背景、調査研究倫理、

解き、その学術的・社会的活用の新たな可能性を追究する。
具体的には、アイヌ研究に関連する人類学、
歴史学、考古学などの現在までの成果と、
アイヌ文化振興にかかわる政策・事業活動
の成果を踏まえ、多角的に泉の調査資料・
データの再検討をおこなうことにより、単
なる政治的・認識論的な批判や歴史的事実
関係の正否の検証にとどまらない、新たな
評価や解釈を提示したいと考えている。
とりわけ、本共同研究では、現在平取町
を含む北海道各地で推進されている、「イ
オル（伝統的生活空間）再生事業」を中心
とするアイヌ文化の継承や振興に対して、
泉の調査資料が果たしうる貢献や役割を検
討する。イオル再生事業を主要な対象とす

沙流川の近景（2018年8月16日、平取町二風谷地区）。
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る理由は、それが学術的にも政策的にも結

大西 秀之（おおにし ひでゆき）
同志社女子大学現代社会学部教授。専門は人類学、政治生態学。著
書に『技術と身体の民族誌―フィリピン・ルソン島山地民社会に息
づく民俗工芸』（昭和堂 2014年）、『トビニタイ文化からのアイヌ
文化史』（同成社 2009年）、共編著に『東アジア内海世界の交流史
―周縁地域における社会制度の形成』（人文書院 2008年）などが
ある。

節点となるからにほかならない。実際、泉が沙流川流域調査

れている、現在アイヌ民族である住民の方々が語る「チノミ

に基づき提起したイオルは、言語学的研究から本来の語意と

シリ（祈りの場）
」などの文化的空間概念が、泉の調査結果

の齟齬が指摘されている（奥田 1998）ものの、前述した

とどこまで異同があるか検証することも計画している。

ように現在でも広範な研究分野で参照・引用されている。ま

以上のように、本共同研究は、抽象的・概念的な批判や評

たなによりも、この事業名が示すように、泉が抽出したイオ

価に限定されることなく、泉の調査資料・データを、これま

ルは、現在のアイヌ文化振興のなかで象徴的にもちいられ再

で各メンバーが調査研究や文化振興などに従事するなかで蓄

生産されている現状がある。

積されてきた成果や経験に基づき再検討をおこなうものであ
る。こうした検討をとおして、イオル再生事業などのアイヌ
文化振興に対する直接的な活用を目指すことで、たとえそれ
がわずかな貢献に過ぎないものであったとしても、過去に調
査研究対象とした先住民族の人びとへの還元のあり方を追究
したいと考えている。

アイヌ文化振興としての文化的景観の取り組みを説明する看板（2018
年8月17日、平取町二風谷地区）。

現地における当事者性から
いっぽう、本共同研究のメンバーの半数は、沙流川流域に
位置する平取町で文化財行政やアイヌ文化振興事業などに従
事している。そのなかには、地域住民であるとともに、アイ

チプサンケ（舟おろし）でも使用される丸木舟（2018年8月16日、平
取町二風谷地区）。

ヌ民族としてのアイデンティティを表出し、文化振興事業に
かかわる調査研究に従事し豊富な経験・蓄積を有している数

参考文献

名の方々が加わっている。このため、本共同研究は、かつて

泉靖一 1952「沙流アイヌの地縁集團における IWOR」『民族學研究』
16（3-4）： 213-229。
大西秀之 2018「アイヌエコシステムの舞台裏―民族誌に描かれたアイ
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アイヌ綜合調査などにおいて被調査対象者とされ、日本社会
のなかで政治的社会的に少数派先住民族の側に位置づけられ
てきた人びとが、主体的に参画する調査研究および社会的実
践ともなり、その成果は当事者性を大いに孕むものとなる。
くわえて、本共同研究では、現在まで沙流川流域において
蓄積されてきた複数分野の調査研究成果との比較検討を試み
る。1例として、埋蔵文化財発掘の調査成果をあげるならば、
聞き取り調査で再構成された「過去」のアイヌ文化が、考古
学的にどの年代まで遡りうるものか究明できる可能性がある。
また、文化振興事業にかかわる聞き取り調査によって収集さ
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感性と制度の多様な結びつきを探究する
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文

乖離したままの感性と制度

緒方 しらべ

面を問うのではなく、あくまでも芸術の社会的機能を明らか
にすることを、人類学の仕事とする立場である。しかし、暮

これまでの芸術の人類学は、感性についての議論と、制度

らしのなかにある芸術や人びとの表現実践は、グローバルな

をめぐる議論の交点に正面から向き合うことがなかった。

美術制度に加え、地域の慣習や政治・経済制度など多様な制

1980年代以降は、美や芸術を普遍的概念として扱うことへ

度と緊密に結びついている。さらに、人びとの芸術実践は、

の疑義から、ローカルな実践とグローバルな制度の不均衡な

芸術の作り手や受け手の感情や情動、身体的な感覚や感受性、

力関係を問う制度論が隆盛した（Clifford 1988ほか）。他

創意といった広義の感性とも切り離すことはできない。そこ

方で、1990年代末からは、物質文化研究、物質性の研究、

で本研究は、実践において広義の感性を集合的に共有させる

エージェンシー論に基づき、モノの働きや人・モノ・コトの

枠組みや、独創性・感受性の違いを顕在化させる枠組みを含

連鎖や相互生成に焦点を当てる生成論が注目されている（Gell

めた、芸術をめぐるさまざまな制度とその生成プロセスに着

1998ほか）。しかし、前者が問題とする「審美的判断」や「評

目する。そのうえで、こうしたさまざまな制度やその生成プ

価」と、後者において連鎖の働きに寄与する「喚起」や「魅

ロセスにおける諸存在の相互変容をも明らかにしていくこと

惑」がどのように結びついているのかは、十分に検討されて

をめざしている。

こなかった。そこで本共同研究は、乖離した両議論を踏まえ

2点目は、1990年代以降、制度的領域と、人・モノ・コ

た上で、人・モノ・コトの連鎖の一部を成す感性や感覚・身

トの連鎖の一部を成す感性や感覚・身体的経験が不可分に結

体的経験と、特定の時代・地域の慣習やグローバルな芸術・

びつく芸術実践が、さまざまな地域や分野で顕在化している

政治・経済を含めた制度がいかに結びつきながら相互に生成
し、変容しているのかを検討していく。その際、古今東西の
絵画や生活造形、景観、音楽など幅広い表現実践を対象とし、
これらが芸術以外の観点や制度からも枠づけられることに注
意を払いたい。

感性と制度をつなぐ、とは
なぜ今、感性と制度をつなげて考える必要があるのだろう
か。おもに2つの理由がある。1点目は、1980年代以降の
制度論に基づく芸術研究の閉塞状況を打開するためである。
制度論がたとえ非西洋の芸術に焦点を当てようとも、圧倒的
な支配力をもつグローバルな美術制度にのっとった作品制作、
販売、流通が主流をなすことに変わりはなく、芸術は所詮ア
ートマーケットの力に支配される（制度的に決定される）と
言われることも多い。ローカルな実践をどれほど細やかに記
述しても、グローバルな美術制度の大きな枠組みから抜け出
すことはできないという見解のもと、制度論に依拠する芸術
研究は袋小路に入り込んでいる。
これに対し、1990年代以降は、ジェル（Gell 1998）や
デスコラ（デスコラ 2018）に代表されるように、西欧近
代に成立した「美の観念」や「芸術＝文化システム」
（Clifford
1988）などの制度的議論から距離をおくアプローチが出て
きた。モノがどのように芸術作品になるのかという制度的側
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誕生日を祝うメッセージカード（板）。アキン・オジョ作。ベニヤ板、布、
紐、鏡、アナログ時計、約60センチメートル×40センチメートル
（2014年2月、イレ・イフェ、緒方しらべ撮影）。

緒方 しらべ（おがた しらべ）
大阪大学外国語学部非常勤講師。専門は文化人類学、アフリカ地域
研究。著書に『アフリカ美術の人類学─ナイジェリアで生きるアー
ティストとアートのありかた』（清水弘文堂書房 2017年）がある。

ためである。2019年夏のあいちトリエンナーレをめぐる議

次世界大戦で日本軍が最後まで立てこもった地にあった小屋

論は、両者の不可分な関係性と理論的視座の必要性を示す一

は、同じ棚田の作り手との新たな交流の始まりを告げる「戦

例と言えよう。本共同研究で対象とする幅広い表現実践にお

後のラブレター」として贈られた。これは、職人たちの身体

いても同様である。

感覚や技、戦中・戦後のフィリピンでの出来事、ユネスコと

たとえば、筆者の調査地であるナイジェリアの地方都市イ

いうグローバルな景観評価制度、日本の地方創生施策におけ

レ・イフェでは、一部の人びとのあいだで、アーティストに

る意義づけと助成金獲得など、時代や国・芸術や政治領域が

注文して購入するメッセージカード（誕生祝い、結婚祝いな

交差し連鎖することで、新たなモノゴトや制度が生成し、変

ど）を贈る慣習がある。それはしばしば、下書きの文字が見

容してゆく状況を示す事例である。このように、感性と制度

えていたり、糊がはみ出していたり、カード本体の厚紙やベ

を切り離して考えることができないケースが現に存在している。

ニヤ板がまっすぐにカットされていなかったりと、筆者には
若干雑な工作のように見えることがある。しかし、イレ・イ

人類学者、キュレーター、考古学者が協働する

フェには、カードを作るアーティストがいて、カードに高い

本共同研究は、人類学者5人、キュレーター3人、考古学

金額を支払う人や受け取る人がいて、居間に飾られたそれを

者2人の10人で構成している。芸術の実践現場で地域連携

見る家族や訪問者がいる。部分的、あるいは全体的に、彼ら

や幅広い企画展示・教育普及に携わるキュレーターが加わる

のあいだで共有されるカードの価値と喜びや誇りのような感

ことで、近年活発になっている人類学と現代アートにおける

覚的なものがある。それは単なる商業的デザインや使用目的・

協働実践や、広範な参加者との協働プロセス、成果の展示や

価値が明白な贈与交換財ではなく、アーティストの個性や創

発表のあり方、それらをめぐる評価基準についても、具体的

意と依頼者の趣向や予算のあいだでその都度生まれる作品で

な課題を提示できるだろう。さらに、芸術を所与のものとせ

ある。こうした価値や感性・美的感覚に支えられた実践はロ

ず、多角的に議論をすすめるため、考古学者にも加わっても

ーカルなアートの制度と共に、上述のグローバルかつ支配的

らった。古墳時代や弥生時代の造形物や景観から問うことが

な美術制度ともつながっている。

できる当時の感性や制度のあり方は、同時代の表現実践や制

フィリピン出身のアーティスト、キドラット・タヒミック

度的議論を相対化する上で重要な視座になる。いわゆる芸術

のプロジェクトにも、感性と制度のつながりを見ることがで

作品と、モノ・モニュメント・景観などの線引きができない

きる。本共同研究構成員の兼松芽永（女子美術大学）の研究

昨今の芸術実践の状況を踏まえると、近代的「芸術」概念の

対象である、日本の地域アートプロジェクト「大地の芸術祭」

成立以前の造形と当時の人びとの身体感覚・感性や制度との

で2009年に制作された作品は、世界遺産となったフィリピ

関係を通して、現在の芸術のあり方について考えることは意

ンの棚田の小屋を、新潟の棚田に移築したものである。第二

義深い。
このように、本共同研究は、隣接分野と協働し、芸術の人
類学においてこれまで乖離していた感性と制度をつなぐ試み
を通じて、同時代の多様な芸術実践を探究する新たな視座の
提示をめざしている。
参考文献

キドラット・タヒミックの作品〈戦後のラブレター（イフガオの棚田か
ら新潟の棚田へ、愛をこめて）〉
（2009年8月、新潟県十日町市下条、兼松芽永撮影）。

デスコラ , P. 2018「形象化のアトリエ」下山大助訳 , 秋道智彌編『交錯
する世界 自然と文化の脱構築―フィリップ・デスコラとの対話』
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University Press.
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Oxford: Clarendon Press.
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文・写真

古川 不可知

いわゆるグローバル化の進行にともなって、人びとの移動

所として知られる。険しい山岳地帯であるこの地域には、世

はますますその頻度と多様性を増している。ビジネスや観光

界各地から年間3万人を超える観光客が訪れ、ネパール各地

のために、あるいは移民や難民として無数の人びとが地球上

からもガイドやポーターといった職を求めて人びとが参集す

を動きまわり、生業活動や巡礼といった既存の移動様式もま

る。観光客は首都カトマンズから山中に開かれた小さな飛行

た新たな輸送技術の導入によって変容してゆく。

場へと飛び、そこからエベレスト・ベースキャンプをはじめ

移動を研究することの重要性は人文社会科学のなかで幾度

とする目的地に歩いて向かう。

となく指摘されており、ジョン・アーリは移動を社会活動の

エベレスト地域の観光にかかわる人びとの移動をめぐるこ

中心として捉える研究パラダイムを「移動論的転回」と名付

うした一般的な説明は、事実ではあるものの現地のリアリテ

けた（アーリ 2015）。だがこれまでマクロな現象としての

ィを捉えているとは言い難い。われわれは単に地点から地点

移動についてはさまざまに論じられてきたものの、個別の身

へと飛び移るのではなく、高山の空気の薄さにあえぎつつ、

体を持った人びとが具体的にどのように移動してゆくのか、

土砂崩れや積雪によって姿を変える山道の上を、靴底やスト

いかなる物理的構造がそうした移動を可能としているのか、

ックの先でその質感を感じながら歩いてゆくのである。

また移動は身体や環境にいかなる痕跡を残すのかといった、

さらに山間部では、車道もまた天候の変化に応じて形状を

移動の過程にともなって生じる人とモノや環境とのかかわり

変え、土砂崩れやぬかるみは車両の通行を妨げる。運転手は

については十分に考究されてきたとは言い難い。

揺れや音で路面を感じ、乗客が総出で車体を押したりしなが

2019年10月にスタートした本共同研究の目的は、世界

ら山中を移動してゆく。そしてたとえ飛行機に乗って調査地

各地を移動する人びとのさまざまな実践について、その物質

に向かうときであっても、それはモノとの相互作用を欠いた

的な側面を焦点化しつつ比較分析することにある。

時間ではなく、シートの弾力を感じ、乱気流のなかで不意に

ネパール山間部の移動─着想の契機
本稿執筆時の2019年10月時点ではまだ研究会の開催前
であるため、ここでは筆者のフィールド経験から着想の契機
を示しておきたい。

空気の流れを感じるというように、個々の身体は機械を介し
ていようとも常に環境との接続を保っている。本共同研究が
検討の対象とするのは、一般には看過されがちな、移動のプ
ロセスにおけるこのような物質的側面である。

筆者が調査をおこなってきたネパール東部のソルクンブ郡

身体・インフラストラクチャー・マテリアリティ

は、エベレストの南麓にあたるトレッキング／登山観光の名

本研究では、移動の物質的側面を3層のレイヤーから分析
することを検討している。すなわち、移動する
個々の身体、移動を可能とするインフラストラ
クチャー、および移動者と関係を取り持つモノ
のマテリアリティである。本研究ではこれらを
包括して物質性と呼んでいる。
ここで重要なのは、それぞれのレイヤーは明
確に分かたれるわけではないことである。山を
歩くときに身体と装備と山道のあいだにはっき
りとした境界がないように、それぞれのレイヤ
ーは相互に浸透しあう。あるいは乗合ジープの
運転手にとっては拡張された身体である車体が、
乗客にとってはインフラであるというように、
状況や観点に応じてその位置づけは変化するだ

山道を歩く観光客（2016年10月26日、ネパール・ソルクンブ郡）。
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ろう。

古川 不可知（ふるかわ ふかち）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター機関研究員。専門は文
化人類学、ヒマラヤ地域研究。著書に『「シェルパ」と道の人類学』
（亜
紀書房 2020年）、共訳書『ソウル・ハンターズ―シベリア・ユカ
ギールのアニミズムの人類学』（亜紀書房 2018年）などがある。

移動と滞留への参与

域の人びとがそれぞれ独自のやり方で移動している姿を浮き
彫りにする。加えて、類似する機械装置に媒介された移動も

本共同研究では移動する人びとについてゆくことを基本的

個々の文化や環境、身体に応じてまったく別様の物質性や意

な方法論とし、移動者と同じ視線から、現地の概念を通して、

味を備えうるという観点は、技術中心的な開発計画に対して、

移動という実践を理解することを試みる。世界のさまざまな

ローカルな文脈に根差した多様な「発展」のあり方を考える

地域や環境を移動する人びとの具体的な事例は、現代西欧の

手掛かりともなろう。

都市域を中心におこなわれてきたモビリティ研究に新たな光

この共同研究がどこへたどり着くのかはいまだ未確定では

を当てることになる。加えて、既存の研究では暗黙の裡に普

あるものの、また本誌にてわれわれの探究のプロセスと成果

遍的なものとみなされてきた道やインフラといった概念を、

を報告できれば幸いである。

現地の概念を通して再考してゆくことになるだろう。
ただし移動の可能性は、万人に対して平等にもたらされる
わけではない。ある者は世界中を飛び回る一方、別の者はそ
の意図に反して滞留を余儀なくされる。国家は遊動する人び
とに定着を強制し、移民や難民の経路を制約して移動を管理
しようとするだろう。また複雑にネットワーク化された輸送
インフラは、1点のほころびによって思わぬ場所に人びとを
留めおくことになるだろう。滞留する人びとはその土地にキ

参考文献
アーリ , J. 2015『モビリティーズ―移動の社会学』吉原直樹・伊藤嘉
高訳 , 東京：作品社。
ハミラキス , Y. 著 , 村橋勲・古川不可知共訳 2018「強制移動と非正規
移 動 の 考 古 学 」『 現 代 思 想 ＜ 特 集 ＞ 考 古 学 の 思 想 』46（ 13 ）：
81–100。
Walters, W. 2015 Migration, Vehicles, and Politics: Three theses
on Viapolitics. European Journal of Social Theory 18(4):
469–488.

ャンプの跡といった物質的な痕跡を残したのち（ハミラキス
2018）
、滞留から逃れて再び移動を始めたり、場合によっ
てはそこを集落や町へと発展させたりする。
ウォルターズによれば、移動の経路こそ強く生政治の働く
場である（Walters 2015）。移動の物質性をみることは、
人びとを移動させ、停止させる物理的構造へと介入する政治
経済的な力についても目を向けることになる。本研究では、
移動の実践を観察すると同時に、移動とは図と地の関係にあ
る滞留にも目配りをすることで、移動現象の周縁におかれた
人びとの声もすくい上げることになるだろう。

今後の見通し

乗合ジープとぬかるみ（2018年9月16日、ネパール・ソルクンブ郡）
。

本共同研究は、難民や観光といった現代社会に顕著な現象
から、遊動民や生業活動など「伝統的な」やり方まで、広義
の移動に関心を持つメンバーから構成される。またそれぞれ
が対象とする移動方法は、徒歩や騎乗から、自動車や船、鉄
道などさまざまである。世界各地で調査をおこなう各メンバ
ーの事例を、地域・移動背景・移動手段の3つを軸として比
較し、そこにみられる共通性と差異を考察することを基本方
針として研究を進める。
本研究の展開は、グローバル化や輸送インフラが人びとの
生を同質化するという一般的な観点に抗して、さまざまな地

山間部に開かれた飛行場（2018年9月5日、ネパール・ソルクンブ郡）
。

共同研究 モビリティと物質性の人類学（2019－2021年度）
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海 外 研 究 動 向
民族植物学コレクションを活用した共同研究の動向

─ キュー植物園エコノミック・ボタニー・コレクション

文・写真 大澤 由実
キュー植物園とエコノミック・ボタニー
ロンドン南西部に位置する王立キュー植物園は、世界最大
規模の植物と菌類に関する資料を有している。世界中から収
集された約700万点の腊葉標本や、生物多様性の保全を目

の歴史に関する最新の共同研究である「移動式博物館プロジ
ェクト」を紹介する。

移動式博物館プロジェクト
移動式博物館プロジェクト（Mobile Museum: Economic

的としたシード・バンクにおける種子コレクションのほか、

Botany in Circulation）は、英国芸術・人文科学研究会議

植物画、イラストレーションや公文書など、その資料は多岐

（Arts ＆ Humanities Research Council: AHRC）か ら の

にわたる。

資金を得て、ロイヤル・ホロウェイ（ロンドン大学）地理学

そのうち、世界における人びとの植物利用に焦点をあてた

部と共同で進められている。EBC の歴史は、キュー植物園初

ものが、エコノミック・ボタニー・コレクション（Economic

代園長のウィリアム・フッカーが1847年にオープンした世

Botany Collection、以下 EBC）である。EBC のコレクシ

界初のエコノミック・ボタニー博物館に遡ることができる。

ョンは、植物から作られたさまざまな人工物、工芸品や植物

EBC の資料の多くは19世紀中ごろから20世紀初期にかけて

素材など約10万点の資料を有する。具体的には、世界各地

世界中から収集されたものである。一方、これまでの研究で、

域における人びとの日常の営みを示す飲食物、薬、毒物、衣

1850年から1920年にかけて収集された資料のうち、約6万

類、装飾品、燃料、紙、玩具、楽器などが含まれる。キュー

点の資料が世界各地に送られて活用されていたことが明らか

植物園では、これらの EBC 資料を研究資源とし、植物学、

になっている。送り先には、英国内外の30以上の植物園、博

歴史学、考古学、人類学の各分野のほか、学際的なテーマで

物館100館、大学150校、学校700校などが含まれている。

の共同研究が進められている。
現在、EBC で進められている共同研究は、テーマ別に（1）

プロジェクトは、世界中から収集された資料がどのように
して英国内外に送られたのか、その流れをマッピングし、植

コレクションの歴史、（2）素材・材料、（3）薬用植物の3

物園が有したネットワークを明らかにすると同時に、博物館

つに大きくわけることができる。このうち、素材・材料に関

がモノの収集と提供を通して知識生産に果たした歴史的な役

しては、19世紀の太平洋における樹皮布（タパ）の生産と

割を明らかにすることを目的としている。当時英国やヨーロ

その発展についての研究（グラスゴー大学ハンタリアン博物

ッパの帝国主義下において、有用植物を扱うエコノミック・

館、スミソニアン国立自然史博物館との共同）が、薬用植物

ボタニーが社会的に重要な学問分野とみなされていたこと、

に関しては、キナノキの樹皮やその関連資料を用いた抗マラ

またその資料を扱う博物館は、科学、商業、教育的な有益性

リアとしてのキニーネ発展史に関する研究（ロンドン大学

を目指して設計されていたという歴史も忘れるべきではない

ロイヤル・ホロウェイ、デンマーク自然史博物館、コペンハ

だろう。

ーゲン大学との共同）などがある。以下では、コレクション

研究とインパクト
この共同研究プロジェクトで注目すべき点は、教育を通し
た研究の「インパクト（波及効果）
」を意識しているところ
で あ る。英 国 で は、2014 年 に 新 た な 大 学 研 究 評 価 制 度
（REF）が導入され、研究のインパクトが新規評価項目とし
て加えられた。これは、研究の学術以外の文化、社会、教育、
経済などへのインパクトを求めるもので、評価全体の2割を
占めている。また、AHRC を含めた英国研究会議（Research
Councils UK: RCUK）の研究助成事業においても、審査・
評価基準に経済的・社会的インパクトが含まれている。この

キュー植物園パーム・ハウス（2019年2月13日、英国、ロンドン）。
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ため、近年英国では、研究プロジェクトの立ち上げの際に、

海外研究動向

大澤 由実（おおさわ よしみ）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター機関研究員。専門は民族生物学、食の人類学。著書に
"We Can Taste but Others Cannot": Umami as an Exclusively Japanese Concept. In
N. K. Stalker （ed.） Devouring Japan: Global Perspectives on Japanese Culinary
Identity（Oxford University Press 2018）
、
「英国ロンドンにおける日本食のグローカライゼーシ
ョンとビジネス」東京工業大学「ぐるなび」食の未来創成寄附講座監修、阿良田麻里子編『文化を
食べる 文化を飲む―グローカル化する世界の食とビジネス』
（ドメス出版 2017年）などがある。

族誌グループ（Museum Ethnographers Group: MEG）や、
博物館コンソーシアム（Independent Research Organisation Consortium for the Arts and Humanities: IROC）
などへの参加を通じて、随時変化する研究助成制度の最新情
報を入手し、研究パートナーやテーマの可能性を開拓してい
るという。同氏は、新しい共同研究プロジェクトの立ち上げ
の際には、研究課題の選定からチーム形成も含めて、トップ
ダウン方式を避け、研究者の自主性によりプロジェクトを作
EBC 収蔵資料の様子（2019年2月13日、英国、ロンドン）。

り上げていくことが重要であるという。また、EBC における
新規プロジェクトの立ち上げの際には、プロジェクトの中心

社会にどのようなインパクトを与えられるのか、そのストー

となる博士課程の学生、もしくはポスドク研究者の参加を前

リーや道筋の設定が重視される傾向にある。

提とした研究テーマを選択することが多いという。これは、

移動式博物館プロジェクトでは、現代社会の教育における

EBC の人的リソースが限られているという理由のほか、英国

EBC 資料の新たな活用方法の開拓を、研究成果の1つとし

研究会議などからの助成を受けている場合は、若手研究者の

て設定している。これは、19世紀後期以降の英国や旧帝国

雇用や育成が重視される傾向にあるからである。

の支配地域で、学校教育にエコノミック・ボタニーが組み込

一方、研究を進める際の課題には、植物園として求められ

まれ、約700校の学校に送られた EBC の資料が、実物教授

ている活動内容と、所属研究者が進めたい研究内容との間に

（object lesson）教育や学校博物館（school museums）

ギャップがあることや、植物園内の各カタログが統一されて

に活用されていた歴史的経緯に基づくものである。エコノミ

いないこと、コレクションにポリシーがなく、ほかのコレク

ック・ボタニーの資料は、植民地時代には帝国主義を表現す

ションとの連携も十分ではないことなどがあるという。

るものであり、また帝国市民の育成のための貴重な資源とみ

近年、英国では研究の社会的インパクトが重視されている。

なされていた。だが、その時代が終了し、かつ20世紀中ご

こうしたなか、EBC やほかの博物館との共同研究は、大学

ろの新たな合成素材・製品の登場を受け、それまでの教育的、

や研究機関側にとって大きなメリットになっていると思われ

経済資源的価値は低下した。

る。一方、EBC 側もたんに資料を提供するだけではなく、

その後、資料の新たな活路として考えられたのが、多文化

所属研究者の学術的関心を重視した共同研究のテーマを選ん

社会、倫理、環境問題など、現代社会が抱える問題に取り組

でいる。このように共同研究の立ち上げは、双方ともに戦略

む教育現場における資料の活用である。具体的には、ロンド

的に行われている印象であった。

ンの小学校と協力した現代版の学校博物館の開設や、教員向
けの教材の開発などがある。ロンドンでも、とくに多民族・
多文化地域に位置する学校を選定し、地域内に存在する多様
な文化ごとに異なる植物利用や、その文化的重要性を考える
きっかけとして資料が活用されている。なお、学校博物館の
テーマや形は、各学校の自主性にまかせており、児童と教師
が共同で博物館を作り上げる方法が用いられている。

共同研究の立ち上げと課題
EBC のシニア・リサーチ・リーダーであるマーク・ネズ
ビットは、現在エコノミック・ボタニー学会（Society for
Economic Botany）の会長を務る。彼によれば、博物館民

学校に送られる資料。新規購入されたものも含まれる（2019年2月13日、
英国、ロンドン）。
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海 外 研 究 動 向
イギリスにおける民族音楽学の研究動向
─ 学際的共同研究の取り組みを中心に

調査目的と概要
民族音楽学（Ethnomusicology）では、学問の理念として、

文・写真

神野 知恵

では世界初の大規模な「オリエンタル・ミュージックフェス
ティバル」が1976年に開かれ、その後1979年、1982年
にも開催された。このイベントには、世界中の著名な演奏者

音楽に携わる人びとを一方的に対象化するのではなく、イン

が訪れた。これをきっかけに、ダラム大学はイギリスの民族

タラクティブな活動を通じてその音楽文化への理解を深める

音楽学の出発点になった。ダラム大学音楽学部には現在も、

ことを推奨してきた。また、近年では学際的アプローチを通

民族音楽学者3名と人類学的アプローチによる研究を行う音

じて新しい切り口から音楽を捉えなおすことも強く求められ

響学者1名が常勤教員として所属している。

ている。そのためには個人研究だけでなく共同研究を行うこ

そのうち、マーティン・クレイトン（Martin Clayton）は、

とが必要だといえる。そこで筆者は、イギリスで活動する民

北インド古典音楽の研究者で、音楽学部内で組織されている

族音楽学者に会い、さまざまなカウンターパートナーと行っ

ミュージック＆サイエンスラボのリーダーとして活動してい

ている共同研究について取材することにした。イギリスを選

る。このラボは音楽学者だけでなく、生物学、脳科学研究者、

んだ理由は、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（SOAS）

心理学者などの自然科学研究者によって構成されており、音

をはじめ、民族音楽学の専攻が可能な大学や、民族音楽学者

楽と感情や記憶との関係性についての研究など、非常に多様

が所属する博物館や図書館などが日本に比べて多く（表参照）
、

なプロジェクトを行っている 。

British Forum for Ethnomusicology（BFE）な ど の 学 会

とくに、クレイトンが注力しているプロジェクトが「音楽

活動も活発であり、その動向に注目するべきだと考えたため

演奏における複数演者間のリズム同調」
（Interpersonal

である。

Entrainment in Music Performance）である。このプロ
ジェクトでは、複数の演奏者が共に楽器を演奏したときに、

表

イギリスで民族音楽学者が活動する大学や研究機関
・School of Oriental and African Studies (SOAS)
・City, University of London (CUL)
・King’s College London (KCL)
・Goldsmiths College (GUL)
・Royal Holloway (RHUL)
・Cambridge University
・Oxford University
・Durham University
・Sheffield University
・Manchester University
・The British Library
・Horniman Museum and Gardens など

リズム間の同調がどのように起きるのかについて分析するこ
とを目的としている。クレイトンは、このようなリズム同調
という視点は音楽だけでなく一般社会での人間関係の考察に
も応用可能であると述べている。分析対象には、クレイトン
の専門である北インド古典音楽のほかに、マリのジェンベ、
ウルグアイのカンドンベ、弦楽四重奏、キューバのソンとサ
ルサなどの音楽が含まれる。この研究プロジェクトではまず、
ミュージシャンたちの協力を得て演奏の録音・録画を行い、
これを研究者のチームが分析し、映像資料の上に字幕で何分
何秒にどんな行動が見られたかを記述する。このような分析
を通じて、ミュージシャンが意識的に行っている行為だけで
なく、無意識で行っているコミュニケーションや身体、心理

今回の調査では2019年3月7日から18日までイギリスに

の変化も記録できる。このアプローチはリズムの同調につい

滞在し、ロンドンとダラムの2都市において、独自性の高い

て人文・自然科学系の研究者が共に考察する点に意義がある

研究活動を進めている計18名の民族音楽関係者にインタビ

といえる。

ューを行った。本稿ではそのなかで、ダラム大学とホーニマ

ほかにも、ダラム大学の音楽学部ではさまざまなジャンル

ン博物館・庭園の共同研究プロジェクトに焦点を当てて紹介

との共同研究を行っているが、演奏会や展示などの行事開催

したい。

のみにとどまらず、そのプロジェクトで得られた成果を論文

ダラム大学の研究動向
今回ダラムを訪問して初めて知ったことだが、ダラム大学
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として発表し、ダラム大学のリポジトリ やオープンサイエ
ンス・フレームワーク（個人および共同研究のデータや成果
物の整理、共有、一般公開を簡単な操作で行うことができる

海外研究動向

オープンサイエン
ス・フレームワー
クに公開された
「 リ ズ ム 同 調 」プ
ロジェクトの映像。

神野 知恵（かみの ちえ）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター機関研究員。専門は
民族音楽学、民俗芸能研究。著書に『韓国農楽と羅錦秋─女流名
人の人生と近現代農楽史』
（風響社 2016年）
、共著に『音楽を研
究する愉しみ─出会う、はまる、見えてくる』（風響社 2019年）
などがある。

無料のプラットフォームサイト）で公開している 。筆者は

などの既存のウェブサイトとホーニマンの資料データベー

これまで韓国の農楽（プンムル）のリズムの分析研究を行っ

スとの連携により、所蔵楽器についての文字情報を充実させ、

てきたこともあり、クレイトンとプロジェクトチームとの共

活用可能なかたちにするプロジェクトや、学校用・コミュニ

同制作による映像とアノテーション（映像のタイムライン上

ティ用の学習プログラム開発、歴史的鍵盤楽器のコンサート

に記述された解釈）や、論文を組み合わせて電子媒体でアウ

や調律に関するプロジェクトなどが含まれる。

トプットする方法が非常に参考になった。

ホーニマン博物館・庭園の事例

このように、ホーニマンではさまざまなジャンルの協力者
と共に共同研究プロジェクトを運営しており、それが博物館
のアウトリーチと直結している点が注目される。とくに、ア

ホー ニ マ ン 博 物 館 ・ 庭 園（Horniman Museum and

フリカ、アジア系移民が多い南ロンドンにおいて、所蔵品の

Gardens 以下、ホーニマン）は、1901年に紅茶の貿易会

ソースコミュニティ出身のロンドン市民に所蔵楽器コレクシ

社の経 営 者 で あ っ た フ レ デ リッ ク・ジョ ン・ホー ニ マ ン

ョンの存在を知らせ、利用と交流を促進することは現代の博

（Frederick John Horniman）によって設立された。南ロ

物館にとって最も必要とされている活動である。そして豊富

ンドンに位置するこの博物館は、自然史展示場、ワールドギ

なコレクションをもとに多岐にわたるプロジェクトを創出し

ャラリー、ミュージックギャラリー、水族館、庭園など多様

ている点は、国立民族学博物館でも学ぶところが多いと感じた。

なコンテンツを有する。とくに生活史資料や楽器資料の豊富
さは圧巻であり、メッセージ性の強いキャプションや、実際
に触って学ぶことのできるハンドリングコレクションが充実
している。

今後の展望
上 記 以 外 に も、SOAS の キー ス ・ ハ ワー ド（Keith
Howord）による各地のミュージシャンとの共同研究およ

筆者はホーニマンの学芸員で民族音楽学者のマーガレット・

び CD シリーズ発行や、Goldsmiths College のバーリー・

バーリー（Margaret Birley）から最新の共同研究プロジ

ノートン（Barley Norton）によるベトナム音楽の映像民

ェクト「今作られゆく音楽」（Music in the Making） に

族誌制作、大英図書館のジャネット・トップ・ファルジョン

ついての話を聞いた。このプロジェクトは、ホーニマン所蔵

（Janet Topp Fargion）が世界中の民族音楽学者やコレク

の楽器コレクションの知名度や活用度を上げることを目的と

ターと行っているアーカイブ構築とドキュメンテーションの

して、2019年4月から2022年3月までの4年間にわたり、

試みなども特記すべき点である。今回の調査を通じて、イギ

the Arts Council of England からの助成を受けて行われ

リスをはじめヨーロッパ各国では研究が社会にインパクトを

ている。ホーニマンの教育部門ディレクター、ティム・コラ

与えることが近年ますます重視されており、民族音楽学分野

ム（Tim Corum）がリーダーとなり、バーリーと、SOAS

でも時代や環境の変化に合わせ、自然科学系の研究者との共

などの大学から外部諮問委員として招聘された民族音楽学者

同研究や、ローカル・コミュニティを巻き込んだ研究活動に

が協力し合い、7本の柱のプロジェクトを同時進行させると

大型助成が付く傾向にあることがわかった。また、大学では

いう大型プロジェクトである。

ヒップホップなど同時代の音楽を研究対象にすることが重視

そのなかには、南ロンドンを中心に近年流行しているグラ

されるなど、民族音楽学研究者に求められる方向性も変わっ

イム（grime）などのミュージシャンに、博物館所蔵楽器の

てきている。今

音をサンプリングしてトラックを制作してもらう「南ロンド

後 も BFE の 大

ン音楽」プロジェクトや、ロンドンにおけるインド・グジャ

会に参加をする

ラート州のディアスポラ・コミュニティのミュージシャンと

などして、イギ

協力して研究を行う「南アジア楽器コレクション」プロジェ

リスの民族音楽

クトなど、ホーニマンの立地と所蔵資料を活かした企画が含

学の動向に注目

まれる。ほかにも、ウィキペディアや、MINIM-UK（Musical

していきたい。

Instruments Interface for Museums and Collections）

ホーニマン博物館のミュージックギャラリー展示
室（2019年3月）。
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海 外 研 究 動 向
オランダにおける資料管理等に関する
研究動向調査報告


文・写真
2018年11月11日から17日にかけて、国立民族学博物館

の研究動向調査事業の一環として、オーストリアおよびオラ

末森 薫

論がおこなわれた。

ンダを訪問する機会を得た。オーストリアでは国際学会に参

オランダ・文化遺産局が実施する国際文化政策

加し、文化遺産や博物館分野における先端技術の開発や応用

オランダ・文部科学省の下部組織である文化遺産局は

について、最新の研究動向を調査した。また、オランダでは

2009年より、オランダ国立公文書館（National Archive

文化遺産局（Cultural Heritage Agency of the Nether-

of the Netherlands）とオランダ国際文化協力センター

lands）と民族学博物館（Museum Volkenkunde。以下、

（DutchCulture）と連携し、オランダの外務省および文科

オランダ民博）を訪問し、オランダが進める国際文化政策お

省が所管する国際的な文化政策として「共有文化遺産プログ

よび博物館資料管理の動向について情報を得た。ここでは、

ラ ム（Shared Cultural Heritage Program）
」を 実 施 し

オランダにおける資料管理活動の動向を中心に、それぞれに

ている。文化遺産局に所属するコーディネーター4名は、国

ついて簡潔に報告したい。

内外の専門家と連携しながら、水中考古学、建造物の環境、

先端技術をテーマとする国際学会への参加
CHNT （Cultural Heritage and New Technologies）

博物館・博物館資料の3つを柱とする約30の事業を展開中
である。対象国はオランダと歴史的に関係の深い、アメリカ、
インド、インドネシア、オーストラリア、スリナム、スリラ

は文化遺産や博物館分野における先端的な技術をテーマと

ンカ、日本、ブラジル、南アフリカ、ロシアの10か国である。

して、オーストリアのウィーンで毎年開催されている国際

事業ごとに形態は異なり、おもには研修・ワークショップ、

学 会 で あ る。2018 年 に 開 催 さ れ た 第 23 回 大 会 は、EG

マニュアル等のツール制作、共同研究といった活動がおこな

GCH （EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and

われている。日本では長崎県の平戸において、博物館等の文

Cultural Heritage）と共同で開催され、ヨーロッパ諸国を

化資源を地域振興へ活用する事業が進められている。

中心として、500名を超える参加者があった。口頭・ポス
ターをあわせて200本を超える発表があり、その内容は

オランダにおける資料管理活動の動向

2D、3D のデジタル技術等を用いた文化遺産の可視化、AR

オランダ・ライデン市にあるオランダ民博は1813年に開

や VR といった仮想現実の文化遺産への応用、博物館等に

館し、もともと大学病院として使用されていた現在の建物へ

おけるマルチメディアやモバイルアプリケーションの運用

1937年に移転した。日本関連の資料を含め、植民地時代に

等多岐にわたっていた。今大会から新たに加わったセッシ

世界各地から収集した資料等からなる収蔵品数は450,000

ョンに、3D データを活用して構造物の施工管理をおこなう

点を数え、館内の他、約30キロメートル離れたス・グラー

Building Information Modeling（BIM）を 文 化 遺 産 に 適

ヴェンザンデ（‘s-Gravenzande）の施設に収蔵されている。

応する Heritage-BIM があり、その定義や方法について議

資料管理には、保存修復専門員（conservator）
、資料取扱
担当員（art handler）
、資料登録担当員（registrar）、貸
借資料登録担当員（loan registrar）が常勤職員として携わ
り、場合に応じてフリーランスの保存修復専門員が加わる。
館内の収蔵室は集密棚と固定棚を併用したつくりであり、
中央に熟覧用のスペースが設けられている。収蔵方法は、資
料の種類やサイズによって異なり、中型の立体資料は和紙を
敷いて棚に置くか、発泡体や段ボールでつくられた台にのせ
て棚に置かれている。小型の立体資料や平面資料は引き出し
式の棚におさめられ、平面資料の中には紙管に丸めて収納さ
れているものもある。大型の立体資料や長尺資料には専用の

CHNT 第23回大会の開会式（2018年11月、オーストリア・ウィーン）。
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ケースを作成する等個別の対応がなされていた。資料の管理

海外研究動向
オランダ民博の外観
（ 2018 年 11 月、オ
ランダ・ライデン）
。

末森 薫（すえもり かおる）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター機関研究員。専門は
保存科学、仏教美術史、文化遺産学。主な編著書に、『敦煌莫高窟
と千仏図』
（法蔵館 2019年）、『国際的な文化遺産の保存・活用
に関する総合的研究』
（関西大学国際文化財・文化研究センター
2018年）等がある。

には1990年代からバーコードシステムが導入されており、
棚および資料それぞれにバーコードが付されている。資料に
関連する記録は、バーコードを読み取ることでデータベース
に格納される。

博物館の統合による資料管理体制の変化

資料移送に使用されるコ
ンテナ（2018年11月、
オランダ・ライデン）。

2016年にオランダ北部のフリースランド州に開館したフリ

2014 年、ア ム ス テ ル ダ ム に あ る ト ロッ ペ ン 博 物 館

ー ス ラ ン ド コ レ ク ショ ン セ ン ター
（Kolleksjesintrum

（Tropenmuseum）、ベルグ・エン・ダルにあるアフリカ博

Fryslân）
は州内にある5つの館の資料をおさめる共有型の収

物館（Africa Museum）、そしてオランダ民博の3館が統合

蔵施設である。この収蔵施設を建設するにあたっては、デン

し、国 立 世 界 文 化 博 物 館（National Museum of World

マークのヴァイレ文化遺産センター
（Conservation Center

Cultures）が誕生した。2017年にはロッテルダムのワー

Vejle）
の建物がモデルとされた。同センターは、持続可能で

ルドミュージアム（Wereldmuseum）が加わり、現在は4

あることを目標にかかげ、2001年に16の文化施設が共有す

館で構成される。国立世界文化博物館には4館が共有する物

る収蔵施設として建設された。周辺の環境からの影響を遮断

質文化研究所（Research Center for Material Culture）

するために、壁・天井に絶縁層が設けられたコンクリート造

が併設され、共通した理念やミッションのもとに、展示や研

りの建物であり、床面からの地熱を利用した受動的な温度制

究活動が進められている。

御を基本として、徹底的な低エネルギー化・低コスト化を実

統合による資料の共有化により、資料管理にもいくつかの

現 し た
（Knudsen and Rasmussen 2005 ； Knudsen

変化があらわれた。統合前に各館で用いていた資料番号は、

and Lundbye 2017）
。フリースランドコレクションセン

統合により重複が生じることとなり、各館のアルファベット

ターの建物は、ヴァイレ文化遺産センターの収蔵施設と同様

を先頭に付けるかたちで新たな資料番号が付与された。たと

の基本構造を有し、さらに屋根に太陽光パネルを設置し、外

えば、オランダ民博の資料にはオランダ語の Rijksmuseum

壁を覆うように植物を這わせ外環境からの影響を制御する独

Volkenkunde の頭文字「RV」が付け加えられた。データ

自の工夫も採り入れられた。また、2層式の集密棚を導入し、

ベースも各館で異なるシステムを運用していたが、オランダ

体積比65パーセント減の省スペース化を実現した。

民博で用いていたシステムへの統合が進められている（2018

オランダでは、本稿で紹介したオランダ民博やフリースラ

年11月時点で、残り1館が未統合）。データベースに紐付け

ンドコレクションセンター以外にも、博物館の統合や収蔵施

る文書の書式等も統一され、タブレット端末を用いて遠隔地

設の共有化の事業が進められている。その背景には、合理化

でも共有することのできる電子版のコンディションチェック

による低コスト化や持続可能性を担保するための低エネルギ

シートも導入された。また、各館の資料が共有化されたこと

ー化等、社会からの要求に応じるところも大きい。一方で、

により、資料の貸し借りにかかる手続きが簡略化され、各館

資料を1か所に集めることによる災害等へのリスクアセスメ

を行き来する資料が増加した。移動の際は、行き先を記した

ント等、新たな課題も生まれている。

シールの貼られたコンテナやフレーム、資料にあわせてつく
られた収納箱に梱包・収納され、月1回のペースで4つの館

参考文献

を回る輸送車で運ばれている。

Knudsen, L. R. and M. H. Rasmussen 2005 Building a New
Shared Storage Facility for 16 Museums and Archives, In
I. Verger (ed.) ICOM-CC 14th Triennial Meeting The Hague
12-16 September 2005, pp. 648-654. London: James &
James.
Knudsen, L. R. and S. R. Lundbye 2017 Performance of Danish
Low-energy Museum Storage Buildings. In J. Bridgland (ed.)
ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen,
4-8 September 2017. London: James & James.

共有型収蔵施設の建設
国立世界文化博物館の傘下にある4館は、現在は各館で収
蔵施設を所有しているが、将来的には4館が共同で利用する
収蔵施設を建設することが構想されている。オランダでは近
年、新たな収蔵施設を建設する複数の事業が進められている。
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海 外 研 究 動 向
英国のセミナー文化に見る
人類学的な知のありかた


文・写真

古川 不可知

本稿は、2019年1月27日から2月8日にかけて英国にて

ディーン大学（同約10名）など、同趣旨のセミナーであっ

おこなった研究動向調査の報告である。この調査の主要な目

てもそのスタイルや規模および雰囲気は少しずつ異なるもの

的は、筆者のテーマである道と移動する身体をめぐる研究の、

であった。
1月31日に参加したアバディーン大学のセミナーでは、

英国における動向を調査することであった。ただしこの論点
に関しては、『民博通信』164号に掲載された「インフラス

マリソル・デ・ラ・カデナの存在論に影響を受けて複数世界

トラクチャーをめぐる人類学的研究の動向」、および本号に

をめぐる議論を展開した発表者に対して、ティム・インゴル

掲載の「移動の物質的側面を追って」と内容が重複するため、

ドが「一つの世界の人類学（one world anthropology）」

本稿では人類学的な知が生み出される場としての英国の人類

を強調しながら、「人間やあらゆる存在者は同一の世界から

学セミナーについて現在の状況を報告したい。

生起することを念頭に置くべき」と反論するなど、世界の人
類学のトレンドは良くも悪くもこうした英語圏の局所的な議

英国社会人類学におけるセミナー文化

論のなかから生まれてくることに筆者は改めて感銘を受けた。

周知のとおり人類学の部局を擁する英国の多くの大学では、
週にいちど関係者が一堂に会し、1名の研究者の報告をめぐ

人類学セミナーの現在の傾向

って討議をおこなうセミナーが開催されている。大学によっ

そこで現在の英国における議論の動向を広く把握するため

てセミナーの名称は若干異なっているものの、以下では便宜

に、筆者が出席した3大学に加え、英国で主要な人類学の部

的に人類学セミナーと総称する。筆者は上記の渡航期間中に、

局を持つオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、東洋ア

3大学（マンチェスター、エディンバラ、アバディーン）に

フリカ研究学院（SOAS）
、ユニヴァーシティ・カレッジ・

て計4回のセミナーに出席することができた。日時とテーマ

ロンドン（UCL）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミク

は表1に掲げたとおりである。

ス（LSE）の8大学について、2019年の春学期（1月〜3月）

セミナーではいずれも60分前後の研究発表ののち、同程

におこなわれたすべてのセミナーから、地域・テーマ・発表

度の質疑時間を設けて議論がおこなわれる。参加した限りで

者の属性について傾向を拾ってみた。

はすべての発表で、ペーパーを読み上げながら関連写真をス

大学院生の論文執筆セミナーなどに充てられた回を除くと、

ライド投影するという形式がとられていた。いずれの回も、

開催されたセミナー回数は合計68回となった。発表の研究

出席者のほとんどは学内のスタッフおよび大学院生であった

対象地域としては、表2に掲げたとおりアジアがもっとも多く、

が、筆者のような部外者も自由に参加することができる。

中南米とヨーロッパが続く。発表タイトルに現れる単語の頻

ロの字型の座席配置で教員や院生が対等に発言するマンチ

度分析からは、顕著なキーワードを抽出することはできなか

ェスター大学（参加者約30名）や、発表者が演台から講義

ったものの、国家や政治を主題とする発表が多い印象を受け

形式でプレゼンテーションをおこない、挙手で質疑を受け付

る。なお発表者の所属は学内者20名、英国他大学29名、海

けるエディンバラ大学（同約40名）、教員を中心に少数の参

外19名であった。

加者のみが集まって長めの踏み込んだコメントをしあうアバ
表1

筆者の参加したセミナー
日 付

大 学

講演者

タイトル

Dr. Nina Holm-Vohnsen
（Aarhus University）

“Mars, Polydomes, Other Digressions in Political Thinking”

1/28（月）

マンチェスター

1/31（木）

アバディーン

Dr. Chuck Sturtevant
（University of Aberdeen）

“The Hill at the End of the World: How Projects That Produce "The State"
Resist Uncertainty”

2/1（金）

エディンバラ

Dr. Aaron Kappeler
（The University of Edinburgh）

“The Devil and Florentino: Specters of Petro-Populism in Venezuela”

2/4（月）

マンチェスター

Dr. Veronica Strang
（Durham University）

“Bringing the Anthropology of Water into International Policy: A Project with
the United Nations”
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古川 不可知（ふるかわ ふかち）
国立民族学博物館学術資源研究開発センター機関研究員。専門は
文化人類学、ヒマラヤ地域研究。著書に『
「シェルパ」と道の人類
学』
（亜紀書房 2020年）、共訳書『ソウル・ハンターズ―シベリア・
ユカギールのアニミズムの人類学』（亜紀書房 2018年）などが
ある。

マンチェスター大学のセミナー風景（2019年1月28日）。

った意見も一部の学生から聞かれた。

人類学セミナーという知のありかた

それでも人類学セミナーそのものは重要であるという認識

かつてアルフレッド・ジェルは英国のセミナー文化のエキ

自体は共有されているようである。ふたたびティム・インゴ

サイティングさを情熱的な筆致で描き出し、人類学セミナー

ルドによると、彼が1999年にマンチェスター大学からアバ

の意義とは、「社交の機会であるとともに試合、試練にして

ディーン大学に移った際、1番はじめに着手した作業が人類

通過儀礼」であり、「毎週のセミナーのない人類学部は心臓

学セミナーの組織であると述べていた。アバディーン大学を

のない身体のようだ」と述べてその重要性を強調していた

北方研究（シベリアやスカンジナビア半島、カナダ北部など）
の拠点にすることを志して赴任した彼は、当時はさまざまな

（Gell 1999: 1-3）。
一方で名和（2006: 105）も報告しているように、セミ
ナーの形式をめぐってはたしかに一定の不満が生じているこ

部局に散在していた人類学者たちを、セミナーの開始によっ
て糾合したのだという。

ともうかがえた。筆者の短い滞在期間中にも、大学院生には

日本では人的・時間的リソースの問題もあり、週にいちど

セミナーでコメントすることが半ば義務化されているため、

という頻度でのセミナー開催が困難であることは承知している。

表面的な議論にとどまり面白くない（から出席しない）とい

とはいえ人類学的な知を共同で産出し、ともすれば新たな潮

表2

人類学セミナー発表の研究対象地域（数字：件数）
アジア（東・東南・南）

地 域

それ以外

15

流を生み出す制度の理念型として、英国の人類学セミナーは
大いに参考になろう。ひとまずは限られた滞在期間からの報

中南米

9

告となったが、今後も折を見て渡英と資料の収集を重ね、テ

ヨーロッパ

8

アフリカ

6

ーマの変遷などについて分析を続けていきたいと考えている。

超域

5

北米

3

参考文献

中東

3

オセアニア

1

理論研究

6

実験室など

3

名和克郎 2006「イギリス『社会』人類学の内実をめぐって―2002-3
年のケンブリッジを例に」『国立民族学博物館研究報告』31(1):
87-115。
Gell, A. 1999 The Art of Anthropology: Essays and Diagrams.
Oxford: Berg.

その他／不明
合 計

9
68
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新刊の紹介

本館では、館外での出版物を奨励する制度があります。★の印は、その制度を利用して刊行され
た出版物です。タイトルをクリックすると詳細情報に移動します。

ケアが生まれる場

★

─他者とともに生きる社会のために

森 明子 編
定価：本体3,800円＋税 328頁 ナカニシヤ出版 2019年4月26日刊行
ケアはどのような状況で生まれ、そこではどのような関係性があらわれているのだろう
か。本書は、家族と社会の境界面の編成という視座からケアをとらえて、その実践を描
き出す民族誌研究である。ケアは、国家がゆらぎ、社会の編成のあり方が大きく変容す
る世界において、国家と地域、宗教と世俗の境界を越えて、発動し、新たな関係性を創
りだす。世界のさまざまなフィールドの15の物語を通して、ケアが生まれる場であら
われつつあるものについて考察する。

宗教と開発の人類学

★

─グローバル化するポスト世俗主義と開発言説

石森 大知・丹羽 典生 編
定価：本体4,000円＋税

448頁

春風社

2019年6月3日刊行

教育・医療・福祉の各分野から社会全体の変革まで、宗教団体や宗教者による開発への
関与が顕在化する現代。宗教は人びとを結びつけ、他方で引き離す。開発の現場で宗教
の教義や理念はどのように活かされ、またどのように受容されているのか。その活動は
世俗組織による活動とは何が違うのか、あるいはそこに公共性はみられるのか。歴史的・
社会的・宗教的背景が異なる多様なフィールドの知見を踏まえながら、本書は、アジア
とオセアニアにおける開発の現場から、宗教と開発の関係を問い直し、現代社会におけ
る宗教の意義を考えるものである。

Minpaku Sign Language Studies 1
Senri Ethnological Studies
（SES）No.101

KIKUSAWA Ritsuko and SANO Fumiya（eds.）
190頁

2019年6月21日刊行

シリーズ刊行（予定）の第1巻目である本書には、2016年に国立民族学博物館で開催
された “The 5th Meeting of Signed and Spoken Language Linguistics” で発表
された研究を中心に、外部の査読を経た質の高い手話言語学の研究論文が計10本掲載
されている。
手話言語学は、その研究成果を報告する場が限られており、とくにアジアの手話に関す
る研究報告は少ない。本書には、日本手話や台湾手話、中国手話、韓国手話、アメリカ
英語などさまざまな地域の手話にかんする研究論文が掲載されており、手話研究者必読
の書となっている。
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世界の捕鯨文化─現状・歴史・地域性

国立民族学博物館調査報告
Senri Ethnological Reports
（SER）No.149

岸上 伸啓 編
216頁

2019年6月24日刊行

本書は、世界の捕鯨文化の歴史と現状、地域性に関する最新の研究成果である。世界の
捕鯨の歴史と現状に関する全体像と最近の研究史を提示した後、アイスランドのナガス
クジラとミンククジラの捕鯨の現状、ノルウェーの鯨食文化と捕鯨の歴史、北アメリカ
極北地域の先住民捕鯨の現状と問題点、グリーンランド社会におけるクジラの経済的・
社会的・文化的位置づけ、日本の小型捕鯨業の歴史と現状、デンマーク領フェロー諸島
の小型沿岸捕鯨、EU の捕鯨政策、韓国とベトナムの鯨神信仰について報告し、検討し
ている。

Conservation of Cultural Heritage
in a Changing World
Senri Ethnological Studies
（SES）No.102

Naoko Sonoda（ed.）
216頁

2019年12月9日刊行

本書は、2017年10月、国立民族学博物館で開催した学術潮流フォーラム I・国際シン
ポジウム「変容する世界のなかでの文化遺産の保存」（企画：人類基礎理論研究部）に
おける発表内容を深化させたものである。過去30年間、社会は大きく変容し、文化遺
産の世界も新たな変化に直面している。ここでは、
（1）世界規模での環境の変化と、
（2）
アナログからデジタル世界への移行という媒体の変化、この2つの変化に着目し、文化
遺産の保存と活用の両面から考察をすすめた。
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驚異と怪異

─想像界の生きものたち

山中 由里子 編
定価：本体2,700円＋税

240頁

河出書房新社

2019年8月29日刊行

本書は、特別展「驚異と怪異─想像界の生きものたち」の図録である。この世のキワに
いるかもしれない、不思議なクリーチャーたちを、世界の人びとがどのように想像し、
形にしてきたのか、通文化的に比較することができる。一部の資料についてはコラムで、
より詳細な文化的な背景も紹介した。ほとんどの解説とキャプションが和英2か国語で
読める。
大道雪代氏が撮影した美しい資料写真と、佐藤大介氏によるシャープな装丁・レイアウ
トのおかげもあり、会期中にすでに4刷りに到達している。

殴り合いの文化史
樫永 真佐夫 編

定価：本体3,700円＋税

424頁

左右社

2019年4月30日刊行

拳で人を殴るのは、きわめて人間的な暴力である。その拳には怒りがこもっている。そ
んな拳の闘争から、本書は人間について考える。このことは、怒りや憎しみに対して、
個人と社会がいかに向き合ってきたかを考えることにほかならない。
暴力や流血に対する感性は、歴史的に変化してきた。それを論じるにあたって、ボクシ
ングの成立と発展を取りあげている。それはこの殴り合うスポーツと、筆者自身が長く
関わってきたからでもある。古今東西のさまざまな逸話がてんこ盛りの本書を、読み物
としてもお楽しみいただきたい。
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家族の人類学

─マレーシア先住民の親族研究から助け合いの人類史へ

信田 敏宏 著
定価：本体2,800円＋税

264頁

臨川書店

2019年7月31日刊行

本書は、人類にとって家族とは何か、親族とは何かを問う試論的研究書である。本書で
は、マレーシアの先住民オラン・アスリの歴史を紐解きながら、調査村の親族システム
の起源ならびにその変遷を詳述する。そして、具体的な家族の事例を紹介しながら、双
系制と母系制が混在する現在の村の親族システムを解析する。さらに、NGO を介した
家族・親族を超える新たな関係性について考察を試み、結論部では、人類史の観点から、
家族・親族による助け合い、分かち合いの意味を問う。巻末に、村の全63世帯の系譜
図や家族のエピソードを記した「世帯の記録」を付している。

現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。
吉岡 乾 著

定価：本体1,800円＋税

304頁

創元社

2019年8月27日刊行

研究者はみんな、研究が好き。フィールド研究者は誰もが、フィールドが好き。そんな
誤解をされてしまっては困ってしまう。世に溢れる研究者による一般書が、「研究楽し
い！」
「現地調査大好き！」みたいな論調に偏っているからいけないのだ。多様性の大
切さが説かれ始めている昨今の世の中、フィールドが嫌いなフィールド研究者が居ても
いいじゃないか。出発前から、早く日本に帰りたいのだ。
そういう気持ちで心情を吐露しつつ、ついでに言語学や言語を紹介する、全篇書き下ろ
しエッセイ集。

東アジア海域から眺望する世界史
─ネットワークと海域

鈴木 英明 編
定価：本体3,800円＋税

324頁

明石書店

2019年10月10日刊行

本書は、歴史学の分野で近年、注目が集められてきた海域史に関して、とくに東アジア
海域を対象とする論文を集めた論集である。インドネシア沖沈船、中国のムスリムのア
イデンティティ、南インドに残る鄭和の記憶、太平洋を跨ぐ水銀貿易などの魅力的な各
章とともに、海域という概念について批判的な検討を踏まえ、理論をより精緻化するこ
とで、海域史研究と世界史／グローバルヒストリー研究の接合から新たな地平を築こう
とするものである。
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各プロジェクト名をクリックすると詳細情報に移動します。

■■基幹研究プロジェクト
プロジェクト名

研究代表者

研究期間（年度）

海域アジアにおける人類の海洋適応と物質文化 ― 東南アジア資料を中心に

小野林太郎

2019－2021

中央・北アジアの物質文化に関する研究 ― 民博収蔵の標本資料を中心に

寺村

裕史

2018－2021

アフリカ資料の多言語双方向データベースの構築

飯田

卓

2017－2020

民博が所蔵するアイヌ民族資料の形成と記録の再検討

齋藤

玲子

2016－2019

ミクロネシア文化資料のフォーラム型データベースの構築 ― 20世紀前半収集資料を中心と
して

林

勲男

2019－2020

時代玩具コレクションの公開プロジェクト

日髙

真吾

2019－2020

民博所蔵「朝枝利男コレクション」のデータベースの構築 ― オセアニア資料を中心に

丹羽

典生

2018－2019

ネパールのガンダルバ映像音響資料に関する情報共有型データベースの構築

南

真木人

2018－2019

中南米地域の文化資料のフォーラム型情報データベースの構築

八木百合子

2018－2019

朝鮮半島関連の資料データベースの強化と国際的な接合に関する日米共同研究

太田

心平

2017－2019

文明社会における食の布置（「アジアにおけるエコヘルス研究の新展開」内のユニット）

野林

厚志

2016－2021

日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築（「日本列島における地域社会変貌・
災害からの地域文化の再構築」内のユニット）

日髙

真吾

2016－2021

北東アジア地域研究

池谷

和信

2016－2021

現代中東地域研究

西尾

哲夫

2016－2021

南アジア地域研究

三尾

稔

2016－2021

機関拠点型プロジェクト／人類の文化資源に関するフォーラム型情報ミュージアムの構築
開発型
強化型

広領域連携型プロジェクト

ネットワーク型プロジェクト

■■特別研究
研究課題

研究代表者

研究期間（年度）

デジタル技術時代の文化遺産におけるヒューマニティとコミュニティ

飯田

卓

2019－2021

パフォーミング・アーツと積極的共生

寺田

吉孝

2018－2020

食料生産システムの文明論

野林

厚志

2017－2019

■■基幹研究プロジェクト
人間文化研究機構は、人間文化の新たな価

■■特別研究
「現代文明と人類と未来 ― 環境・文化・人

値体系の創出をめざして、国内外の研究機

間」を統一テーマとし、環境、食、文化衝突、

関や地域社会等と組織的に連携し、現代的

文化遺産、マイノリティ、人口問題という

諸課題の解明に資する「基幹研究プロジェ

課題にかんして、それぞれ3年の研究期間

クト」を推進しています。機関拠点型・広

を設定し、国際シンポジウムや欧文での成

領域連携型・ネットワーク型の3つの類型

果刊行を行い、研究を実施しています。こ

から構成され、本館でもそれぞれのプロジ

の研究を通じて、現代文明を人類学的な視

ェクトに取り組んでいます。

座から再検証することを目的としています。
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■■共同研究

●は館外の代表者

研究課題

研究代表者

研究期間（年度）

課題1：文化人類学・民族学および関連諸分野を含む幅広い研究

一
般

グローバル化時代における「観光化／脱 - 観光化」のダイナミズムに関する研究

東

賢太朗

2019－2021

島世界における葬送の人類学 ― 東南アジア・東アジア・オセアニアの時空間比較

小野林太郎

2019－2021

社会・文化人類学における中国研究の理論的定位 ― 12のテーマをめぐる再検討と
再評価

河合

2019－2021

洋尚

●

人類史における移動概念の再構築 ―「自由」と「不自由」の相克に注目して

鈴木

英明

2019－2021

食生活から考える持続可能な社会 ―「主食」の形成と展開

野林

厚志

2019－2021

オセアニア・東南アジア島嶼部における他者接触の歴史記憶と感情に関する人類学的研
究

風間

計博

2018－2021

●

統治のフロンティア空間をめぐる人類学 ― 国家・資本・住民の関係を考察する

佐川

徹

2018－2021

●

カネとチカラの民族誌 ― 公共性の生態学にむけて

内藤

直樹

2018－2021

●

伝統染織品の生産と消費 ― 文化遺産化・観光化によるローカルな意味の変容をめ
ぐって

中谷

文美

2018－2021

●

心配と係り合いについての人類学的探求

西

真如

2018－2021

●

グローバル時代における「寛容性／非寛容性」をめぐるナラティヴ・ポリティクス

山

泰幸

2018－2021

●

ネオリベラリズムの中のモラリティ

田沼

幸子

2017－2020

●

人類学／民俗学の学知と国民国家の関係 ― 20世紀前半のナショナリズムとインテ
リジェンス

中生

勝美

2017－2020

●

文化人類学を自然化する

中川

敏

2017－2020

●

現代日本における「看取り文化」の再構築に関する人類学的研究

浮ヶ谷幸代

2016－2019

●

捕鯨と環境倫理

岸上

伸啓

2016－2019

音楽する身体間の相互作用を捉える ― ミュージッキングの学際的研究

野澤

豊一

2016－2019

グローバル化時代のサブスタンスの社会的布置に関する比較研究

松尾

瑞穂

2015－2019

沙流川調査を中心とする泉靖一資料の再検討

大西

秀之

2019－2021

博物館における持続可能な資料管理および環境整備 ― 保存科学の視点から

園田

直子

2017－2020

物質文化から見るアフロ・ユーラシア沙漠社会の移動戦略に関する比較研究

縄田

浩志

2016－2019

●
●

●

課題2：本館の所蔵する資料に関する研究
●

課題1：文化人類学・民族学および関連諸分野を含む幅広い研究
若
手

感性と制度のつながり ― 芸術をめぐる「喚起」と「評価」のプロセスから考える

緒方しらべ

2019－2021

モビリティと物質性の人類学

古川不可知

2019－2021

拡張された場における映像実験プロジェクト

藤田

2018－2020

瑞穂

モノをとおしてみる現代の宗教的世界の諸相

八木百合子

2017－2019

テクノロジー利用を伴う身体技法に関する学際的研究

平田

2016－2019

晶子

●
●

■■共同研究
特定のテーマについて、館内外の専門家を
数人から20人程度集めて研究会をひらき、
2〜3年の期間で成果をあげる研究活動で
す。2019年度には、26件の共同研究プロ
ジェクトが組織されています。
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