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資料 1.  海外研究動向調査 

 

○ 4S 及びカルフォルニア大学における科学技術の人類学・医療人類学の  

動向調査 

 

１．調査の目的と概要 

 近年の人類学において、ブルーノ・ラトゥール（Bruno Latour）が先鞭をつけ

た科学技術の人類学（anthropology of science and technology）は人類学の下位分

野のひとつとして認知されるようになっただけではなく、(1) ANT（actor-network 
theory）やエージェンシー論の普及や、 (2) マリリン・ストラザーン（Marilyn 
Strathern）やエデュアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ（Eduardo Viveiros de 
Castro）との対話を通じて、人類学の重要な一部を形成するに至っている。アン

ドリュー・ピッカリング（Andrew Pickering)やアンマリー・モル（Annemarie Mol）
といった科学哲学者との盛んな研究交流が行われていることからからも分かる

ように、科学技術の人類学の主要な特徴のひとつは脱領域的である点にある。こ

のような脱領域的な研究交流の主要な場のひとつとなっているのが、4S（Society 
for Social Studies of Science）であり、その年次大会である。  

こうした状況を鑑みて、本調査ではアメリカ合衆国サンディエゴ市で行われた

4S の年次大会に参加し、科学についての社会科学研究の動向とその中での人類

学の位置づけについて調査した。同時に、北米における医療人類学のセンターの

ひとつであるカルフォリニア大学のバークレー校とサンディエゴ校に立ち寄り、

北米における医療人類学の最新動向について聞き取り調査を行った。  
なお、調査期間は、10 月８日から 20 日までの 13 日間である。このうち、10

月 9 日から 12 日は 4S の年次大会に参加した。その後、日曜日をはさんで 15 日

までカルフォルニア大学サンディエゴ校にて調査を行い、16 日の移動日をはさ

んで、17 日から 18 日まではバークレー校にて調査を行った。  
 
２．4S 年次大会における研究動向 

2-1. 4S の概要  

4S (Society for Social Studies of Science）は、1975 年に創設された科学技術に

関する社会科学（以下、科学技術研究）で最も歴史のある、世界最大の学会であ

る。社会学、人類学、歴史学、哲学、政治学、経済学、心理学、フェミニスト・

スタディーズ、カルチュラル・スタディーズの研究者や、知識、政策、研究開発、

国際開発に関心のある研究者、科学者や技術者、当事者も含まれており、学際的

な学会となっている。  
 
2-2. 4S 2013 の概要 

今年度の 4S の年次大会（Annual Meeting of the Society for Social Studies of 
Science）は、アメリカ合衆国カルフォルニア州サンディエゴ市内のホテル、タ



ウンアンドカントリー・リゾートアンドコンベンションセンターにて、10 月９

日から 12 日までの４日間の日程で約 1,200 人の登録者のある中で開催された。

そこでは、251 のパネルが組まれ、1,026 の研究成果が発表された。大会事務局

の発表によると、それらの発表のテーマは下表のようになっている。  
 
 
調査者は、このうち人類学及び生物

医療関連の 16 のパネルを選んで参加し

た。個別的な研究発表の内容を紹介す

る前に、まずは、4S における人類学の

位置づけについて概況的に記述してお

く。  
事前に登録された要旨を対象に分析

した結果、人類学（anthropology または

anthropological）という言葉を用いてい

る研究発表は、全体の 3.5％にあたる

36 件であった。この数字だけを見ると、

科学技術論における人類学のプレゼン

スは低いようにも思えるが、ラトゥー

ルやストラザーン、インゴールド（Tim 
Ingold）、ベイトソン（Gregory Batson）
といった人類学者への言及が要旨のレ

ベルでも散見されることは特筆に値す

る。

 
表１：4S2013 における発表テーマの傾向   

（※主催者発表による） 
発表テーマ  発表

数  
科学技術政策  171 
理論と方法  143 
市民参加と社会運動  122 
情報技術  104 
科学コミュニケーション  86 
環境  85 
生物医療  82 
ジェンダー  45 
経済と市場  41 
エンジニアリング  35 
エネルギーと核  35 
食  17 

 

 

また、民族誌（ethnography または ethnographical）、フィールドワーク（ fieldwork）、
参与観察（participate observation）について言及した研究発表は、上記の人類学

に言及のあったもの以外に 216 件あり、これを人類学に言及した発表と合わせる

と全体の 24.6%にあたる。これらの研究発表の中には、「ネット上のコミュニテ

ィについての民族誌」や「会議における参与観察」といった表現が使用されてい

るものや民族誌の有効性について方法論的に議論しているものもあるが、比較的

長期に渡るフィールドワークに基づいているとする発表もあった。また、実際の

研究発表の場面では、個別的な発表に対して「詳細なフィールドワークによるデ

ータの提示が優れており、評価できる」という内容の枕詞が使用されることが多

かった。これらのことから、科学技術論においては、(1) 民族誌やフィールドワ

ークが人類学を超えて一般的な手法となっていること、(2) それらの言葉が従来

の人類学者が用いる意味とはやや異なるニュアンスで使われていることが伺え

る 1。なお、これ以外の方法として言及されているものとしては、言説分析やイ

                                                   
1 なお、ホウタマンとメイヤーが 2012 年に編んだモノに関する人類学の論集でも、ネ



ンタビュー、観察、統計、メディア分析、歴史学的アプローチ、社会学的アプロ

ーチなどがあった。  
次に、これらの研究の対象についてだが、実験室や科学者コミュニティ、大学、

インターネット、ビッグデータ、臨床試験といった、古典的な科学技術論に合致

するものだけでなく、環境、医療、インフラ、ネット、フェミニズム、ポストコ

ロニアル、災害、国家、官僚組織、自己統治、鉱山、資源管理、芸術、人間と動

物、食の安全、インフラ、博物館、社会運動、経済、金融、難民といった、人類

学の対象ともなりうるテーマを対象としているものも多く見られた。地域に関し

ても、北米やヨーロッパだけでなく、中南米（メキシコ、ブラジル、コロンビア、

グアテマラ、ボリビア、チリ、エクアドル）や東アジア（日本、韓国、中国、台

湾）、南アジア（インド、バングラディッシュ）、東南アジア（インドネシア、ボ

ルネオ）、サブサハラ・アフリカ（ボツワナ、南アフリカ、エチオピア、ガーナ、

ケニア、ブルキナファソ、カメルーン）など、世界各地の事例が取り扱われてい

る。  
以上のことから、方法論とテーマという二つの側面について科学技術研究と

人類学の間には類似性が存在していることが分かる。  
 

2-3. 参加したパネルの概要 

2-3-1. 024. 045. 091. Techno-Medicine 

 「技術‐医療」と題されたパネルでは、生物医療に関する 12 の報告が 4 時間

半にわたってなされた。ここではそのうち 7 つの発表について紹介する。  
フランス国立科学研究センターのジョシアン・タンチョウ（Josiane Tantchou）

による発表では、欧米では外科出術室は儀礼的な手続きやモノの配置によって境

界づけられているのに対し、カメルーンでは物質的な制約から境界づけがなされ

ておらず外科手術室の意義が矮小化されているという報告がなされた。  
ジョン・ホプキンス大学のマイルズ・レスリー（Myles Leslie）による発表で

は、電子カルテの導入がどのように政策的に推進されていたのかが報告された上

で、その負の側面として医師が患者そのものではなく患者のデータを見るように

なるという報告がなされた。  
コペンハーゲン大学のヘンリエッタ・ラングストラップ（Henriette Langstrup）

らの発表では、デンマークで開発された糖尿病患者情報を記録するための電子フ

ォーマットが、輸出先のインドネシアでは糖尿病治療のための基準として用いら

れていることが報告された。  
コーネル大学のバハール・アキュルツ（Bahar Akyurtlu）の発表では、トラン

スジェンダー治療における「標準治療（ホルモン注射など）」が、アイデンティ

ティ形成に果たす役割について報告された。  
 国立交通大学のリーウェン・シン（Li-Wen Shih）の発表では、台湾における

                                                                                                                                                             

ット上のコミュニティについての論文が所収されており、ネット上でのフィールドワー

クは人類学でも必ずしも奇異ではなくなってきているのかもしれない [Houtman and 

Meyer (eds.) 2012]。  



超音波検診が、医師と妊婦の間で胎児に対する異なる想像を喚起させていること

が発表された。  
 マギル大学のニコール・ネルソン（Nicole Nelson）の発表では、近年の腫瘍学

において盛んに用いられるようになった「 actionable」という言葉が、ガン治療

における新しいレジームを指し示しているという極めて興味深い報告がなされ

た。  
 カルガリー大学のアリエル・デュシー（ Ariel Ducey）の発表では、 TVT
（Tension-free vaginal tape）を用いた尿漏れ治療についてとりあげ、それが手術

として極めて簡単な医療キットであること、またこの治療に関する他の選択肢が

無いことなどが、フーコーやアガンベンの装置論との関係で報告された。  
 

2-3-2. 058. Evidence-Based Polity: Objectivity Computed, Judgment Evaluated, 

Causation Quantified, and Life Economized 

 「エビデンス・ベースド・ポリシー」と名付けられたパネルでは、当初の予定

が変更され 3 つの発表がなされた・  
 まず、カルフォルニア大学サンディエゴ校のカテリーン・ケニー（Katherine 
Kenny）の発表では、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約」をとり

あげ、それがいかに日常生活から生命を数値化しているのか、またそのことによ

っていかに迅速に普及したのかについて報告があった。  
 次に、カルフォルニア大学サンディエゴ校のケリー・ゲイツ（Kelly Gates）の

発表では、エビデンス・ベースド・メディスンを援用する形で、エビデンス・ベ

ースド・ポリシングが展開されていることが報告された。  
 最後に、カルフォルニア大学サンディエゴ校のローレン・オルセン（Lairen 
Olsen）の発表では、DSM-V における文化の位置づけについて議論し、そこに医

療人類学の影響が色濃く見えているという報告がなされた。  
 
2-3-3. 114. The Tangled Genetic Web: (Re)  Defining Families, Kinship and 

Culture through Technologies  

 「もつれた遺伝の網の目：技術を通じた家族、親族、文化の（再）定義」と名

付けられたパネルでは、遺伝学の展開と文化の関係に関する 5 つの発表がなされ

た。  
 まず、アルボーグ大学のスティーネ・アドリアン（Stine Adrian）の発表では、

ヨーロッパ各地からデンマークに越境して生殖医療を受ける人々にとって、精子

ドナーの情報がどのような意味を持っているのかについて報告された。特にドイ

ツの事例では、子供のスティグマを懸念する立場から白人の精子ドナーが好まれ

る傾向が強いとのことだった。  
次に、ニューヨーク州立大学のクリステン・カールバーグ（Kristen Karlberg）

の発表では、アメリカにおける精子ドナーの情報がどのように利用されているの

かについて報告された。アメリカでは、母親が自身と異なる人種の精子ドナーを

望む傾向が強いとのことだった。  



また、台湾中央研究院のユユエ・チャイ（Yuyueh Tsai）の発表では、台湾にお

ける自身のルーツを探るための遺伝子検査が盛んに行われていることと、それが

政治状況とどのように関係しているのかについて報告された。  
カルフォルニア大学サンディエゴ校のララ・ブラフ（Lara Braff）はメキシコ

における生殖医療の状況についての、デイジー・デオマンポ（Daisy Deomampo）
は南アフリカから卵子提供のためのインドに訪れる人々についての報告がなさ

れた。  
 
2-3-4. 160. Clinical Trials at the Intersection of Science, Markets, and Ethics  

 「科学・市場・倫理の交叉点としての臨床試験」と題されたパネルでは、臨床

試験に関する 5 つの発表がなされた。ここではそのうち 4 つの発表について紹介

する。  
 まず、コペンハーゲン大学のサラ・ワドマン（Sara Wadmann）の発表では、

デンマークの病院における臨床試験において、「ケア」と「調査」が互いに対立

するものとしてではなく、具体的なやり取りの中で道徳的な摩擦を引き起こして

いくようなものであるという報告がなされた。  
 次に、オックスフォード大学のパトリシア・キンゴリ（Patricia Kingori）の発

表では、ケニアにおいて臨床試験が医療サービスを受けるための重要な入口のひ

とつになっていること、その中でスタッフの倫理的な態度が単純に治験の参加者

だけでなく、それを含めたコミュニティ全体との関係で構築されていることが報

告された。  
 ノースカロライナ大学のジル・フィッシャー（Jill Fisher）の発表では、アメ

リカにおける第一段階の治験が貧困層や移民にとって最もダーティーな仕事と

なっていることが報告された。人間に対する第一段階の治験は、病者ではなく健

康体の人を対象に副作用の有無などを調べるものであるため、治験の参加者には

健康であることが求められる。そのため、参加者たちは、治験ボランティアとい

う「仕事」において健康を売るために、健康を日々作り出す必要にかられている

という。  
 同じくノースカロライナ大学のヒーサー・エデルブルト（Heather Edelblute）
の発表でも同様に、アメリカにおける第一段階の治験が貧困層や移民といった人

に対する搾取の上に成り立っているという報告がなされた。  
 
2-3-5. 175. Therapeutic Technologies of the Self  

 「自己の治療的テクノロジー」と題されたパネルでは、治療における自己のテ

クノロジーのあり方に関する 4 つの発表がなされた。ここではそのうち 2 つにつ

いて紹介する。  
 カルフォルニア大学バークレー校のマリサ・ブラント（Marisa Brandt）の発表

では、帰還兵の PTSD の治療にコンピューターゲームのような装置が用いられて

いることについての報告がなされた。  
 次に、カルフォルニア大学バークレー校のカテリーン・ヘンディ（Katherine 



Hendy）の発表では、PTSD の治療に MDMA が用いられ始めていることについて

発表がなされ、そこでは治療が効果をもたらすメカニズムに関して具体的なモデ

ルが必要とされていないことが報告された。  
  
2-3-6. 193. 213. 235. Structuring Infrastructure: Perspective on Sociomaterial 

Orders 

 「インフラストラクチャーを構築すること」と題されたパネルでは、全部で

13 の発表がなされたが、筆者はそのうち 5 つの発表を聞くことができた。ここ

ではそのうち 3 つの発表について報告する。  
 コルゲート大学のクリストファー・ヘンケ（Christopher Henke）の発表では、

STS におけるインフラ研究の流れと意義について、エスノメソドロジーとの関係

で手際よくまとめた報告がなされた。  
 ナンヤン技術大学のサルフィカール・アミール（Sulfikar Amir）の発表では、

シンガポールにおける海中都市の建設について、その必要性と現在の計画につい

ての報告がなされた。  
 カルフォルニア大学サンディエゴ校のチャンドラ・ムケージ（ Chandra 
Mukergi）の発表では、STS におけるインフラ研究を牽引してきた立場からイン

フラと暗黙知との関係について報告がなされた。  
 
2-3-7. 223. 245. STS Perspectives on Parenting  

 「STS からみた養育」と題されたパネルでは、出産や子育てに関する 9 つの発

表がなされた。  
 カルフォルニア大学リバーサイド校のジュリエット・マクマラン（ Juliet 
McMullin）の発表では、子供のけがを防ぐために、家の中に様々な用具を設置

することが良い親としてのあり方になっていることについて報告がなされた。  
 リンコピン大学のリサ・リンデン（Lisa Linden）の発表では、スウェーデンに

おいて子宮頸がんワクチンをめぐってどのような装置を用いて両親と娘の間の

コミュニケーションがとられているのかについて報告がなされた。  
 オタワ大学のマイケル・オルシーニ（Michael Orsini）、ジョージア工科大学の

ジェニファー・シン（Jennifer Singh）、カルフォルニア大学ロサンゼルス校のマ

ーティン・ラップ（Martine Lappe）は、それぞれ自閉症の子を持つ親たちによる

子育てと医学的知識の関係について発表した。  
また、カルフォルニア大学リバーサイド校のチカコ・タケシタ（ Chikako 

Takeshita）の発表では、アメリカにおける帝王切開をめぐる言説について、エク

スター大学のスーザン・ケリー（Susan Kelly）の発表では、成長ホルモン投与療

法について、ケース・ウェスタン・リザーブ大学のミシェル・マクガワン（Michelle 
McGowan）の発表では、出生前診断に関する報告がなされた。  

 
2-3-8.  251. The Metabolic Condition: Metabolism and Epigenetics in 

Contemporary life.  



 「メタボリックコンディション：現代生活におけるメタボリズムとエピジェネ

ティクス」と題されたパネルでは、肥満や代謝に関する 4 つの発表が行われた。 
 デューク大学のハリス・ソロモン（Harris Solomon）の発表では、インドにお

ける異バイパス手術について報告がなされた。また、オックスフォー大学のネイ

ディン・レヴィン（Nadine Levin）は肥満治療における遺伝子診断について、カ

ルフォルニア大学バークレー校のバーラット・ジェイラムは、インドにおける

HIV/AIDS について代謝との観点から報告された。  
 
 なお、今回の 4S に参加したことにより、コペンハーゲン大学のヘンリエッタ・

ラングストラップ（Henriette Langstrup）准教授、南カルフォルニア大学のアン

ドリュー・レイコフ（Andrew Lakoff）准教授、アールボルグ大学のスティン・

アドリアン（Stine Adrian）助教の他、マギル大学のニコール・ネルソン（Nicole 
Nelson）、トロント大学のグラント・ジュン・オオツキ（Grant Jun Otsuki）、リー

ズ大学のクリストファー・ティル（Christopher Till）などと特に親睦を深め、今

後も研究交流を続けていくことを確認することできた。  
 
３．カルフォルニアにおける医療人類学の研究動向 

3-1. バークレーにおける医療人類学の研究動向 

カルフォルニア大学バークレー校の人類学部には、考古学、生物人類学、民俗

学、医療人類学、社会文化人類学の 5 つの部局に分かれており、全部で 43 名の

教員が在籍している。そのうち、医療人類学には、ポール・ラビノー（ Paul 
Rabinow）教授、ナンシー・シェパーヒューズ（Nancy Scheper-Hughes）教授を

はじめとする 8 名の教員が所属しており、今回の調査では、ローレンス・コーエ

ン（Lawrence Cohen）教授にお会いしてお話を伺うことができた。その他に、サ

ンフランシスコ校のヴィンセーン・アダムズ（Vincanne Adams）教授、歴史学部

のアベナ・オセオ（Abena Osseo-Asare）助教にお会いし、お話を伺うことがで

きた。  
ローレンス・コーエン教授は、インドにおける認知症と老衰を扱った優れた民

族誌 No Aging in India を出版されたことで有名な医療人類学者であり、認知症と

老衰に関する医療人類学をリードしている研究者のひとりである。コーエン教授

によると、医療人類学は常に 3 つの、あるいは 3 つの軸をめぐって展開している。

(1) 自然または生理と、非自然すなわち (2) 文化・象徴と (3) 政治経済の三つで

ある。これらを相互に分割したものとしてではなく、いかに絡み合ったものとし

て記述するのかがコーエン教授にとっての医療人類学の課題である 2。そして、

報告者の私見では、コーエン教授の No Aging in India は、それら 3 つをシームレ

スに繋ぎ合せることに成功した初期の医療民族誌のひとつである。コーエン教授

は、その後、インドにおける同性愛と近代の問題や、ドキュメントから生体認証

                                                   
2 コーエン教授は、このような発想に関する洞察をポール・ラビノー、ブルーノ・

ラトゥール、ダナ・ハラウェイから得たという。  



への移行に関する研究を進められているということである。  
ヴィンセーン・アダムス教授は、カルフォルニア大学サンフランシスコ校医学

部で教鞭をとっている医療人類学者である。バークレー校の人類学部の医療人類

学とサンフランシスコ校の医学部の医療人類学は共同で運営をしており、アダム

ス教授は本年度はバークレー校でも教鞭をとっておられるということだった。ア

ダムス教授によると、近年のアメリカの医学部ではグローバル・ヘルス（Global 
Health）という分野に対する関心が高まっており、これは部分的にビルゲイツ財

団からの資金提供と関係しているという。このグローバル・ヘルスは日本では国

際保健と訳されることが多いが、それがかつての国際保健（ International Health）
とどの程度同じでどの程度違うのかについては議論が継続しており、近年のアメ

リカにおける医療人類学の重要なトピックのひとつとなっているという 3。  
 歴史学部に所属しているアベナ・オセオ助教は、ガーナ出身の父を持つアメリ

カ育ちの科学史家でいかに薬剤が開発されていったのかに関する本を 2013 年に

上梓されている。現在は、ガーナの核エネルギーに関する歴史研究を行っている

とのことで、ガーナにおける科学技術の進展・普及に関する研究について交流を

行っていくことを確認することができた。  
 また、今回は立ち話程度しかできなかったが、バークレー校の医療人類学のコ

リ・ヘイデン（Cori Heyden）准教授ともお会いし、今後、交流を行っていくこ

とを確認した。  
 
3-2. サンディエゴにおける医療人類学の研究動向 

 カルフォルニア大学サンディエゴ校の人類学部は、人類学的考古学、生物人類

学、社会文化人類学、心理人類学、言語人類学の五つの部局に別れており、全部

で 19 名の教員が在籍している。このうち、医療人類学を専攻されているのは、

トマス・ショルダス教授とジャニス・ジェンキンス教授の二人で、どちらも心理

人類学に所属している。このうち、ジェンキンス教授は、調査者が関心を持って

いる薬剤の人類学に関する論文集を編集されていることもあり、ぜひともお会い

したいと何度もメールを送ったのだが長期の調査に行かれていたこともあって

返事をいただけずお会いすることはできなかった。  
 そのため当初の予定を変更し、当校の大学院生であり、ボリビアとチリの国境

地帯における結核対策について調査を行っているポーラ・サラビア（ Paula 
Saravia）とお会いし、お話を伺った。  
 サラビアは現在、博士論文を執筆中であるが、チリとボリビアの国境地帯にお

いてアイマラ（Aymara）の人々の結核について調査を行っている。結核は、そ

の治療が長期に渡ることやその間、定期的に抗生物質の服薬が必要となる。しか

                                                   
3 アダムス教授は、グローバル・ヘルスに関する業績として、Reimagining Global 

Health: An Introduction. Paul Farmer, Arthur Kleinman, Jim Yong Kim, 

Matthew Basilico(eds.) と When People Come First: Critical Studies in Global 

Health.Joao Biehl and Adriana Petryna (eds.)の二冊を挙げていた。なお、後者に

はアダムス教授自身も寄稿している。  



し、アイマラの人々の暮らす地域には道路の整備が遅れていることや国境超えた

移動といった問題があるという。特に後者の問題は、結核治療との関連で極めて

興味深い事例を提供するものである。私自身もガーナの結核対策についての研究

を進めていることもあり、サラビアとは、今後、国際学会等のパネルを共同で組

織していくなど研究交流を進めていくことを確認した。  
 また、4S に参加したことにより、メキシコの生殖医療について調査をされて

おり、サンディエゴ州立大学で講師もされているポスドクのララ・ブラフ（Lara 
Braff）や、人類学部に所属しているわけではないものの、社会学部の博士課程

に所属し、医療に関する科学技術研究を行っているカテリーン・ケニー

（Katherine Kenny）、科学技術研究を専攻されているコミュニケーション学部の

ケリー・ゲイツ（Kelly Gates）准教授からも、科学技術研究と人類学の関係につ

いてお話を伺うことができた。  
 
なお、カルフォルニアにおける医療人類学の研究動向を調査するに当たっては、

コペンハーゲン情報技術大学のキャスパー・イェンセン（Casper Jensen）准教授、

カルフォルニア大学アーバイン校のメイ・ツァン（Mei Zhan）教授、大阪大学の

モハーチ・ゲルゲイ（Mohacsi Gergely）氏に研究者を紹介していただいた。  
 
４．サンディエゴとバークレーにおける博物館について 

 今回の調査においては、時間を見つけて、現地の博物館を視察することもでき

た。以下、その概要について報告する。  
 

4-1. サンディエゴにおける人類学関連の博物館の概況 

 サンディエゴの中心地にあるバルボア公園には、15 の博物館・美術館が存在

している。  
ひときわ高い尖塔が公園のシンボルともなっているサンディエゴ人類学博物

館（San Diego Museum of Man）では、通過儀礼、ビール学（BEERology）、マヤ、

エジプト、人類進化の５つの常設展示と拷問についての１つの特別展示が行われ

ていた。  
 通過儀礼の展示では、生まれてから死ぬまでの人生の節目に使われる衣服や道

具を中心に 60 点ほどの資料が展示されていた。その中には、職業訓練の認定証

などが含まれていたり、カミングアウトを地位の変更に関する通過儀礼として扱

うなど、現代アメリカの通過儀礼と世界各地のそれを比較するような形で展示が

されていた。  
エジプトの展示では、ミイラと棺桶の展示が行われており、この博物館のめだ

まのひとつとなっている。また、マヤに関する展示では巨大の石碑が展示され、

その横に詳しい解説のボードが置かれるというスタイルを取っていた。ビール学

の展示では、世界各地のビールに関する道具の展示が行われていた。人類進化に

関する展示では、類人猿から現生人類に至るまでの歴史を骨格標本などを展示し

ながら分かりやく辿れるようになっており、教育的な側面に力を入れているよう



だった。拷問に対する特別展では、主にヨーロッパで用いられた拷問道具やその

レプリカがそれを使用された時の絵とともに展示されており、痛みを喚起するよ

うな内容になっていた。  
全体としては、考古学や生物人類学に偏った展示がされており、文化人類学的

な展示である通過儀礼の展示も結婚や成人といったトピックごとに散発的な展

示がされているという印象が強い。  
 バルボア公園の中では、他にもサンディエゴ美術館（The San Diego Museum of 
Art）において東アジアと東南アジアの美術品に関する展示が行われており、そ

こでは人類学博物館にはない地域に的を絞った展示が行われている。また、民芸

国際美術館（Mingei International Museum）では、椅子やメタルワークを中心に

民芸品が美術品として展示されている。これらのことから、サンディエゴ人類学

博物館は、単体としてではなく他の美術館との連携の中で文化についての展示が

なされていると考えられる。  
 なお、サンディエゴのオールド・タウンには、カサ・デル・レイ・モロアフリ

カ博物館（Casa del Rey Moro African Museum）という博物館があり、当地におい

てほぼ唯一アフリカについて知れる施設となっているとのことだったので訪問

してみたが、実体は単なるアフリカ土産物店に過ぎなかった。  
 
4-2. バークレー及びサンフランシスコにおける人類学関連の博物館の概況 

 カルフォルニア大学バークレー校の人類学部には、かつてローウィ人類学博物

館と呼ばれていた A. ハースト人類学博物館（A. Hearst Museum of Anthropology）
が存在しているが、今回の滞在中は展示の見直しのために閉鎖されていて内部を

観ることはできなかった。  
 サンフランシスコにあるアフリカディアスポラ博物館（Museum of African 
Diaspora）では、アフリカからの人類の移動をテーマに、装飾品に関する展示と

奴隷貿易に関する二つの常設展が行われていた。装飾品に関する展示は、映像を

用いたもので、世界中の様々な地域の装飾品とそれとよく似たアフリカの装飾品

を交互に見せながら、アフリカと他の地域とのつながりを喚起させるものとなっ

ていた。また、奴隷貿易に関する展示は基本的に体験談の読み聞かせの形式をと

っていた。どちらも、具体的なモノの展示というよりは、映像や音声といった複

製技術を用いての展示となっている点に特徴があると言える。また、今回の訪問

時には、ナイジェリア出身の写真家オカイ・オジェイケレ（Okhai Ojeikere）の

企画展が行われており、1960 年代以降のナイジェリアの人々のポートレイトが

多数展示されていた。  
 
総括と展望 

 まず、今回の調査によって明らかになったこととして、科学技術論と人類学の

方法と対象には類似性があることが挙げられる。今後、グローバル化に伴うモノ

と人の移動の活性化に伴い、科学技術の世界大の普及がますます進むことが想定

されることから、今後、より密接な研究交流が行われていく可能性があると考え



られる。その際、人類学が科学技術論とどのように連携していくのか、また、人

類学の強みである民族誌やフィールドワークといった方法が科学技術論のそれ

とどのような差異があるのかについて、積極的に発信していく必要があると思わ

れる。  
 次に、印象的だったこととして、4S において、科学技術に関するポストコロ

ニアル研究が盛んに行われていたことがある。近年の日本の人類学では、ポスト

コロニアルを前面に押し立てた研究が一時期に比べて減少しており、それと入れ

替わる形でエージェンシー論や ANT といった科学技術論の影響を受けた研究が

盛んになってきている。しかし、その科学技術論において、ポストコロニアル研

究が盛んに行われているということは、今後の人類学の理論的な展開を考える上

で、重要な示唆を含んでいるように思われる。今回の調査では、医療関連のパネ

ルに的を絞っていたこともあり、科学技術研究におけるポストコロニアリズムの

動向については充分に把握することができなかったが、ANT を中心に据える北

欧系の研究者たちはポストコロニアル系の発表に違和感を持っていると述べて

おり、STS とポストコロニアル研究の関係について、今後も調査を続ける必要が

ある。  
最後に、4S においては医療についての社会科学研究がきわめて広範に行われ

ており、特に欧米の医療人類学にとって、科学技術論との連携が必要不可欠にな

っていることが改めて確認できた。中でも、生殖医療や遺伝子医療に焦点を当て

て、その受容のされ方や人間の生活に与える影響に関する研究が多く行われてい

る。同時に、遺伝子研究とその医療への応用の進展は、アメリカ人類学の出発点

において極めて重要な課題であった人種に対する問いを改めて提起するものと

もなっている。科学技術論と共に、これらの問題に取り組んでいくことは、今後

の医療人類学の重要な課題のひとつとなるだろう。他方で、欧米以外の地域を対

象にする科学技術論の研究は質・量ともにそれほど充実しているとは言い難く、

この分野における人類学の重要性と意義は依然としてまったく失われていない。

とはいえ、それらの地域出身の科学技術論の研究者が現れていることは、今後の

人類学の位置づけを考える上で看過すべきでないだろう。  
このような状況の中で、カルフォルニアの医療人類学では、科学技術論との影

響関係の中で研究が進められている傾向が強くうかがえた。バークレー校のコー

エン教授は、自らの研究をクラインマンやグッドの研究と差異化する中で、ラト

ゥールやハラウェイの影響を強く受けたと述べていたし、生物学的側面と非生物

学的側面の縺れ合いを探求するという姿勢は、科学技術論の動向と一致するもの

である。また、アダムス教授が指摘していたグローバル・ヘルスに対する関心の

高まりにも、科学技術論との関係の影を見ることができる。医学という科学技術

との関係を常に意識せざるを得ない医療人類学にとって、科学技術論との連携は

今後より一層重要になっていくと考えられる。  
（浜田明範）  



○ フランスにおけるラテンアメリカ、とくにアンデスとアマゾン研究の 

動向調査 

 

1. 調査の目的と概要 

本調査の目的は、フランスにおけるラテンアメリカ研究に関連する人類学分野の最新

の研究動向を明らかにすることである。 

以前よりフランスでは、旧植民地国と同様に、ラテンアメリカ諸国の研究が重視され

てきた。そのため、ラテンアメリカ諸国に独自の研究機関がおかれ、現地での調査にと

どまらず、その成果に基づいた学術雑誌や書籍なども盛んに刊行されている。こうした

状況の中で実施されてきたこれまでの研究は、人類学や考古学をはじめとして多くの学

問領域におよび、研究テーマも多岐にわたる。しかし、とくに近年、人類学分野では先

住民社会に対する社会還元を重視した研究、考古学分野ではアンデス文明の中心地であ

るペルーから離れた地域での研究が目立つ傾向にあり、新たな展開を迎えているといえ

る。 

そこで本調査では、現在進行中のラテンアメリカと関連する人類学または考古学プロ

ジェクトにおいて、どのような展開がみられるのかを把握することに努めた。具体的に

は、①大学や博物館といった研究機関に所属する研究者へのインタビュー、②大学や共

同研究を中心に催される研究会やゼミへの参加およびその関係者への聞き取り調査、③

博物館におけるラテンアメリカ展示の特徴の抽出と、それをめぐる研究者のコメントの

総括である。 

なお、今回、インタビューの対象としたのは、研究者および博士課程と修士課程の学

生である。調査期間は、2014年 2月 25日から 3月 9日までの 13日間である。 

 以下では、まずフランスにおける人類学的研究の一般的状況について述べる。そして、

つぎに研究機関および共同研究プロジェクトごとに、その研究動向を記述していく。 

 

2. フランスにおける人類学的研究の一般的状況 

 財政難のあおりをうけて、人類学および考古学をはじめとした人文社会科学がおかれ

た状況は非常に厳しく、研究資金や研究ポストは限定的である。また、科研費に相当す

るフランス国立研究機構（L'Agence Nationale de la Recherche）による研究助成も年々縮

小している。当然、修士課程や博士課程の学生を対象とした研究助成も厳しい状況にあ

る。 

 こうした状況のなかで、現在では、調査や研究を学術的に進めていくだけではなく、

むしろ調査対象地やフランスへの社会還元といった実践的側面が強く求められている。

そのため、各自の調査対象地では出版や講演など研究成果の公開が期待され、積極的に

実施される。また、フランス国内においても、ケ・ブランリー美術館（Musée du Quai 
Branly）、ラテンアメリカ研究センター（Maison d'Amérique Latine）、フランス・アンデ

ス研究機関（Instituto Francés de Estudios Andinos）やリマ・フランス協会（Alliance Francaise, 
Lima）などにおいて、一般向けの講演や、文化紹介、観光プロモーションなどが広く催

されている。さらに、近年ではアマゾンの環境開発や幻覚剤利用などに、一般の人々の

関心が向けられていることもあり、ラテンアメリカ研究センターやアマゾン研究者であ



るナンシー・オチョアが代表を務める LUPUNA（ペルー領アマゾンの伝統社会をプロ

モーションする文化協会）などが、映画上映などを盛んにおこなっている。 

 学術的な面に言及すると、フランスでは様々な共同研究プロジェクト（Unité Mixte de 
Recherche:UMR）が存在する。これらは、以前より機関横断的ではあったが、現在では

それに加えてより学際的な研究が目立つようになり、関連諸分野の研究者が共同で調査

や研究に従事している。今回、聞き取り調査をおこなった研究者らによると、近年の中

心的テーマは、ジェンダー、疾病、生物多様性から、文化遺産、環境変化、移民（移動）

へと推移してきているという。 

 

3. 研究機関および共同研究の動向 

3-1. パリ西部ナンテール・ラ・デファンス大学:Universidad Paris Ouest Nanterre  

La Défense（旧パリ第 10大学。以下ナンテール大学） 

●考古学・民族学研究所（Maison d’Arquéologie et d’Ethnologie, René-Ginouvès：以下MAE） 
http://www.mae.u-paris10.fr/la-mae/ 

MAE は、フランス国立科学研究センター（Centre National de la Recherche Scientifique：
以下 CNRS）とパリ第 1 パンテオン・ソルボンヌ大学（以下パリ第一大学）、ナンテー

ル大学による共同研究機関である。ここでは、考古学、先史時代および初期歴史時代の

研究、民族学と比較社会学、民族音楽学、古代と中世史、古典文学などといった人文社

会科学の諸分野の研究がおこなわれている。そして、約 300 人の研究スタッフ、約 90

人の専門的技術スタッフ、約 500人の博士課程の学生が所属している。 

同機関には、以下の 5つの研究室が存在する。それぞれが独立した共同調査プロジェ

クトではあるが、各研究室同士の連携は非常によく、研究室をまたがる調査、研究も存

在する。また、各研究室主催の研究会への参加は自由で、様々な研究会を合同で実施す

ることもあり、研究者や学生が研究室間を自由に行き来している。 

 ①考古学と古代科学：Archéologies et Sciences de l’Antiquité, 以下 ArScAn (UMR7041)  
 ②民族学と比較社会学：Laboratoire d’ethnologie et de Sociologie Comparative, 以下 Lesc 
(UMR7186) 
 ③アメリカにおける考古学：Archéologie des Amériques, 以下 Archam (UMR8096) 
 ④先史社会と技術：Préhistoire & Technologie (UMR7055) 
 ⑤定住社会から初期国家にいたる歴史過程：Trajectoires (UMR 8215) 
 今回、集中的に調査したのは、このうちの②と③の研究室である。 

 

3-1-1.  Lesc (UMR7186)  http://www.mae.u-paris10.fr/lesc/spip.php?rubrique13 
 CNRS とナンテール大学による共同調査研究室で、1967 年に設立された。現在の形は、

ネイティブアメリカンに関する民族学の教育研究センター（Centre de Enseignement et 
Recherche en Ethnologie Amérindienne：以下 EREA）、民族音楽学研究センター（Le Centre 
de Recherche en Rthnomusicologie：CREM）、およびマヤに関する教育研究グループ(Le 
Groupe d’enseignement et de Recherche Maya：GERM)から構成され、先史から現在に至る

諸社会を対象とした学際的研究をおこなっている。常勤研究者は 76 人、連携研究者は

4 人、PD は 16 人、博士課程在籍者は 110 人である。また、定期的に様々なセミナーが



催され、平均して週一回以上はなんらかの研究会がある。基本的に参加は全てオープン

である。さらに、同機関の研究者らは、フランスの諸大学や研究機関だけでなく、調査

地の教育機関でも教鞭をとることで、調査成果の社会還元を目指している。 
本調査では、そのうちの EREA についての聞き取りを集中的に実施した。EREA は、

アンデス、アマゾン、メソアメリカを研究領域とし、人類学、民族学、考古学、言語学、

歴史学、地理学といった関連諸分野の研究者から構成される学際的研究センターである。

センターの人員は、LESC のメンバー13 人と連携研究者 16 名、PD 研究者 7 名と PD5
名、博士課程の学生の 8 名からなる。 
現在の主要な研究テーマは以下のとおりである。 

①エージェンシーと人間/非人間の関係性（agency and human/non-human relationships） 
②歴史性と社会的記憶の時間的概念とレジーム 
（conceptions of temporality and regimes of historicity and social memory） 
③ローカルノレッジと遺産化の諸問題（local knowledge and patrimonialization issues） 
④イメージやオブジェクトのステータス：個の表象 
（the status of images and objects; representations of the individual） 
⑤空間、権力の中心、領土的再構造化（space, power centers, territorial restructuring） 
⑥先住民権益およびアイデンティティの主張にもとづくポリティクスと運動の生成：民

族間関係（the production of politics, movements based on native claims and identity claims; 
inter-ethnic relations） 
⑦宗教の再構築（the reconstitutions of the religious） 
⑧儀礼のダイナミズム（the dynamics of rituals） 
⑨親族の実態への理論的アプローチ（theoretical approaches to the facts of kinship） 
⑩アメリカ先住民言語の構文、意味論および語用論 
（the syntax, semantics and pragmatics of American Indian languages） 
⑪アメリカ研究の構築と変化 
（the construction of , and changes in, the field of American studies） 
今回の滞在では、EREA の長でブラジル（カシナワ）研究者のパトリック・デサイー

（Patrick Deshayes）をはじめとした諸研究者の好意により、博士課程以上の学生が研究

発表をおこなうゼミに参加した。今回の発表内容は、ブラジル先住民を対象とした映像

あるいはパフォーマンスの人類学研究で、発表後は各研究者から様々な質問が投げかけ

られた。こうしたゼミは定期的に開催され、博士論文の推敲が図られる。 
 また EREA は、「アメリカ人類学（Séminaire d’anthropologie américaniste）」、「エージェ

ンシー（Séminaire « Agentivité）」、「イメージとラテンアメリカ Séminaire « L’Amérique 
latine par l’image et pour l’image »）」といった 3 つのセミナーを主催しており、本調査で

は、アメリカ人類学セミナーに参加した。 
アメリカ人類学セミナーは、EREA、アメリカ世界研究センター（Le Centre de recherche 

sur les mondes américains：CERMA, MONDAM, UMR 8168）、および社会人類学研究室（Le 
Laboratoire d’anthropologie sociale：LAS, UMR 7130) によって組織されるセミナーで、基

本的に月に一度、パリにあるいずれかの研究機関で開催される。在フランスのアメリカ

研究者が一堂に集う機会であり、その対象も先史から現代までと幅広い。会への参加人



数は毎回 15～40 名ほどで、現在の代表者は、CNRS と LESC の研究者ボニー・ショメ

イユ（Bonnie Chaumeil）とイザベル・ダイラン（Isabelle Daillant）である。前者は、ア

マゾンで長期的なフィールドワークをおこない、先住民社会（ヤグア）の親族構造やケ・

ブランリー美術館によるマルチメディアプログラムに従事してきた。また後者は、ボリ

ビア先住民社会（チマネ―モステネ）の社会構造などを調査してきた人物である。 
 参加当日の出席者は 17 名で、会は 2 時間程度で終了した。社会科学高等研究院（École 
des Hautes Études en Sciences Sociales）のクラウス・アンベルジ（Klaus Hamberger）によ

り「平原と北西海岸の先住民との比較からみる儀礼における一考察（Perspectives rituelles 
dans les Plaines et sur la Côte Nord-Ouest）」と題した発表がおこなわれ、その後は出席者

から様々な意見やコメントが寄せられた。発表は、フィールドデータに依拠しつつ、先

住民社会間を比較することで、その儀礼構造を理解するという内容であった。理論面を

強く打ち出したものではないが、学生のうちはフィールドデータにもとづく着実な研究

が奨励される傾向があり、その後、次第に比較の視座などが好んで用いられるようであ

る。 
 EREA での調査を通じて、既述の研究者だけでなく、フランスにおけるアマゾン研究

の第一人者であるジャン＝ピエール・ショメイユ（Jean-Pierre Chaumeil）、ボリビアで先

住民(Leco)のアイデンティティなどに関する研究をおこなうフランシス・フェリエ

（Francis Ferrié）、ペルーおよびエクアドルのアマゾンの先住民と開発、文化遺産につい

ての研究者であるアンヌ＝ガエル・ビルー（Anne-Gaël Bilhaut）、さらにはボリビア先住

民（Yuqui）の社会構造や歴史などについて研究するダヴィ・ジャバン（David Jabin）
などと、交流を深めることができた。 
 
3-1-2.  Archam (UMR8096)  http://www.mae.u-paris10.fr/archam/ 
 Archam は、世界の考古学を対象とする ArScAn から離れ、メソアメリカ、カリブ、

アンデスおよびアマゾン社会を対象とする研究室として、CNRS の人文社会科学研究所

（Institut des Sciences Humaines et Sociales：INSHS）および生態環境研究所（Institut de 
l’écologie et de l’environnement：INEE）、パリ第一大学の美術史と考古学コース（Histoire 
de l'art et Archéologie：UFR03）を中心に、2000 年に設立された。また、調査、研究を円

滑に進めるため、ケ・ブランリー美術館や外務省、メキシコと中央アメリカ研究センタ

ー（CEMCA）、IFEA、文化通信省（MCC-DRAC Guyane et Martinique）などとも協力関

係にある。組織は、常勤研究者 19 名、非常勤研究者 1 名、PD 研究者 10 名、連携研究

者 30 名、博士課程の学生 30 名からなる。さらに、Archam は、ヨーロッパの研究機関

における考古学ネットワークに属し、先コロンブス期の考古学と芸術に関するヨーロッ

パ修士（Master Europé en archéologie et art précolombiens：MEARAP）でもあるため、所

属学生らは、スペイン、イギリス、ドイツといった連携諸大学の講義に参加可能である。 
この Archam には、社会・政治・宗教的組織の再構築や技術経済システムの把握、生

態環境と社会動態との関係などといった多岐にわたる研究が様々な地域を対象におこ

なわれているが、そのなかでも全体を貫く主研究テーマとして掲げられるのは以下の 5
つである。 
 ①極限環境への適応（Adaptations to “extreme” environments） 



 ②セトルメント・パターンと社会政治組織 
（Settlement patterns and socio-political organization） 

 ③技術経済システム（Technological and economic systems） 
 ④埋葬と儀礼実践の考古学（mortuary and ritual practices archarology） 
 ⑤アメリカにおける危機の考古学（The aracheology of crises in the Americas） 
 そのため 2013 年 12 月には、アンデスで動物考古学および環境と人間や動物との関係

を研究するニコラス・グップフェルト（Nicolas Goepfert）により、「領土的な危機とダ

イナミクス：アンデスにおける移動、境界、支配（Crises & Dynamiques: Mobilités, frontières 
& occupations dans les Andes）」と題した一般向けの学際的シンポジウムも開催された。 
本調査では、研究室長かつメソアメリカ考古学者で埋葬や生贄の実践をテーマに掲げ

るグレゴリー・ペレイラ（Grégory Pereira）の協力によって、修士課程以上の学生を対

象とした「葬送の考古学セミナー（Séminaire Archéologie funéraire）」に参加した。この

セミナーはほぼ一月ごとに開催され、フランス在住の考古学者、形質人類学者と文化/
社会人類学者を中心とした講演がおこなわれている。なお、参加した当日のテーマは、

「埋葬の多様な運命（Destins multiples des restes）」で、出席者は 29 名であった。 
 セミナーでは、まずエステラ・ワイス＝クレッジ（Estella Weiss-Krejci。ウィーン大学）

が、「死はただのはじまりにすぎない：死者の肉体の埋葬後の運命に関する通文化的比

較（Death is only the beginning: the postfuneral fates of dead bodies in cross-cultural 
perspective）」と題した講演をおこなった。次に、グレゴリー・ペレイラが、自らの調査

データなどを用いて、「メソアメリカの供犠のコンテクストにおける埋葬処理について

の差異（Traitement différentiels des restes en contexte sacrificiel en Mésoamérique）」を論じ

た。そして最後に、ジャン＝ピエール・ショメイユは、「記憶と忘却の間。アマゾンに

おける埋葬処理と多様な運命（Entre mémoire et oubli. Traitements et destins multiples des 
restes humains en Amazonie）」を、アマゾンの様々なデータを用いて論じた。各発表とも

に、ポストプロセスまたはコンテクスト考古学と称される流れに位置し、個別性や歴史

性に主眼をおき、解釈学的あるいは認知の側面を強く意識したもので、非常に興味深い

発表であった。各講演後には質疑応答の時間が十分にとられており、最終的には学生よ

りも常勤研究者からの批評やコメントが増すため、学生には大きな刺激となることが考

えられる。 
 残念ながら、現在 Archam 常勤のアンデス研究者は、先述のニコラス・グップフェル

トと、アンデス南部高地で交換システムの民族考古学調査や国家と称される先史社会の

考古学的研究をおこなうパトリス・ルコック（Patrice Lecoq）の 2 人だけである。その

ほか、アマゾン研究者が 1 人いるものの、スタッフの大半はメソアメリカ研究者である。

この背景には、アンデス研究者の定年退官後に財政難などで公募がなかったことがあり、

アンデス研究は非常に手薄といえる。こういう状況もあってか、学生の研究対象もメソ

アメリカが中心である。なお、常勤スタッフには、講義の義務が課せられていない場合

も多いが、ほとんどの研究者がフランスの諸大学で講義を実施し、教育普及に努めてい

る。 
 筆者は、Archam で上記の研究者のなかでもとくにニコラス・グップフェルトから、

多大な協力をえて本調査を進めた。そして、今年または来年にも互いの調査地を訪問し、



意見交換をおこなうだけでなく、筆者の調査資料の分析などを皮切りに共同研究をおこ

なっていくことも話し合った。さらに、連携研究員でアンデスの戦争を研究するビンセ

ント・チャムシー（Vincent Chamussy）とも交流を深めた。 
 
3-2. パリ第 1大学（Univesidad de Paris 1, Panthéon-Sorbonne） 

                 http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03/ 
美術史と考古学コース（Histoire de l'art et Archéologie：UFR03）に上述のパトリス・

ルコックが所属しており、現在、Archam やケ・ブランリー美術館と共同調査をしてい

る。 
彼を除いてアンデス先史研究者が存在しないにもかかわらず、博士課程には 2 名、修

士課程には 6 名の学生を抱え、「先コロンブス期アメリカの考古学（Archéologie de 
l'Amérique précolombienne）」と題するゼミを開いているが、1 人ではカバーできない部

分もある。こうした状況を打破するために、Archam に在籍する各研究者が、それぞれ

の専門を活かして講義を手伝うことも多い。また、ヨーロッパの研究機関のネットワー

クを利用して、学生たちは様々な大学で受講することできるなど、流動的な活動が可能

である。 
 筆者は、パトリス・ルコックの協力により、彼のゼミに出席し、これまでの研究成果

と今後の展望に関する発表をおこなった。また、パトリス・ルコックをはじめ、修士や

博士課程に在籍する学生各自の研究発表を聞き、互いの研究に対する意見交換だけでな

く、今後の研究方針を精緻化することができた。さらに、フランスでアンデス研究者が

不足している現状を鑑み、学生たちのフィールドワークに際して協力体制をとっていく

ことも相談された。学生らの研究の特徴には、日本と比べて古い時期の研究があまりな

いことがあげられる。また、動物骨や土器、金属などのように資料の分析を中心にすえ

た研究テーマをもつ学生が多く、自ら発掘調査を実施しなくても他の研究調査に加わり、

そのデータがシェアできれば、論文執筆へとつながる方針がとられていることもその特

徴の一つである。 
 

3-3. 社会科学高等研究院（École des Hautes Études en Sciences Sociales：以下 EHESS） 

 人類学、考古学、歴史学、社会学といった社会科学に関わる諸分野の研究と研究者養

成を目的とし、47 の調査センターと 37 の共同研究プロジェクトを抱える組織である。 
 
3-3-1. 先史南アメリカ研究センター（Centre de Recherche Sur l’Amérique 

Préhispanique: 以下 CeRAP） http://cerap.ehess.fr/index.php?220 
 EHESS とパリ・ソルボンヌ（パリ第 4）大学［Université Paris- Sorbonne（Paris IV）：

以下パリ第 4 大学］との共同で、先史アメリカ社会の研究を目的に、2000 年に設立さ

れた研究センターである。常勤と連携研究員をあわせた 14 名の研究者と 14 名の博士課

程の学生（そのうちの 4 名がアンデス研究）が在籍しており、これ以外にも必要に応じ

て客員教授が招聘される。また、調査や研究、あるいは交換留学制度を含む研究者の育

成を円滑に実施するために、メキシコ国立人類学歴史研究所（Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México）やメキシコ国立自治大学美学研究所（Instituto de 



Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México）、ペルーカトリカ

大学（Pontificia Universidad Católica del Perú）、メキシコ国立歴史人類学院（Escuela 
Nacional de Antropología e Historia）と学術協定を結んでいる。現在は、ペルーとメキシ

コで一つずつのプロジェクトが進行しているが、これに参加する以外にも、学生らは協

定先の考古学調査に参加することもできる。さらに、CeRAP の学生は、博士論文を二

機関から提出し、両機関で博士の学位をえることが可能であるという。 
 本調査では常勤研究者で、ペルー南海岸で建築や埋葬、図像表現などから先史社会に

おける宗教や経済、あるいは社会的政治的活動、それらと環境との関係を中心に、考古

学調査を続けるアイシャ・バシール・バシャ（Aïcha Bachir Bacha）にインタビューをお

こなった。現在、彼女は調査とその成果を出版するため、講義をもっていないが、基本

的には CeRAP あるいはパリ第 4 大学で、自らの最新の調査成果や課題にもとづく講義

やゼミをおこなう必要がある。調査、研究と教育をうまく連動させた形式であると考え

られる。なお、パリ第 4 大学にはラテンアメリカ諸国から来た 5 人の留学生を含む 10
人の博士課程の学生がおり、一緒にフィールド調査をおこなっているが、パリ第 1 大学

や CNRS との連携はとくにない。彼女によれば、CeRAP と大学での教育の差異は、大

学教育では考古データそのものを重点的に分析し、CeRAP ではそれをふまえた発展的

研究をすることにある。成果の社会還元については、調査期間の終盤に常に調査地で現

地説明会や講演会を実施し、フランスやペルーなどでもシンポジウムをおこなっている。

また、発掘時にはペルーの大学で考古学を専攻する学生を毎年 10 人程度受け入れ、教

育普及に努めている。 
 

3-3-2. 文化遺産のファクトリー：アメリカ先住民社会における記憶とポリティクス 

（La Fabrique des “Patrimonio”: Mémoires, Savoires et Politique en Amérique Indienne 
Aujourd’hui：以下 Fabriq’Am）   http://fabriqam.hypotheses.org/ 

ラテンアメリカにおける「遺産化（Patrimonialization）」を中心的テーマに、37 名の人

類学者によって 2012 年に結成された共同研究である。現在、遺産化は、多文化主義が

重要な役割を演じるラテンアメリカ諸国のなかで、社会的政治的景観を視覚化し、認識

するための主要手段となっている（例：鉱山などの開発プロジェクトと先住民共同体と

の関係や開発を契機とした共同体の政治的活動など）。その際に重要なことは、遺産化

の多様な過程を理解することであるが、プロジェクトに関わる人類学者は、長期的フィ

ールドワークの経験を有している。そのため、ローカルな事例や現象だけでなく、グロ

ーバル化や遺産化と関連するさまざまな問題を同時に議論することが可能である。この

比較研究プロジェクトの目的は、単に多様なデータの類似性や差異から遺産化の過程を

類型化するだけではない。むしろ、文化遺産と関わる意味や言説が築かれる過程などを

比較し、個人や集団の戦略や政治性を明確にすることにある。そして、遺産化を介して、

先住民社会がいかに現代社会や異なる知識、歴史性に対応したのか、ラテンアメリカで

多文化主義的状況がいつ生じ、どのように展開したのかを明らかにすることも目的の一

つである。 
 こうした多様な遺産化のプロセスを理解するためのキーワードが以下の 3 点で、各研

究者はこれらを念頭におきつつ、調査や研究を進めている。 



 ①時的/時間スケールの問題、歴史性と知識 
（temporality/ time-scale issues, historicity and knowledge.） 
 ②遺産の「創出」：その社会的構築と政治的使用 
（the “making” of heritage, its social construction and political uses） 
 ③遺産の論理と国際または国家遺産 
（Heritage logics and international or national heritage devices） 
同プロジェクトでは月に一度、研究会（Taller de Fabriq´Am）が開催される。今回は、

研究代表者であり、メキシコ先住民集落を対象に伝統舞踊とカトリック教会との関係や、

若者を中心としてはじまった手工業生産などを研究するアナッ・アリエル・ド・ヴィダ

（Anath Ariel de Vida）を中心に、インタビューをおこなった。また、既述のイザベル・

ダイランとアンヌ＝ガエル・ビルーからは、多くの協力をえた。なお、このプロジェク

ト内では、イザベル・ダイランはボリビア先住民社会における神話と歴史の対比を、ア

ンヌ＝ガエル・ビルーは、ペルーとエクアドル先住民社会における博物館建設をめぐる

諸問題、およびケ・ブランリー美術館収蔵資料の遺産化などを研究テーマとしている。 
同プロジェクトの特徴は、流行中の文化遺産をめぐる実践的研究であることと、これま

で長年調査を続けてきたローカルな社会（先住民社会）のあり方が、グローバル化が進

むなかでどのように変化するのかを、文化遺産を介して理解し、その成果を結晶化する

ところにある。最終的には、研究成果をシンポジウムや出版の形で社会に還元していく

ことを目指しており、そのための研究協力などについても話し合った。 
 
3-4. 国立自然史博物館（Muséum National d'Histoire Naturelle。以下 MNHN） 

3-4-1. ローカルヘリテージ（Patrimones Locaux：以下 PALOC） http://www.paloc.ird.fr/ 
2009 年に設立された、開発研究院（Institut de Recherche pour la Dévelpment。以下 IRD）

と MNHN を軸とする人類学や地質学、地理学、博物館学、考古学などの諸分野からな

る共同研究で、40 名の研究者、49 名の連携研究者と 29 名の博士課程の学生によって構

成される。その目的は、持続可能な開発と生物多様性の保全をもたらす、自然、文化、

領土に関わる遺産を築き、促進していくことであり、以下の 4 点に集約される。 
①物多様性と文化遺産の構成要素の同定 

 ②社会変化とローカルな（自然、社会）環境、および両者の関係のダイナミクスの分

析 
 ③規制の効果とその社会的受容（エコツーリズムやローカルな生産活動）に関する評  

価 
 ④生態および社会システムの持続可能性に関する指針の精緻化への貢献 
 上記の目的の達成には、ローカルノレッジと生物多様性の持続的利用や保全との関係

をさぐり、生態、政治、社会、経済といった諸側面の通時的変化を考察するとともに、

社会的空間的ダイナミズムを研究し、遺産を継承する際に鍵となる博物館の分析や評価

をおこなうことが必要となるため、この共同研究は高度に学際的な研究となっている。

また、同プロジェクトには研究対象の通時的変化をとらえるために、6 名の考古学者が

加わっている。そのうちの一人が近年エクアドルで活発な調査を続ける IRD 所属のフ

ランシスコ・バルデス（Francisco Valdez）である。近年ペルーよりもエクアドルで考古



学調査やシンポジウムが多い背景には、同プロジェクトとその成果公開が関連している

と考えられる。 
 今回の調査では、食物（摂取）とその遺産化、食物（摂取）に関わる儀礼や遺産と子

供の関係などを研究テーマとし、ラテンアメリカの広範囲で調査をおこなう二人の人類

学者チャールズ＝エドワルド・ド・シュルマン（Charles-Edouard De Suremain）とエス

ター・カッツ（Esther Katz）にインタビューをおこなった。彼らによれば、このプロジ

ェクトの特徴は、現在フランスで増加傾向にある遺産をテーマとした研究の先駆的かつ

学際的研究ということにある。また、単に各調査地で遺産リストを作成するのではなく、

調査地をより深く理解するための切り口として、遺産をとりあげる点も大きな特徴の一

つである。そのため、地域研究を通じて、ユネスコの定める文化遺産の概念を問いなお

すことも同プロジェクトの視野に入っているという。この二人は 2014 年 5 月に日本で

開催される IUAES に参加予定で、その際に民博を訪れるほか、筆者および関連研究者

と互いの研究やシンポジウム、共同研究に関わる議論をおこなう予定である。さらに、

同プロジェクトの代表を務める人文地理学者で生態やサブシステンスに関心をもつド

ミニク・ギヨー（Dominique Guillaud）とも交流を深めることができた。そして、共同

研究やシンポジウムを催すには、テーマを掘り下げ、具体的な研究課題を調整していく

必要があることなども確認された。 
 
3-5. ケ・ブランリー美術館（Museo de Quai Branly） 

豊富な民族資料や考古資料を有する美術館として著名であり、ラテンアメリカ展示の

大半は考古資料から構成される。その展示には賛否両論あることが知られているが、今

回、聞き取り調査をおこなった他機関の人類学者は、ほぼ全員が展示に批判的なコメン

トをしていた。その要点は、アートの展示としてはよいが、各資料が文化的社会的コン

テクストから離れて展示されている。資料に対するキャプションや説明もなく、インス

ピレーションをうけようとする人にはよいが、多文化を知るための場ではない、といっ

たものである。 
なお、アンデスとアマゾンセクションの担当職員であるパス・ニュネス・リゲイロ（Paz 

Nuñez-Rigueiro）は、フィールドワーク中で、インタビューの機会はえられなかった。 
 
4. 総括 

今回の調査を通じて、フランスの研究機関および共同研究プロジェクトは、複数の機

関と有機的に連携しており、人類学をベースとした研究であっても、考古学、歴史学、

地理学、社会学、経済学といった関連諸分野からなる学際的研究を展開していることが

明らかとなった。この背景には、プロジェクトを立案する際に、特定の地域や学問領域

に特化した研究では助成が受けにくく、包括的なテーマをもって研究を実施していく姿

勢が求められていることがあると考えられる。なお、こうした共同研究は、研究ポスト

につけず、研究費をもたないポストドクター研究者への救済措置ともなっている。 
また、調査や研究の社会還元が強く求められていることも特徴の一つである。そのた

め、講演会やシンポジウム、出版などによって成果を公開していくだけでなく、調査対

象社会になんらかの利益をもたらそうと試みる姿勢が鮮明にみられた。 



研究成果の社会還元には、大学教育も含まれているが、大半の機関で最新の調査成果

を学生に還元することがうたわれている。このように研究と教育の有機的関係が成立し

ている一方で、とくにアンデス考古学を専門とする常勤の研究者が、ほとんどいないと

いうのも現状である。これが近年、ペルーの研究が減少している大きな原因の一つであ

ろう。この問題を解決するために、フランスでは研究者および研究機関同士の学術的ネ

ットワークが構築されているが、これはむしろ現実に対処するための苦肉の策でもある。

ただし、学生にとっては、複数の機関を自由に動きながら、研究を進めることができる

という大きなメリットがあることも事実である。 
総じて、共同研究を行う際に、複数の機関に属する研究者が円滑に集うことができる

点は、民博の共同研究との類似点も多い。しかし同時に、学際的な研究体制が構築、推

進され、多くの場面で学際的研究が実践されている点については、今後、民博で共同研

究やシンポジウム、あるいは科研プロジェクトを遂行していく際に、参考となるであろ

う。また、個人的には、本調査を通じて多くのラテンアメリカ研究者と交流を図ること

ができたことが大きな収穫である。各自の研究成果を共有し、将来的には共同研究、シ

ンポジウムや研究会の共同開催を念頭に研究交流を続けていくことが確認された。今後

の調査研究活動に生かしていきたいと考えている。 
 

（山本睦） 



○ オランダおよびIUAES2013におけるマテリアリティに関する人類学的研究の

動向調査 

 

調査の目的と概要 

本調査は、マテリアリティ研究及び関連する人類学分野の最新の動向について、今夏

英国マンチェスター大学で開かれた国際人類学民族科学連合（IUAES）と、オランダの

ライデンとアムステルダムの研究施設や博物館を訪れて明らかにするものである。特に

1980 年代以降、モノやモノと人の関わりに着目する人類学的研究には、新たな理論的

発展がみられ、日本国内でも多くの成果があがっている。本調査では、「マテリアリテ

ィ」をはじめとして「モノと身体」「芸術」「収集と展示」等の関連テーマにおいてどの

ような人類学的展開がみられるのかを考える。 
マンチェスター大学では、8 月 5 日～8 月 10 日の期間中 212 のパネルが組織され、1480

の研究成果が発表された4。筆者はそのうちマテリアリティに関連するパネルを選び、

発表を聞いた。オランダでは、7 月 30 日～8 月 3 日の期間中、ライデン大学、アムステ

ルダムの熱帯博物館（Tropenmuseum）及び、ライデン市にある国立民族学博物館

（Rijksmuseum voor Volkenkunde）を訪れた。 
実際の調査の順番とは前後するが、まず前半で IUAES の動向について分析する。

IUAES の博物館関連のパネルの一つでは博物館における来館者の五感を通した経験が

中心的なトピックとなっていた。本稿の中盤では、オランダの博物館の展示やプログラ

ムにおいて、異文化の物質性がどう表現され、展示資料と来館者との身体的な関わりが

いかに促されているのかについて考察する。また最後にライデン大学博物館における研

究動向を紹介する。 
調査期間：2013 年 7 月 29 日～8 月 10 日 
 

1．IUAES 2013 マンチェスター大学 

2013 年 8 月 5 日から開催された IUAES の 2013 年大会では、materiality や object や
tangibility を主題にしたパネルが複数開催されていた。同時に開催されたものも多く、

全てを聞くことは出来なかったが、ここに全体の傾向について、筆者が抽出したキーワ

ード毎にまとめたい。 
 
■Surface 

マテリアリティに直接関連する最も大規模なパネルが「Surfaces: contesting boundaries 
between materials, mind and body」であった。T. Ingold と、S. Küchler5をコメンテーター

にむかえて行われた。多くの人が Surface という概念をタイトルの中に入れて発表した。

T. インゴルドの Surface をめぐる議論（e.g. Ingold 2007）に触発された若手研究者が多

く含まれるパネルであり、会場は賑わっていた。デザイン、服飾関係者、文学者など必

                                                   
4 大会ホームページ http://www.iuaes2013.org/より 
5 S. Küchler University College London の人類学教授。後述する The Handbook of 

Material Culture.や jounal of material culture の編者の一人。 



ずしも人類学を専門としない者も多く含まれていた。表面性＝浅い、内側＝深い理解と

位置づける古典的な思考を排し、内部と外部を分ける非透過性のものとしてではなく、

モノや環境・心・身体が交わるアクティブな場（存在）として「表面」を考察するとい

う趣旨のものである。 
煙、水といった捉えがたいモノが儀礼において人々の身体内部と世界をつなぐ媒体と

して機能していると指摘する発表、北極の環境調査隊がどのようにして雪の内部や地中

や海底の状況を把握するのかを分析し、雪面や水面といった表面が（何かを隠すのでは

なく、むしろ）人間に多様な情報を与えるのだと指摘する発表、様々な服を着替える事

によって表面を大きく変化させる我々の肉体や、それが感覚する物質世界がいかなるも

のであるかに着目する発表、整然としているはずの都市の中で人々が移動式の屋台を開

き自由に壁や道路に付け加えながら空間を再編成する韓国の市場を分析する発表など

があった。S. Küchler 氏の最後のコメントでは、表面を上から眺めるだけでなく、様々

な角度から眺めること、物体を表面に囲まれた閉じたもの、としてみるのではなくて、

表面の動きを見ることが重要であること、固定的な主－客の関係ではなく、シークエン

スの問題として考えるべきであることなどが指摘された。 
 
■Mobility 

“Mobile objects and transnational crafts”と題されたパネルでは、特に移民・移住に伴う

モノの移動が、モノの意味やアイデンティティや形をどのように変化させるのか（ある

いはさせないのか）という点に着目する発表が集められた。例えば、移民やインターネ

ットを通じて広がるアフロ・アメリカン・カルトの事例では、女神像など儀礼に用いら

れるモノが、移民先のスペインで様々に形を変え、また多様な場面で用いられていると

いう。そして信仰者たちは信仰に必要なモノを購入するために特定の店にやってきてそ

こで同郷（同胞）と出会う。モノのエージェンシーと言っても良いこの働きは、人々の

間で新しい関係性を生んでいるという（ちなみに、日本ほどエージェンシーという言葉

は使われなかったという点も印象的である。） 
このパネルでは、人がモノをもって何かを表象しているのではなく、それを使って世

界を変えようとしているのだということが強調された。新たな土地で生きてゆく人々を

モノが支えたり、モノが新たな関係を生み出したりするという点に着目していた。また

モノそれ自体の移動のほか、インターネットを通じたイメージの移動にも触れられた。

先述のカルトの研究では、神のイコンがインターネット上で多様にコラージュされなが

ら拡散している現状に着目し、それがカルトの空間的な拡がりに与える影響などが指摘

された。 
そのほか、身体の移動性や運動に着目したパネル  “Exploring the moving body: 

movement, materiality and lived experience”も開催された。動くという身体の特質について、

社会生活や文化との関わりから考察するパネルで、身体の動きと関わるモノに着目した

研究もあった。例えばニューヨークの巨大な吊り橋についての研究では、そこを渡る

人々の身体感覚や感情が橋によって大きく触発されることを指摘している。 
なお、マテリアリティに関連するか否かに関わらず、mobility は「移民」や「観光」

のテーマと絡めながら今回様々なパネルで取りあげられていた。学会中には、The 



European Association of Social Anthropologists（EASA）で mobility をテーマとした研究の

情報交換ネットワークを強化することが話し合われた。 
 
■Senses and Museum 

博物館における来館者の五感の経験を主題としたパネル “Experiencing collections: 
display, performance and the senses”が催された。展示されるモノと来館者との身体を介し

た出会いを促す展示がどのように実践されているか、あるいは実践されうるのか、また

その効果はいかなるものであるのかを考えるパネルであった。マルチメディアの利用、

手を触れることのできる展示、においの利用、参加型イベントなどの事例が報告された。 
 Pitt Rivers Museum の事例では、自由に引きだしをあけてガラス越しに展示物をみる

ことができる展示棚がいかに来館者（特に子ども）の興味を引き出したのかが報告され

た。彼らの身体の動きや、それと連動するモノの動きが詳細に報告され、直接は触れら

れない、ラベルが見えないといった「阻害」の部分も含めて、この棚の存在が彼らの展

示物への関わりや理解を促進した指摘された。またウィッチ・クラフトをテーマとした

博物館の事例では、展示方法は概ね静的でありながら、そこで展示されている呪物や儀

礼の道具が（ある者にとっては）「生きている」存在として多様な語りや感情を喚起す

るということが指摘された。この博物館では観る者によって、同じ展示物でも非常に異

なる意味をもつことから、博物館の展示を見るという経験の多様性が議論された。また、

視覚障害者に対する西洋美術展示の試みや、展示物や言葉を介さずに音響や光刺激のデ

ジタル技術などを用いてアマゾンの感覚世界を体感させる、人類学者とアーティストに

よる共同プロジェクトなどの事例も紹介された。パネルの主催者である David Howes か
らは、触覚的な美的感覚を考える重要性や、大人とは異なる子供の感覚を考慮する必要

性も強調された。 
 
2．オランダ調査 

 最後に紹介したパネルの議論を受けて、以下ではまずオランダの博物館を 2 つ紹介し、

展示やプログラムの特徴を、特に展示されるモノと来館者の身体的で感覚的な関わりが

いかに促されているのかという視点から考察する。また、オランダのライデン大学の人

類学の動向について述べ、博物館との連携における近年の傾向についても紹介する。 
 
2-1. 熱帯博物館 Tropenmuseum 

熱帯博物館は、王立熱帯研究所（Koninklijk Instituut voor de Tropen）の元にある博物

館である。KIT は、旧オランダ植民地を中心とする発展途上国についての調査研究、開

発支援、オランダ国内での理解促進を目的とする組織であり、その中の文化の紹介、保

存、交流を目的とした施設として博物館が位置づけられている。 
博物館は、オランダの植民地統治に関する展示が大きな部分を占めるのが特徴的であ

るが、現代までを含めた非西洋世界の文化を展示している。子供を対象とした博物館

Tropenmuseum Junior をその中に併設しており、主に小学生に向けたプログラムを有し

ているのが特徴的である。 
 



■本体のミュージアム（常設展） 
この館では、来館者が身体的なレベルで異文化や歴史の世界を経験するための仕掛け

が随所に見られる。等身大の蝋人形や、その蝋人形が語りかけてくる音声テープを利用

しながら、人間の姿を、質感を伴いながら展示しているのが特徴的である。ビデオ・音

声資料の多用も指摘できる。アニメーションを用いて、キャラクターがキュレーターの

役割をし、展示物についての解説をするビデオコーナー、現地の風景写真とともに環境

音や現地の人々の語りの音声を流し展示物の背景を飾るという演出も多用される。展示

場は、モノだけでなく、それを文脈に位置づけることを目的とした音・動きに溢れてお

り、静かにモノを鑑賞する場ではない。この館では、東オランダ会社の船に使われてい

た椅子に坐る、あるいは遊牧民のゲルの中に入るなど、来館者が身体を使って物質文化

を味わうための仕掛けが随所に見られる。 
 

■子供のミュージアム（企画展 MIX MAX Brazil） 
モノにあふれ、それらと来館者の直接的な関わりが最も顕著なのは、実は子供のミュ

ージアムの方である。1975 年設立のこの博物館では、小さな常設の部分を除き、2 年半

ごとに新しいプログラムに変わる。筆者が来館した際には、MIX MAX Brazil と題され

た、現代ブラジル文化や芸術（リサイクル素材を用いた芸術実践を含む）を中心に紹介

する企画展（プログラム）が開催されていた。多様な文化背景を持った人々が住まうブ

ラジル社会の文化的多様性や、生き物と人間の交わり、現実とイマジネーションの世界

の交差、伝統絵画と現代ストリートアートの同居などを、MixMax というテーマに乗せ

て表現している。担当者である Liesbet Ruben 氏の案内のもとプログラムを見学し、細

部に込められた数々の意図について伺うことができた。以下この企画展を中心に考察し

たい。 
数十人の子供達（6 歳～13 歳）が、90 分ほどのプログラムに参加する。これを率い

るのは 3 人の大人のインストラクターである。この中にはオランダ在住のブラジル人も

含まれている。子供達が靴を脱ぎブラジル産のカラフルなサンダルに履き替え会場に入

ると、インストラクターの動く物音がする。次にこれに応える別の物音が現れ、次第に

音楽に変わる。こうしてブラジルのある町の一角へと賑やかに導かれた子供たちは、そ

の後①音楽②踊り③工作の 3 チームに分かれてワークショップを受ける。最後にはそれ

らの成果を、親たちを招いて発表する。 
企画展会場には説明書きはない。そこにあるのはモノ、そして解説してくれる人間で

ある。Lisbet 氏は人間こそが最高のメディアと語る。ほとんど全てのモノは触れること

ができる。本体の博物館が所蔵する貴重な古い粘土細工を除き、ガラスケースに入れら

れているものは無かった。子供たちは、ブラジルのアーティストが作った家具に座り、

ブラジル風のジューススタンドで飲み物を飲み、ペットボトルの蓋で敷き詰められた床

を踏みしめ、歯磨き粉のチューブを再利用して作られたテーブルクロスの上で工作の作

業をする。 
そして各展示は、物語に媒介されながら、相互に関連している。企画展に併せて絵本

が制作されている。子供たちはこの本を用いて学校で事前学習をしている。この絵本の

内容は、ブラジルのある少年とある少女を主人公とした架空の物語である。そしてその



中に、現代ブラジルの風景、大人や子どもの生活、展示に作品を寄せているアーティス

トやその作品、作品のモチーフとなったマングローブの森、サンダル、楽器が登場する。

絵本の主人公の少年・少女の視点に導かれながらこれらの人・モノ・自然を知った子供

達が、その後展示場にやってきて実際のそれらのモノと対面するのである。またプログ

ラムでは、子供達が会場の全ての部屋に実際に入ってみるようになっている。これは子

供達が会場の世界を「自分のもの」と感じられるようにする工夫であるという。また子

供達の工作の成果物は次々と博物館に飾られ、仮想のブラジルの街角の一部となる。 
このように博物館では、子供たちが身体のレベルで、ブラジルの物・人・音と戯れる

プログラム構成になっている。芸術作品や、楽器、踊りにつかう傘といったモノは、現

代ブラジルの一部を、質感をもって伝えるだけでなく、彼らの創作意欲を刺激し、また

絵本で学んだ物語と彼らの身体世界とをつなぐ。その中で子供らは単に異文化を知るだ

けでなく、美術館の空間・モノとの自分の関係を築いてゆく。 
 
なお熱帯博物館は、ここ数年の間に劇場と図書室を閉鎖した。これは政府の予算削減

によるものである。2013 年 7 月に新しいディレクターを向かえ、今後は博物館の他館

（次に紹介する国立民族学博物館およびアフリカ博物館）との統合が進められることが

発表されている（2013 年 9 月現在）。 
 

2-2. オランダ国立民族学博物館 Rijksmuseum Volkenkunde 

ライデン市にある国立民族学博物館は、1937 年に公開されたシーボルトのコレクシ

ョンの誕生を主要なきっかけとして設立されたもので、ヨーロッパで最初の科学的な民

族学博物館とされる（The National Museum of Ethnology 1962：3-4）6。訪問時、企画展

は準備中であり、常設展のみを観覧した。 
大型のものを除けば多くの展示資料が全面ガラスばりのケースの中に置かれている。

ガラスケースは、テクストによる説明を極力排除しているという特徴がある。これは、

文字情報が来館者の関心を展示物からそらしてしまうことを防ぎ、展示物と来館者の直

接的な出会いを促すための工夫である（The National Museum of Ethnology 2003：123）。
より詳細に知りたい来館者は、展示ケースの前にあるタッチパネルで情報を検索するこ

とができる。 
熱帯博物館と同様、映像（動画・静止画）と録音資料が多用されている。展示物の背

後にある曇りガラスや、展示室の壁には様々な動画や静止画が映され、現地の環境音が

なっている。また所々に設置された小型の画面からも展示物に関する人々の語りが映さ

れ、展示物は動きとざわめきの中にある。その画像や動画は、展示物の文化的文脈を紹

介するものであったり、当該地域の現代的な風景を紹介するものであったりする。 
賑やかな地域別展示室とは対照的に、The Budha-room という、無地の壁にかこまれ、

音楽もかかっていない部屋もある。人々はこの静かな空間で仏像（ケースに入れられて

いない）と対面する。禅や瞑想の場を連想させもするこの部屋は、博物館の中でも独特

                                                   
6 2001 年に大規模改装を終え、現在は主に非西洋の各地域をテーマとした常設展のスペー

スと企画展エリアから構成されている。 



の存在感をはなつ。解説文によれば、改装時に取り壊されたものの、来館者の希望によ

って復活させられたものであるという。 
日本美術と物質文化がご専門のキュレーターMatti Forrer 博士に、近年の博物館の状

況についてうかがった。今後に向けて、日本の芸者をテーマとした企画展も計画中の

Forrer 博士によれば、企画展の場合、収蔵品の展示自体の割合はかなり低くなる。現在

の動向として、博物館は家族で来館できるような企画を求めており、「まるで博物館で

はないみたい」と感じられるような空間作りが目指される。来館者が異文化体験できる

アクティビティや、映像、講演、およびデモンストレーションの比重を高めている。例

えばマオリの企画展の際には、現地から人を呼んで、カヌーとカヌー庫を作るプロセス

自体を展示し、また地元の大学生が近隣の川でカヌーこぎをデモンストレーションした。 
Forrer 氏によればライデンにおいて物質文化に関する研究は長らく盛んではない。こ

の博物館では、多くの収集品が博物館から遠く離れた収蔵庫に保存されていることもあ

り、実際の展示物を手に取る経験が不足しているキュレーターが多い。収集物の画像を

含めたデータ・ベースを利用することがスタッフ側から推進されており、実際の大きさ

や質感を体験することないまま、研究を進めてしまうケースが少なくないという。 
 

2-3. ライデン大学 社会・行動科学大学院／学部（Graduate school/ Faculty 

of social and behavioral science） 
ライデン大学では、人類学者は、主に社会・行動科学部の中の「文化人類学と開発専攻」

というプログラムに所属している7。人類学のチェアーである Gerard A. Persoon 博士に

話しを聞いた。かつては博物館と大学の両方に勤務する人類学者が今よりも多く、彼ら

の間で、物 1917-1997) は、物質文化研究に映像人類学を取り込み、66 年よりライデン

大学の教授として教育にあたっていた。彼はモノをどのようにして映像や写真と関連付

けて見せるかということを考えていた。また「モノの言葉 language of things」という題

の講義を行い、モノが運ぶメッセージを読み取ることが大切と教えていた。しかし彼の

後、物質文化研究はそれほど盛んではなかった。また大学と博物館の関係も薄れ、研究

者は、どちらか一つに所属するケースが増えていった。モノに関する研究が再び盛んに

なってきているのは、最近 Patricia Spyer 博士を迎えてからである。Spyer 氏は広義の物

質文化研究の近年的な成果を幅広く集めた論文集 Handbook of Material Culture (2006) 
の編者の一人である。 
現在大学院では主要テーマの一つとして、 “Media, Visual and Material Culture”を設定

している。これは、メディア研究、映像人類学、物質文化研究を交差させるという試み

であり、イメージ、音、モノや情報の流通が、人間の知覚や経験をいかに形どるのかを

考察する。Persoon 博士によれば、これまでも同類の試みは部分的に行われてきたが、

大学院の組織だったプロジェクトとしてとりあげられたのはここ数年のことであると

いう。 
このプロジェクトの具体的な内容を、そこに参加し執筆されている博士論文のテーマ

                                                   
7 その他、地域研究（Leiden University Institute for Area Studies）やアフリカ研究所の

なかにも少数であるが人類学者が在籍している。 



から知ることができる。たとえば、ベニンで宣教師たちが使用したビデオ映像の働きや

受容を考察するものがあるが、ビデオ媒体と再生機の物質性や見る者の身体性にも注目

している。また、南アフリカのクワーズール・ナタール州で 1880 年代から半世紀の間

に宣教師が作成した写真を分析する研究では、写真の移動とそれに伴う役割の変化（社

会的文化的履歴）に着目している。その他、上海万国博覧会におけるチリ共和国の展示

に関する研究では博覧会の展示物がいかに取捨選択されたのかに注目している。このよ

うに、メディア分析の中で、モノや物質性に着目したアプローチを（部分的に）採用す

る傾向がみられる。 
なお、この Media, Visual and Material Culture のテーマに、特に博物学からアプローチ

することも出来る。映像、博物館、物質文化研究の架橋という意味で、A. A. Gerbrands
が追求した分野の延長線上にあると言えるかもしれない。 
 
総括 

IUAES では、移動、文化遺産、博物館といった人類学の主要なトピックにおいてモ

ノの働き、意味の変化、形や姿の変容、物質性、あるいは人間の身体との具体的な関わ

りへの着目がみられた。またモノや物質環境世界をいかに人類学的に分析しうるかとい

った方法論自体を主題化する研究（具体的には Surface のパネル）もみられた。テキス

タイルの模様の象徴分析など、旧来型の研究もあったが、モノの象徴的な意味や静的な

位置づけよりも、モノの移動や、意味やイメージや形の可変性に着目した分析が多かっ

た。IUAES 全体では、mobility を扱う研究が目立ったが、その中でもマテリアリティに

関連する分析がなされていた。モノ・空間・人の関わりを考える研究の重要性が高まっ

ているものと考えられる。 
 IUAES では博物館における来館者の五感を通じた理解が重要なトピックとして取り

上げられたが、オランダの 2 つの博物館の調査からは、展示における映像・画像や音声

記録の重要性の高まり、来館者の参加型イベントの重視、展示物と来館者の直接的で身

体的な関わりの重視の 3 点を指摘できる。博物館は静的な展示や文字による抽象化を離

れ、来館者が動きや音の中で、異文化を体験できる場となることを目指す。 
 かつて博物館と深く関わっていたライデン大学の人類学では、現在物質文化に関する

研究をメディア研究および映像人類学と結びつけるプロジェクト “Media, Visual and 
Material Culture”が始まっている。そこでは、メディア分析を中心としながら、そこに現

れるモノや、メディアの物質性、メディアと関わる人間の身体性への着目もなされてい

る。また、博物学と関連付けた研究も可能となっており、博物館と映像人類学と物質文

化研究の間の連携を深める可能性を有している。ただし、オランダでは予算削減の問題

から、民族学系の博物館の統合が進められている。今後、どのような形で博物館が再編

されるのか、注視してゆく必要がある。 
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資料 2.  RAによる研究動向調査 

 

中国南部からベトナム北部への山地民の移住の歴史と現状に関する 

研究動向調査 

 

今井彬暁 
 

1. 調査の目的 

本調査の目的は、中国からベトナムへと移住した各山地民の移住の歴史をベトナム側の

文献資料に基づいて概観し、その上で、民族の移住の結果として生じたベトナム北部の地

域的状況に関する研究の動向を探ることである。なお、具体的な例示として、本研究は中

国雲南省と国境を接するラオカイ省に居住する 4 つの少数民族を取り上げ、ベトナム側の

資料に基づいて移住の歴史および文化的現状を概説する。 
 
2. ベトナム西北地方ラオカイ省の民族人口統計 

ラオカイ省の人口は、2007 年時点の統計資料によると、593,600 人である。同省には

ベトナム多数民族キン族を含む 25 の民族が居住しており、その内、少数民族が占める

割合は約 64%である。つまり、同省には 379,900 人の少数民族が居住している。各少数

民族の内訳は、多数民族キン族（Kinh）が 35.9%、次いでモン族（Hmông）が 22.21%、

タイー族（Tày）が 15.84%、ザオ族（Dao）が 14.05%、ザイー族（Giáy）が 4.7%、ヌ

ン族（Nùng）が 4.4%、そして残りをフーラー族（Phù Lá）、サンチャイ族（Sán Chay）、
ハニ族（Hà Nhì）、ラチ族（La Chí）などが占める（ラオカイ省 HP 2008）。本調査では、

民族数が大きく資料も比較的多い民族、すなわちモン族、タイー族、ザオ族、ザイー族

の 4 民族を取り上げ、それぞれの民族の移住の歴史を記述し、その上で山地民に関する

研究動向を記す。 
 
3. ベトナム北部山地民の移住の歴史 

3.1. モン族 

ベトナムにおけるモン族の人口はおよそ 788,800 人であり、言語はモン・ザオ語群に

属す。モン族は、中国における封建領主に対する抗争の結果、18 世紀後半から 19 世紀

初頭にかけて数度の波に分けて移住し、当初、現在のハザン省（Hà Giang）およびラオ

カイ省（Lào Cai）に村を築いたとされている（Viện Dân tộc học 1978: 293, Đặng Nghiêm 
Vạn et al. 2010: 175-176）。かつては焼畑を営んでいたが現在は定住定耕を営む民族とし

て記述され、略奪婚の慣習は現在も続けられている文化的慣習として紹介されている

（Đặng Nghiêm Vạn et al. 2010: 178-180）。 
 
3.2. タイー族 

ベトナムに居住するタイー族の人口は 1,500,000 を超え、キン族に次いで最も人口の

多い民族である。言語は、タイー・ターイ語群に属する。居住地はクアンニン省（Quảng 
Ninh）、ラオカイ省（Lào Cai）、イェンバイ省（Yên Bái）、カオバン省（Cao Bằng）、バ



ッカン省（Bắc Cạn）、タイグエン省（Thái Nguyên）、トゥエンクアン省（Tuyên Quang）、
ハザン省（Hà Giang）などである。タイー族は同地周辺に元々居住していた民族であっ

たとされている（Đặng Nghiêm Vạn et al. 2010: 121）。長きにわたるキン（ベト）族との

共存の中でキン族の影響を大いに受けており、葬送儀礼や宗教をはじめ、ベト族と文化

的、社会的に類似点の多い民族としてしばしば紹介される（ibid: 124）。 
 
3.3. ザオ族 

ザオ族は、今日、ベトナムで 621,000 の人口を有する。言語は、モン・ザオ語群に属

する。ベトナムの資料によると、ザオ族の中国からベトナムへの移住は明の時代に最も

多かったが、その前後にも 12－13 世紀から 20 世紀前半まで継続的に移住を行っていた

（Chu Thái Sơn 2005: 12-13）。現在の福建省、広東省、広西チワン族自治区を故地とし、

主にベトナム北部に居住している。ザオ族は最も多様な地方グループを有する民族の一

つであり、ある資料では 7 つに区分され（Chu Thái Sơn 2005: 12）、別の資料では 11 以

上の地方グループに区分されている（Đặng Nghiêm Vạn et al. 2010: 183）。民族学院の資

料では、移住の歴史に関してそれぞれの地方グループごとの移住の来歴が記されている

（Viện Dân tộc học 1978: 312-313）。仏教、儒教、道教の影響を受けており、中国の文字

を長きにわたり宗教関連の書物や系譜に利用している（ibid: 190） 
 
3.4. ザイー族 

ベトナムのザイー族は、タイー・ターイ語群に属し、ベトナムにおける人口は約 50,000
人である。バットサット省（Bát Xát）、バオタン省（Bảo Thắng）、ラオカイ省ムオンク

オン県（Lào Cai, Mường Khương）、ハザン省イェンニン県（Hà Giang, Yên Ninh）および

ドンバン県（Đồng Văn）、そしてライチャウ省フォントー県（Lai Châu, Phong Thổ）お

よびムオンテー県（Mường Tè）に居住する。およそ 200 年前に、数世帯のザイー族が

中国の故地からベトナム北部に移住し、その後、数十年のあいだに、他の世帯も最初の

移住者に追随したとされる（Đặng Nghiêm Vạn et al. 2010: 142）。中国ではプイ族として

知られ、タイー族、ターイ族、そして中国のプイ族と、言語、衣服、文化慣習において

多くの共通性を持つとされている（ibid: 142-143）。 
 
4. ベトナム北部山地における研究動向 

4.1. 最初期の研究動向 

ベトナムの山地民に関する民族誌的研究の最初期の蓄積は、古くはフランス植民地時

代のフランス人やベトナム戦争時代のアメリカ人によってなされてきた。ベトナム北部

の山地民に関する研究には、アバディ（1944 (1924)）や Schrock et al.（1972）などがあ

り、南部の山地民に関する研究には、Le Pichon（1938）や Mole（1970）などがある。

戦時中における山地民に関する調査研究実施の背後には、それぞれの山地民を理解し見

方につけることで戦争を有利に進めたいという思惑があった。 
 

4.2. 民族識別作業に関する研究 

 ベトナムの国土に居住する各民族を識別するベトナム国家の試みは、ベトナム民族学



の萌芽的著作である『ベトナムの各少数民族』（Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam）に遡る

（著者名無し 1959）。民族識別作業にまつわる一連の研究は、戦後から取り組まれてき

た民族学的調査に基づいており、それらは多様な各山地民に固有な伝統文化を記述する

ための研究である。こうした研究の背景には、南北統一後のベトナムにおいて、国土全

域に居住する多様な民族を多民族国家として一つの国家の下に統合するという目的が

あった。一連の研究に顕著な特徴は、山地民を外界から切り離された存在として位置付

け、外部からの働きかけによって彼らを教化し発展させるという姿勢であった。しかし

そうした研究姿勢に対して、近年では、民族識別作業が科学的な民族学的分類に基づく

ものであるというよりも、極めて政治的な分類であることを指摘する批判的研究がなさ

れている（例えば、Keyes 2002、伊藤 2008）。 
 
4.3. 山地民のエージェンシーに関する研究 

 上記の民族識別作業にまつわる研究が主に国家的な視点に関連して各民族の現状を

分析するアプローチをとっていた一方、1990 年代後半からは、土地政策や開発政策な

どのベトナム政府の政策的介入に対する山地民側からの主体的な働きかけ、すなわち山

地民のエージェンシーに着目する研究の視座が導入され始める。そうした研究により、

国家の政策と山地民の主体的働きかけとのあいだの相互作用が、地域的に極めて多様な

生計活動のあり方を生み出していることが次第に明らかにされつつある（Sikor 2011: 
12-14）。 
研究の事例としては、市場経済化後の民族間の経済関係の生起および変容について、

モン族とキン族のあいだの民族織物の取引関係を扱った Turner (2007)や、同じくモン族

とキン族のあいだのカルダモンという商品作物の取引関係を扱った Tugault-Lafleur と

Turner（2009）、また市場経済化前後のザオ族とキン族のキャッサバなどの取引関係の

変容を扱った Nghiêm & Yanagisawa（2011）がある。市場経済化後の土地、森林政策に

関する研究には、土地政策の実施による二つのタイ系民族（Thái, Tày）のコミュニティ

内の社会、政治関係の変容を扱った Mellac（2011）や、市場経済化後の森林政策に対し、

二つのザオ族の村落がそれぞれの仕方で既存の慣習に基づいた対応を行っている事例

を紹介する Sowerwine（2004）がある。 
 
4.4. 山地居住民に付与されてきた既存の範疇の見直し 

 上述の研究動向に加えて特に近年積極的に取り組まれているのは、山地居住民に対し

て付与されてきた既存の範疇を掘り崩す作業である。Scott（2009）は、山地民のエージ

ェンシーに着目し、ゾミア（Zomia）に広がる山地民の歴史的な国家機構への抵抗を論

じた。これに対し、Michaud（2010）もまたゾミアあるいは東南アジア山塊（Southeast Asian 
Massif）というキーワードを手掛かりに、国家的枠組みにおいて研究されてきた同地域

一帯の山地民を、その枠組みから解き放って考える必要性を論じている（Forsyth & 
Michaud 2011、Michaud 2010）。国家の枠組みを超えた民族の文化的、社会的営為につい

ては、中国の壮族とベトナムのヌン族・タイー族のあいだの国境を越えたラオトン関係

に関する研究報告（塚田 2013）や、中国―ベトナムの国境をまたいだキン族商人と漢

族商人の交易を記述した研究（Schoenberger & Turner 2008、Turner 2010）がある。また、



既存の範疇を見直す作業のもう一つの方向性は、従来の研究で前提とされていた山地民

―平地民という区分への反省を促すものである。Sikor（2011）によると、山地と平地と

いう区分は、空間的多様性を指し示す一つの指標にはなりえるが、それは空間的多様性

を形成する原因として解釈されるべきではない。この前提に基づき、彼は、山地―平地

の二分法を所与とするのではなく、「山地民」という区分を形成してきた社会過程に照

準を絞りなおす研究視座の必要性を指摘している（2011: 24）。 
 
5. 今後の研究の展望 

上述の整理から、これまでの研究の傾向とこれからの研究の展望について、簡単にま

とめる。現在までの研究の動向においては、概して、物質文化および精神文化といった

各民族に固有な文化的特質は主にベトナム人研究者によって詳細に記述され、国家や他

民族との関わりのなかでの各山地居住民のエージェンシーに着目した研究は海外の研

究者によりこぞって取り扱われてきた。しかし山地民のエージェンシーのあり方は一様

ではなく、各民族の地域ごとの文化的特質が色濃く反映されていることが近年の研究で

明らかにされつつある。こうした前提に立つならば、各民族の地域ごとの文化的特質を

十分に踏まえた上で、各民族のエージェンシーを描き出す作業が必須の工程となる。現

状のベトナム北部山地における研究蓄積においては、上述の作業工程を経た民族誌的資

料は決して豊富とは言えない。すなわち、これからの研究における展望としては、特に

ベトナム人研究者により蓄積されてきた各民族の地域ごとの文化的特質に関する文献

資料と、近年の学術的発展を土台とした各民族のエージェンシーに照射する研究方法、

という二者の研究蓄積の営為を接合した民族誌的資料の作成が課題であると考えられ

る。そうした接合により、国家と民族の関係、また多様な民族間の関係を再考し、より

望ましい共存のあり方を模索していくことが、ベトナムの民族研究において学術的にも

社会的にも要請される課題である。 
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近現代内モンゴル社会文化変遷に関する研究動向文献調査 

 

白福英 

 

1. 調査目的 

近現代内モンゴル社会文化変遷に関する研究の動向を明確にする。 

 

2. 調査方法 

主にみんぱくの図書室を利用し、文献を収集する。そして収集した資料を研究テーマ

ごとに整理する。 

 

3. 近現代内モンゴル社会文化変遷に関する研究動向文献調査 

内モンゴル社会文化の変容をめぐっては、漢民族移民による開墾、定住化、環境問題、

移動範囲の縮小、牧畜形態、社会組織機能の喪失、生業転換、資源開発、移住、生態移

民などを対象とした研究が行われてきた。 

ソーハン・ゲレルト[2001]は牧地退化を発生させる根本的な原因は社会的変化にある

と指摘している。また、内陸アジアの牧畜地域の環境問題は定住化によって起こった牧

畜システムにおける移動性の停止と関連づけて論じられている[ Humphrey and Sneath 

2001]。これに対して、尾崎[2003]は人の定住化は家畜の非移動を意味しないと反論し

ている。とはいえ、定住化によって移動の縮小化[Humphrey and Sneath 2001；小長谷 

2001a；阿拉騰 2002]及び季節移動パターンの変遷[小長谷 2003]や遊牧型草原牧畜業

から定住定牧型牧畜業へと牧畜形態の変遷[阿部 1984；周ら 1995]がもたらされ、定

住後の牧畜経営が多様化した[小長谷 2001b]のは事実であろう。特に、遊牧生産技術

とそれを支える生産基盤が崩壊し、遊牧社会組織の諸機能が失われつつあることは多く

の論者が指摘するところである。例えば、定住化に伴う請負制によって、牧民間の連帯

が衰退し、アトム化8的な状況が生じた[楊海英 2001；海山 2004；王暁毅 2009]こ

とである。 

また、定住化によって牧畜民の生業構造に変化がみられ[松原 2004；平田ら 2007]、

牧畜民の貧困化をもたらした[海山 2004]。さらに定住化に伴う農耕の導入や異民族の

入植により牧畜地域の生態退行を引き起こした[稲村、尾崎 1996；色音 1998；敖仁

其 2004；閻天霊 2004；田暁利 2005；平田 2007]ことにも触れておかねばならない。 

以上に述べた定住化政策に関する研究は定住化に否定的な傾向があるが、これらの研

究に対し、梅棹[1990]は定住化が畜舎を利用する家畜管理や家屋の固定化を導き、その

結果として牧畜形態の完成に近づいていると考えている。 

内モンゴル牧畜地域では、定住化後の 2003年より、環境保全を目的に過放牧が行わ

れている地域の牧畜民を移住させ、草原の生態回復を試みる「生態移民政策」が実行さ

れた。その結果、牧畜民の生業転換がみられ[マイリーサ 2004；スエー 2005；那木

                                                   
8 ホトアイルと呼ばれる生産単位が解体して、一世帯が一つの生産単位になることを指す。 



拉 2009]、貧困を招いた[児玉 2005]という指摘がある。 

以上に述べたように、内モンゴル牧畜研究は定住化、砂漠化、牧畜形態などさまざま

な視点から研究されてきた。しかし、研究の多くは、シリンゴル盟とオルドス地域に集

中している一方で、ホロンボイルとオラド地域での研究が少なく、対象地域に偏りがみ

られる[池谷 2006：30]。 

漢化の現象を分析した研究について、色音[1998]はシンバラグ、バーリン、トゥメト、

オンノード、ホルチンモンゴルなど五つのモンゴル地域の社会文化変容について事例分

析し、農耕社会の影響により遊牧生産生活が変容したと指摘している。包智明[1999]

はジリム盟（現在の通遼市）科左後旗の四つのモンゴル農耕ガチャー（村）を研究対象

にし、この四つのガチャーの半農半牧経済形態は多数の漢族移民による開墾によるもの

と論じている。王玉海[2000]は清代末期内モンゴル東部における「支援辺境」政策によ

り、東部モンゴル族が牧畜から農耕へと生業転換した過程を明らかにした。ブレンサイ

ン[2003]はモンゴル族農耕村落の形成はモンゴル社会内部で自然にできたものではな

く、漢族移民による開墾の結果と指摘している。閻天霊[2004]は清朝及び民国時代に移

入してきた漢族移民の影響により、内モンゴルの民族構造、行政制度、経済に歴史的な

変化が生じ、これによって内モンゴルは遊牧社会から蒙漢雑居、旗県両立、農牧発展し

た多元社会へと変貌したと指摘している。 

これらの研究に対し、雲肖梅[2007]はトゥメト・モンゴル人のアイデンティティの変

遷を考察し、トゥメト人は、すでに 1940 年代に漢文化から深刻な影響を受け、モンゴ

ル語を喪失したが、衣食住、結婚、葬式礼儀などの面においては、トゥメト人独特の文

化要素を有していると主張している。 

以上の研究から、近現代内モンゴル社会文化変遷に関する研究の動向は牧畜に焦点を

当てた研究と、現地の人々はいかに民族文化を失い、漢化の現象を分析した研究がなさ

れてきたことがわかる。 
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歴史的空間・建築物の博物館としての保存・活用に関する研究動向調査 

 
邱君妮 

１． 研究目的 

今日、世界各地において「文化遺産」をテーマとしたコミュニティ振興が顕著に見ら

れるようになり、コミュニティ振興と結びつきながら文化遺産の保存・活用に力を注ぐ

博物館が各地に設けられるようになってきている。「こうした世界的な文化遺産をめぐ

る動きに伴い、これまで有形文化遺産の収集・保存・研究・公開の場として位置づけら

れてきたミュージアム（博物館・美術館）にも、その遺産の創造的な継承に向けて、新

たな役割が求められてきている」（吉田 2011）。 
文化遺産のうち、特に歴史的建築物は、時代の証拠であるとともに文化の蓄積であり、

それらを保存・活用することは、文化財のハードの部分を再利用するだけでなく、そこ

に蓄積された歴史・文化の価値や記憶の保存・継承につながることが期待される。すな

わち、歴史的建築物が持っている歴史と文化の価値や記憶が、博物館を通じて保存され

ながら、その所在する地域の人々に自己の歴史・文化を注視することを促したり、文化

的アイデンティティを高めること、さらには地域社会に新たな価値や記憶を創出するこ

となどが期待されているのである。 
このように物質的なモニュメントのみならず非物質的な記憶・象徴も保存・活用しよ

うとする歴史建築物を活用した博物館の活動は、例えばエコミュージアム構想やまちか

ど博物館の試み、あるいは歴史的遺構をその場で保存するサイトミュージアム等のかた

ちで、世界各地で展開されるようになってきている。 
しかし、急速に変化してゆく社会の中で、歴史的建築物が地域文化を表象するメカニ

ズムをどのように伝承するのか、あるいは博物館として活用されることによって、地域

社会とどのように結びつき、時代に合わせて再生されていくのか、という問題点は、世

界中の博物館の共通の問題点であり、博物館学界の重要な研究課題の一つと指摘されて

いるにも関わらず、未だ十分な議論はなされていないのが現状である。 
そこで、本調査では、これからの地域社会において文化遺産を保存・継承するための

博物館のあり方、または歴史建築物を活用した博物館の歴史的展開及び地域に与える影

響や効果について現状の問題点と今後の可能性について検討するため、日本と台湾を中

心に、「歴史的空間・建築物を博物館として保存・活用する」先行研究について渉猟し、

どのように研究されてきたかを明らかにすることを目的とする。 
 

２． 研究方法 

 今回の戦略 RA では、「歴史的空間・建築物を博物館として保存・活用する」研究動

向についての文献調査を行うため、主に国立民族学博物館の図書室及びデータベース等

を利用しながら、日本と台湾を中心に、各国の先行研究9を狩猟する。 

３． 「歴史的空間・建築物を博物館として保存・活用する」研究動向調査結果 

                                                   
9 文献の調査対象は中国語、日本語、英語の３言語とする。 



これまで、歴史的建築物を博物館として保存・活用することに関する研究の多くは、

建築学の視点から、歴史的建築物を博物館として保存・活用することの方法論に関する

研究（例えば、Relph 1973、稲垣 1984、半澤 1991、Delafons 1997、張旂彰 2000、
鈴木 2001 などがある）に限られており、そのほか、歴史的建築物を保存・活用するこ

とによるまちづくりへの貢献についての事例研究も多くなされている（例えば、大河編 

1997、清水ほか編 1999 などがある）。 
一方、博物館学的な視点からは、単体の博物館やエコミュージアム及びまちかど博物

館などの事例を博物館経営の手法として考察するという先行研究（例えば、角野 1996、
張正俅 2008、里見 2011 などがある）はすでに見られるが、その多くは事例報告にと

どまっている。 
そのほか、博物館展示の実態について分析した研究がある。康（2011）は、建築史か

ら空間概念をまとめて、アンリ・ルフェーヴル（Henri Lefebvre）の「空間的生産（The 
production of space）」の「空間文化」の概念を基礎とし、エドワード・ソジャ（Edward 
William Soja）の「第三空間（Third space）」の概念を加えて、旧土地銀行の建物を国立

台湾博物館の分館として保存・活用した事例の歴史的空間と展示の関係を分析している。

すなわち、博物館はいかに「空間文化」の概念で、歴史的建築物を「研究（research）」、
「解釈（interpretation）」、「展示（exhibit）」するかについて分析した上で、博物館を通

じて歴史的建築物が代表している空間文化の再現及び文化価値を展示する方策につい

て述べている。また、楊（2009）は、同じ建築学の空間概念を使って、歴史的建築物の

博物館化という視点から、台湾の北、中、南部の代表的な事例を総括分析している。 
しかし、これらの先行研究は、あくまで建築学の空間概念を使って、歴史的建築物を

博物館として保存・活用する際、建築物内部空間における博物館の展示活動のみを重視

しているに過ぎず、歴史的建築物を博物館として保存・活用することが「歴史的建築物

にどのように活かされるのか」ということまでは言及していない。 
一方、文化行政に関する多くの研究は、「未使用空間を再利用する」の政策の視点か

ら分析している。例えば、高（2012）と方（2006）は、それぞれ大稲呈と新竹の事例を

分析することによって、文化政策に従って歴史的建築物を保存・活用することが、いか

に都市開発に貢献するかということについて述べている。そのほか、黃（2008）は、文

化政策によって、歴史的建築物を保存・活用することが文化観光開発の資源として経済

波及効果をもたらすことを指摘している。廖（2009）は、台北市における歴史的建築物

を博物館施設として保存・活用することに関する法令を分析している。 
これらの個別事例を検証することは、歴史的建築物に関する文化政策の問題点を明ら

かにし、将来の政策に向けた提言までつなげる研究アプローチとして大変参考になる。

しかし、台湾における「未使用空間を再利用する」政策の視点からの分析は、歴史的建

築物の「文化遺産の保護」や「文化的アイデンティティの形成」などについてまでは触

れていない。 
一方、木内ほか（2008）と垣内（2011）は、環境価値の計測手法でよく使われた仮想

的市場評価法（CVM; Contingent Valuation Method）とコンジョイント分析（Conjoint 
analysis）等の表明選好法（アンケート）の手法を用いて、文化財の価値を評価し、地

域の文化資源の保存と活用について新たな分析手法を提示している。これらの個別事例



を検証することは、文化財保存・活用の受益者は誰か、その便益の規模はどのくらいな

のか、できるだけ客観的に定量に推定しようとする研究方法として、大変参考になる。 
上述のように、歴史的建築物を博物館として保存・活用することとコミュニティ振興

のつながりを博物館学的な視点から理論的かつ実証的に考察した研究は、管見の限り見

あたらない。しかし、共通の観点に基づく関連の研究としては、次のようなものが参照

できる。 
博物館における、歴史・文化の価値・記憶について、Kavanaugh（2000）は、博物館

と感情に関する概念を探るため、北米、オーストラリア及びヨーロッパの研究を分析し

ながら、「博物館見学は、記憶と現在が分離することのない唯一無二の経験である」と

述べている。 
Mack（2008）は、博物館を「記憶の場（site of memory）」として捉え直す。まずは、

博物館とそのコレクションに対して、記憶は単に「静的な判断の基準（a static point of 
reference）ではなく、現在進行中の動き（on-going dynamic）である」、「有形と無形の文

化遺産を結びつけるものである」、「歴史の固定観念に挑戦し、過去について様々な解釈

を許容し、可能性ある未来を開く」とし、最後に、これらの動きは、「コレクションを

博物館資料と見るのか、物語の触媒と見るのか、または博物館を貴重品金庫と見るのか、

現在における記憶の場と見るのか」という新たな見方を実現するための挑戦と記述して

いる。 
吉田（2011）は、Mack の概念を踏まえ、博物館のコレクションだけではなく、実際

に広島平和記念資料館、ホロコースト記念博物館、大阪人権博物館を事例とし、記憶の

場であり、記憶の継承を最も重要な使命としている博物館のあり方を考察している。博

物館を固定した歴史記述の場とするのではなく、そこに観客の参加、観客個人の記憶の

想起というプロセスを組み込むことで、多様な歴史像を創出し、過去についてのより深

く豊かな理解が生み出されることを示唆すると指摘している。 
これらの先行研究において明らかにされた現代社会における多様な価値観を配慮し

ながら、記憶を伝承するための新たな博物館のあり方をどのように考えるか、という観

点を踏まえつつ、博物館が歴史的建築物の保存によって、地方の記憶を継承することの

課題と可能性を明らかにすることが今後の研究には求められる。 
博物館とコミュニティの関係について、Bennett（1988）は、博物館とコミュニティの

関係は対立ではなく、博物館とコミュニティの対話性を注視し、博物館がコミュニティ

振興の方法になると主張している 。 
さらに、博物館が地域社会とのつながりをより強く持つことが求められる現代におい

て、様々な視点から地域博物館を焦点化し、今後の地域博物館のあり方を探る研究が多

くなされている。例えば、伊藤（1993）は利用者側に主体を置き、市民の地域生活と関

わる学習・研究活動を育み、支援する博物館のあり方を示す「地域博物館」を提唱して

いる。川添ほか（2001）は、博物館を拠点にした地域振興は博物館の展示により推進さ

れることを、展示の企画立案から開館の際まで検証している。また、金山（2003）は博

物館の社会的役割を地域住民と共に考え、その実践活動を通じてまちづくりに及す効果

があることを示し、こうした博物館は今後の博物館のあるべき姿であると提唱している。 
Crook（2006）は、博物館がコミュニティの発展を促進することに注目し、南アフリ



カ（District Six Museum）、メキシコ（community museum networks）及び北アイルランド

(community exhibitions)における事例研究を行い、「コミュニティ（community）」の単語

は、「観衆（audience）」、「公衆（public）」、「来館者（visitor）」という言葉に置き換えら

れ、博物館はより理解しやすく、歓迎され、適切なサービスを創造することを目指すよ

うになっていることを反映している、と述べている。そして、イギリスとアメリカにお

ける博物館政策の変化を分析することにより、博物館はコミュニティに対して 2 つの役

割を果たすべきであるとする。すなわち、文化遺産を通じてコミュニティ・アイデンテ

ィティを表現することと、コミュニティの多様性を認識しながら、社会変化とともにコ

ミュニティの発展及び社会問題の改善に努力することである。また、博物館は「地元の

アイデンティティ（local identity）」と「誇り（pride）」を醸成する方法であることを示

す一方で、コミュニティ及び「社会的包摂（social inclusion）」が政治的に利用される場

合は、「排他性（exclusions）」を伴う危険性もあると指摘している。 
これらの先行研究において明らかにされたコミュニティ博物館の概念と、地域に対し

て博物館が果たすべき役割は、今後の研究の視点として大変参考になる。 
以上のような先行研究では、博物館における歴史・文化の価値・記憶の継承や、地域

に与える影響、さらに歴史的建築物などの文化遺産の文化的真正性（cultural authenticity）
等についてまで、一連の視点から明らかにするような研究は、未だ十分には進んでいな

いと考えられる。 

主な参考文献 

【日本語】 
青木隆浩 

2013 『地域開発と文化資源―歴博フォーラム民俗展示の新構築』東京：岩田書院、

185p。 
網野善彦、後藤宗俊、飯沼賢司編 
 2000 『ヒトと環境と文化遺産：21 世紀に何を伝えるか』東京：山川出版社、248p。 
有川智、阪田知彦、木内望、武藤正樹 
 2008 「価値評価手法の適用可能性と課題 : 近代期における歴史的公共建築物の保

全における価値評価に関する研究 その 4(価値評価,建築経済・住宅問題)」『学

術講演梗概集 F-1』、pp1301-1302。 
石川宏之、大原一興、山方桂 
 1998 「歴史的建造物の転用による博物館施設運営上の課題―歴史的建造物の保全

活用に関する研究その 2―」『日本建築学会学術講演梗概集 E1』pp111-112。 
岩崎美紗、大原一興、藤岡泰寛 
 2008 「歴史的建造物活用による博物館施設の地域との関わりに関する研究―歴史

的建造物の保全活用に関する研究その 3―」『日本建築学会学術講演梗概集 E1』
pp33-36。 

岩本通弥 
 2013 『世界遺産時代の民俗学―グローバル・スタンダードの受容をめぐる日韓比較』

東京：風響社、418p。 



上山信一、稲葉郁子 
 2003 「進化するミュージアム―地域と人々の潜在力の開拓」『ミュージアムが都市

を再生する』東京：日本経済新聞社、pp65-100。 
王惠君、二村悟 
 2010 『図説台湾都市物語：台北・台中・台南・高雄』東京：河出書房新社、143p。 
大河直躬編 
 1997 歴史的遺産の保存・活用とまちづくり』東京：学芸出版社、254p。 
大貫良夫 
 1997 「ものの見せ方―博物館と展示」『「もの」の人間世界』東京：岩波書店、pp263

－281。 
大原一興、石川宏之、山方桂 
 1998 「歴史的建造物を利用した博物館における活用手法の実態―歴史的建造物の

保全活用に関する研究その 1―」『日本建築学会学術講演梗概集 E1』pp109-110。 
荻野昌弘編 
 2002 『文化遺産の社会学―ルーヴル美術館から原爆ドームまで』東京：新曜社、348p。 
垣内恵美子 
 2011 『文化財の価値を評価する』東京：水曜社、203p。 
角野幸博 
 1996 「まちづくりと文化施設」大堀哲編『ミュージアム・マネジメント博物館運営

の方法と実践』東京：東京堂、430p。 
金山喜昭 
 2001 日本の博物館史』東京：慶友社、243p。 
 2003 『博物館学入門―地域博物館学の提唱』東京：慶友社、251p。 
金子淳 
 2001 『博物館の政治学』東京：青弓社、205p。 
川添登、日本展示学会展示学講座実行委員会 
 2001 『地域博物館への提言―討論・地域文化と博物館』東京：ぎょうせい、239p。 
川那部浩哉編 
 2000 『博物館を楽しむ：琵琶湖博物館ものがたり』東京：岩波書店、236p。 
木内望 
 2008 「歴史的・文化的価値を有する近代期の建造物の再生と活用に関する研究(特集 

国土技術政策総合研究所におけるプロジェクト研究)」『建設マネジメント技術』

(365)、pp23-26。 
国立歴史民俗博物館編 
 2003 『歴史展示とは何か―歴博フォーラム 歴史系博物館の現在・未来』東京：株

式会社アム・プロモーション、247p。 
里見親幸 
 2011 「地域を活かすエコミュージアム」『静岡県博物館協会研究紀要』（35）pp12-17。 
住宅総合研究財団、民家研究委員会 
 2001 『古民家の保存・活用のための方法論的研究―古民家の地域内保全と民家展示



施設の考察―』東京：住宅総合研究財団、82p。 
清水真一、三船康道、蓑田ひろ子、大和智編 

1999 『歴史ある建物の活かし方―全国各地 119 の活用事例ガイド』東京：学芸出版

社、175p。 
新建築学大系編集委員会 
 1999 『歴史的建造物の保存』東京：彰国社、483p。 
鈴木博之 
 2001 『現代の建築保存論』東京：王国社、221p。 
瀬川昌久編 
 2003 『文化のディスプレイ』東京：株式会社風響社、262p。 
田川泉 
 2005 『公的記憶をめぐる博物館の政治性：アメリカ・ハートランドの民族誌』東京：

明石書店、295p。 
玉村雅敏 
 2013 『地域を変えるミュージアム―未来を育む場のデザイン』東京：英治出版、320p。 
日本建築学会近畿支部環境保全部会編 
 1993 『近代建築物の保存と再生』千葉：都市文化社、222p。 
野田邦弘 
 2007 「都心の歴史的建築物にアーティストが集う」佐々木雅幸、総合研究開発機構

編『創造都市への展望―都市の文化政策とまちづくり―』東京：学芸出版社、

pp245-268。 
土生田純之編 
 2009 『文化遺産と現代』東京：同成社、257p。 
浜口哲一 
 2000 『放課後博物館へようこそ：地域と市民を結ぶ博物館』東京：地人書館、年、

239p。 
半澤重信 
 1991 『博物館建築―博物館・美術館・資料館の空間計画』東京：鹿島出版会、346p。 
平井京之介 
 2013 「タイのコミュニティ博物館についての一考察：博物館か、寺院か？」国立民

族学博物館研究報告 37(3)、pp281-310。 
福西加代子 
 2011 「ミュージアム展示をめぐる人びと―広島県呉市・大和ミュージアムを事例

に」田中雅一、稲葉穣編集『コンタクト・ゾーンの人文学〈第 2巻〉Material Culture/
物質文化』京都：晃洋書房、pp38-60。 

藤木庸介編著 
 2010 『生きている文化遺産と観光―住民によるリビングヘリテージの継承―』東

京：学芸出版社、230p。 
吉田憲司 
 1999  『文化の「発見」―驚異の部屋からヴァーチャル・ミュージアムまで』東京：



岩波書店、267p。 
 2011 『博物館概論』東京：財団法人放送大学教育振興会、298p。 
 2013 『文化の「肖像」―ネットワーク型ミュージオロジーの試み』東京：岩波書店、

256p。 
劉素真 
 1999 「歴史的視座から見る台湾の博物館の役割」『美術教育学:美術科教育学会誌』

（20）、pp433-443。 
アロイス・リーグル著、尾関幸訳 
 2007 『現代の記念物崇拝―その特質と起源』東京：中央公論美術出版、100p。 
アンリ・ルフェーヴル著、斎藤日出治訳・解説 
 2000 『空間の生産』東京：青木書店、22p。 
エドワード著・レルフ著、高野岳彦ほか訳 
 1999 『場所の現象学』東京：筑摩書房、341p。 
 
【英語】 
Bennett, T.  

1995  The birth of the museum: history, theory, politics. London: Routledge. 278p. 
Boswell, D. & Evans, J. ed.,  
 1999 Representing the nation: a reader: histories, heritage, museums. London: Routledge. 

488p.  
Cameron, D. F.  
 2004 The museum, a temple or the forum. In Anderson, G. ed. Reinventing the museum: 

historical and contemporary perspectives on the paradigm shift. Walnut Creek, Calif: 
AltaMira Press. pp61-73. 

Clifford, J. 
 1997 Museum as contact zones. In Routes: travel and translation in the late twentieth 

century. Cambridge, Mass: Harvard University Press. pp188-219. 
Corsane, G.  
 2004  Heritage, museums and galleries: an introductory reader. London: Routledge. 392p.  
Delafons, J.  
 1997  Politics and preservation: a policy history of the built heritage 1882-1996. London: 

Routledge. 215p. 
Dodd, J. & Sandell, R. ed. 
 2001 Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. 

Leicester: Leicester Research center for Museums and Galleries. 133p. 
Feilden, B. M. 
 1982  Conservation of historic buildings. Oxford; Woburn: Architectural Press. p6.  
Fitch, J. M.  
 1982  The architectural museum: indoors and out. In Historic preservation: curatorial 

management of the built world. Charlottesville: McGraw Hill Higher Education. 



pp219-241. 
Greenhill, E. H. 
 1992 Museums and the shaping of knowledge. London; New York: Routledge. 232p. 
Hudson, K.  
 1987 Museums of influence. Cambridge: Cambridge University Press. 220p. 
Jokilehto, J.  
 2002 History of architectural conservation. London: Routledge. 370p. 
Karp, I. & Kreamer, C. M. & Lavine, S. D. ed.  
 1992 Museums and communities: the politics of public culture. Washington: Smithsonian 

Institution Press. 614 p. 
Kavanagh, G. 
 2000 Dream spaces: memory and the museum. London: Leicester University Press. 208p.  
Macdonald, S.  
 2006 A companion to museum studies: Blackwell Companions in Cultural Studies. Malden, 

Mass.: Blackwell Pub. 592p. 
Mack, J. 
 2003 The museum of the mind: art and memory in world cultures. London: British Museum 

Pubns Ltd. 160p.  
 2010 Museum & Object as Memory-Site. In Yoshida, K. & Mack, J. ed. (2010). Preserving 

the cultural heritage of Africa: Crisis or Renaissance? Suffolk: James Currey. 
pp13-26. 

Peers, L. & Brown, A. K. ed. 
 2003 Museums and source communities: a routledge reader. London: Routledge. 280p.  
Relph, E.  
 1976 Place and placelessness: Research in planning & design. London: Routledge Kegan & 

Paul. 156p. 
Soja, E. W. 
 1996 Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined Places. Cambridge, 

Mass: Blackwell. 334p. 
Watson, S. ed. 
  2007 Museums and their communities. London: Routledge. 568p. 
Witcomb, A. 
 2003 Re-imagining the museum: beyond the mausoleum (museum meanings). London: 

Routledge.208p. 
 
【中国語】 
方迺中 
 2006 『都市再生與閒置空間再利用策略之研究』台南市：國立交通大學、116p。 
王志弘 
 2011 『文化治理與空間政治』台北市：群學、403p。 



王嵩山 
 2012 『博物館與文化』台北市：國立臺北藝術大學、299p。 
王嵩山 
 2012 『博物館蒐藏學』台北市：原點出版、188p。 
王韻涵 

2010 『古蹟博物館營運之發展研究－以淡水古蹟博物館為例』新北市：淡江大學、

179p。 
行政院文化建設委員會編 
 2010 『文化法規彙編』台北市：行政院文化建設委員會、1274p。 
林華苑 
 2002 『古蹟保存政策與再利用策略之研究』台北市：國立政治大學、149p。 
林會承 
 2011 『臺灣文化資產保存史綱』台北市：遠流、242p。 
徐純 
 2011 『文化載具：博物館的演進腳步』台北市：臺灣博物館專業協會、247p。 
高如萱 
 2012 『台灣地區文化帶動區域再生之研究－以「都市再生前進基地」進駐大稻埕為例』

台南市：國立臺南藝術大學、114p。 
康綉蘭 
 2011 『歷史建築空間的文化詮釋與再現－以國立臺灣博物館為例』台北市：國立臺北

藝術大學、116p。 
張正俅 
 2008 『博物館與文化產業的傳播分析—以淡水古蹟群為例』新北市：淡江大學、155p。 
張旂彰 
 2000 『再利用歷史性建築為展示館之研究』台南市：國立成功大學、151p。 
張寶釧 
 2005 『揭開紅毛城四百年歷史-淡水紅毛城修復暨再利用國際學術研討會論文集』新北

市：臺北縣立淡水古蹟博物館、205p。 
張寶釧 
 2008 『以淡水古蹟博物館經營做為地方發展觸媒之研究』桃園市：中原大學、205p。 
傅朝卿 
 2000 「歷史建築的定義與意義」『歷史建築保存與再生研討會』台南市：國立成功大

学、pp12-15。 
黃雅雯 
 2008 『台南安平樹屋二度閒置空間再利用之研究』嘉義県：南華大學、265p。 
黃瑞茂 
 2007 『區域型文化資產環境保存及活化計畫－台北縣淡水地區文化資產環境保存及

活化計畫」規劃報告書』新北市：臺北縣立淡水古蹟博物館、160p。 
楊姍儒 
 2009 『臺灣文化資產再利用為博物館之探討－以古蹟與歷史建築為例』台南市：國立



成功大學、180p。 
廖世璋 
 2009 「文化資產空間做為博物館再利用之法規研究―以臺北市為例」『博物館學季刊』

23(1)、pp25-45。 
顧素瑜 
 2009 『淡水發展觀光對居民生活品質影響之研究』台北市：世新大學、243p。 
 
インタネート資料 (2014/1/15) 

日本から台湾の世界遺産登録を応援する会：http://www.wh-taiwan.com/index.html  
文化部文化資產局： http://www.boch.gov.tw/boch/ 
國家教育研究院：http://terms.naer.edu.tw/  
國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網：http://terms.naer.edu.tw/ 
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心：http://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB_Search/grb/ 
閒置空間再利用政策之檢討- 國家政策研究基金會：http://www.npf.org.tw/post/2/4332 



日本の鳥獣行政におけるヨーロッパ狩猟制度の参照 

 

東城義則 

 

研究の方向性 

 ＲＡ従事者は日本国内の猟区制度に注目した狩猟制度の変遷、ならびに北海道道東山

間部地域における狩猟活動の統括団体「猟友会」の組織的活動について研究をしている。 

近年の日本の農山間地域において、野生鳥獣の増加による獣害被害の深刻化が指摘さ

れている。加えて深刻化する獣害に対応するために必要な狩猟者も、野生動物管理学内

部においては「絶滅危惧種」と指摘されるほどの高齢化が進み、鳥獣駆除能力の低下が

問題とされている［松浦・伊吾田 2012］。こうしたなか、日本の野生鳥獣行政に携わる

科学者・研究者・行政担当者は、ヨーロッパの狩猟制度を参照することで狩猟制度の新

たな見直しを進めている。 

そこで、本稿では明治期以降参照しているヨーロッパの狩猟制度について文献調査を

試みることを目的とし、最後にヨーロッパの狩猟制度を参照する日本の野生動物管理学

の動向について言及することとした。 

 

ヨーロッパにおける狩猟制度（以下は、[Bubenik 1989]をもとに、[野島 2009]によっ

て補足した） 

一般にヨーロッパにおける狩猟では、狩猟活動は森林の利用方法として考えられてき

た。森林所有は王族・貴族によって独占され、そこに生息する鳥獣類も彼らの所有物と

して扱われていた［池田 1971］。 

ヨーロッパの狩猟制度については、長らく Free-hunt system（日本語では乱場とい

う概念に相当する。土地所有者の許可、ならびに土地使用料を支払えば、該当地域にお

いて猟を行うことができる制度）が採られてきた。そして 1800年代中葉に、Revier 

system（日本語でいう猟区制度を指す。地域社会の管理者の許可によって、狩猟者は初

めてその土地における狩猟を許可される）が採用され、狩猟者の倫理と知識の改良が図

られてきた経緯がある。 

第一次世界大戦中には、狩猟倫理と知識の向上を図るために猟区制度にも改良が加え

られていった。その新しい狩猟法はポーランドにおいて発祥し、後にドイツ（ナチスド

イツ）によって整備され合法化された（1934年にドイツ帝国狩猟法が公布され、1936

年に施行される。農林業に配慮した狩猟獣の保護育成義務・狩猟計画書の提出・猟区を

管理する狩猟組合の設置・狩猟倫理の遵守が盛り込まれた。これらの内容はオーストリ

ア狩猟法、スイス狩猟法へと継承される）。この新しい狩猟制度は、ドイツ帝国狩猟法

（Reichsjagdgesetz）として知られ、当該期のヨーロッパにおける狩猟者と狩猟獣に対

して最善の方策を敷いた制度であった。その一方で、（１）組織的な狩猟獣の間引きに

よって、劣ったトロフィィーの遺伝的源基の改良につながる誤認、（２）有益な狩猟と

迷惑な狩猟との区別、の２点について、今日の狩猟政策上における誤りを犯していた。

そのため第二次世界大戦後、猟区制度はさらなる改良を加えられ、1970年代に現在に

おける狩猟行政の基礎が固まる。 



猟区の管区（Revier）は、個人・団体・国による 75～150ヘクタール以上の土地にあ

たり、管区を所有して、猟区に登録した狩猟者に開放する。数千ヘクタールの以上の土

地を管区として設定している場合、管区の土地を管理する猟区管理人（gamekeeper）が

雇われる。猟区管理人は、狩猟学校における３年間の実習、ならびに試験への合格が要

求され、彼らによって猟区内の土地は管理される。また猟区制度（Revier system）は、

現在までにつながるスポーツハンティングの普及にもつながっている。スポーツハンテ

ィングは、銃砲・弾薬・狩猟着を装着して狩猟を楽しむ。ハンティングの産業化をもた

らした。ただしスポーツハンティングを行う狩猟者にとって、装備品の消費は射撃場が

中心であり、実際のところ猟場における消費は副次的である。 

最後に 20世紀後半の趨勢について紹介する。第二次世界大戦による軍隊の駐留によ

り森が荒廃したことから、造林による再森林化が進められた。この際、林業経済優先の

ため、林学者をはじめ生態学、マスメディア等により、北アメリカの free-hunt system

に依った猟区制度の導入と給餌の抑制による狩猟獣の餓死とが便宜的に宣伝された時

期があった（宣伝が展開された背景には、左翼政党の政策的支持も見受けられる）。 

猟区制度（Revier system）は 1989年段階において、ＥＥＣ（現在のＥＵ）に加盟す

る議会にて制度の改訂を行い、ＥＥＣの狩猟証取得と、狩猟試験・狩猟期間の解放・捕

獲計画とをひとつの制度とすることが試みられている。しかし狩猟に対する倫理感の涵

養と狩猟者の知識向上とを達成する制度の統一は、さらなる制度上の改正が必要とされ

ている。 

 

狩猟管理学の導入［梶・伊吾田・鈴木編 2013］ 

2013年に野生動物管理に携わる研究者によって出版された『野生動物管理のための

狩猟学』では、日本国内において生態学を規範とした科学的な「狩猟学」を築くために、

イギリス・ドイツ・ノルウェーを中心としたヨーロッパの狩猟制度・狩猟動物の利用の

概要についてまとめられている。 

 さらに同書においては、一般の狩猟者とは異なる、学的な知識を身につけた野生鳥獣

の専門的な捕獲技術者（野生動物管理士とも呼ばれる）の必要性が指摘されている。ヨ

ーロッパをはじめとする海外の狩猟制度は、日本国内の置かれている獣害被害対策や野

生動物管理の担い手不足といった鳥獣行政の問題点を照射するものとして常に参照さ

れ、日本国内の状況に合わせた新たな狩猟制度を構築するための土台として位置づけら

れている。 
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平成２５年度科学研究費補助金課題一覧（H25.10.30現在）
（単位：千円）

研究種目 審査区分 所属 職 氏名 計

基盤研究（S） 研究戦略センター 教授 關　雄二 37,960 権力の生成と変容から見たアンデス文明史の再構築

　　　　1件 37,960

基盤研究（A） 一般 民族社会研究部 教授 小長谷　有紀 5,850 モンゴル・中央アジアにおける社会主義的近代化に関する比較研究

海外 名誉教授 山本　紀夫 9,490 熱帯高地における環境開発の地域間比較研究－「高地文明」の発見に向けて

一般 民族文化研究部 教授 竹沢　尚一郎 11,310 世界の中のアフリカ史の再構築

一般 民族社会研究部 教授 西尾　哲夫 9,490 アラブ世界の都市部中流層文化とアラビアンナイト－エジプト系伝承形成の謎を解く

　　　　4件 36,140

基盤研究（B） 一般 民族文化研究部 准教授 山中　由里子 3,640 中東およびヨーロッパにおける驚異譚の比較文学的研究

一般 民族文化研究部 准教授 鈴木　紀 5,590 社会的包摂のための実践人類学的研究

海外 研究戦略センター 教授 岸上　伸啓 3,380 北アメリカ地域における先住民生存捕鯨と先住権

海外 研究戦略センター 教授 　 4,160 台湾原住民族の民族分類と再編に関する人類学的研究：学術、制度、当事者の相互作用

海外 名誉教授 田辺　繁治 8,060 東南アジア大陸部におけるコミュニティ運動

海外 先端人類科学研究部 教授 寺田　吉孝 1,300 インド音楽・舞踏のグローバル化に関する総合的研究

海外 民族社会研究部 准教授 P.J Matthews 1,300 南日本・東南アジアの野生サトイモの民族植物学的・遺伝子学的緊急研究

海外 外来研究員 辻　輝之 1,950 宗教と移民のアイデンティティ・共生：南アジア系ディアスポラを事例として

一般 文化資源研究センター 教授 園田　直子 5,590 劣化の進んだ図書・文書資料の長期保存に向けた大量強化法の開発

新規 一般 文化資源研究センター 准教授 福岡　正太 4,810 映像を用いた東南アジアのゴング文化の音楽人類学的研究

新規、転出 海外 民族文化研究部 准教授 白川　千尋 3,380 東南アジア・オセアニア地域における呪術と科学の相互関係に関する文化人類学的研究

新規 海外 民族文化研究部 教授 杉本　良男 6,110 経済自由化後の南インド社会の構造変動に関する総合的研究

　　　11件（-転出1件） 45,890

基盤研究（C） 一般 民族文化研究部 教授 森　　明子 1,170 ２１世紀の市民運動に関する文化人類学的研究ーベルリン外国人集住地区の事例

一般 民族文化研究部 教授 吉本　忍 1,300 アジア、ヨーロッパ、アフリカに関わるテキスタイル・グローバリゼーションの研究

一般 民族社会研究部 教授 韓　敏 1,690 現代中国の人々の生活実践に関する人類学的ライフヒストリー・アプローチ

一般 民族文化研究部 教授 笹原　亮二 1,300 瀬戸内海及び西日本における多島海世界の民俗芸能の研究

一般 外来研究員 松岡　葉月 130 博物館における全天周科学映像の開発および評価に関する人文・社会学的研究

新規 一般 研究戦略センター 教授 平井　京之介 650 水俣病被害者支援運動のコミュニティに関する人類学的研究

新規 一般 研究戦略センター 准教授 丹羽　典生 1,300 トランスナショナルな社会運動と政治参加の人類学：オセアニア大国の移民を事例に

新規 一般 先端人類科学研究部 准教授 飯田　卓 1,300 バイパス型私企業活動の活性化による、マダガスカル山間部の住民行動と地域構造の変容

新規 一般 先端人類科学研究部 教授 鈴木　七美 1,950 スイスにおける高齢者のウェルビーイングと代替医療の適用に関する文化人類学研究

転入 一般 外来研究員 出水　力 1,560 海外生産の技術移転の実態調査

　　　10件 12,350

若手研究（A）　　　　転出 先端人類科学研究部 准教授 陳　　天璽 910 グローバル化時代の国籍とパスポートに関する文化人類学的研究

　　　0件（-転出1件）

若手研究（B） 現代インド拠点 研究員 宮本　万里 910 ブータンにおける環境保護行政と村落社会の価値体系の再編に関する政治人類学的研究

外来研究員 増野　高司 520 東南アジア大陸部における焼畑の変容過程の比較研究

外来研究員 吉本　康子 910 チャム系住民とイスラームの関係に関する地域間比較研究

転出 外来研究員 風戸　真理 1,170 生産現場における人とモノの関係性にみる社会主義経験の多様性と普遍性

転出 研究戦略センター 助教 小川　さやか 780 中古品と非正規品の越境交易にみる現代アフリカの消費文化に関する研究

外来研究員 相島　葉月 1,040 現代エジプトのオルタナティヴ・モダニティとしての空手実践に関する社会人類学的研究

新規 外来研究員 鈴木　博之 1,170 言語多様性の記述を通して見る中国雲南省チベット語の方言形成の研究

新規、転出 機関研究員 松本　雄一 2,470 ペルー中央高地における初期文明形成過程の研究

新規 外来研究員 武田　和久 3,120 17-19世紀南米ラプラタ地域イエズス会布教区の住民名簿に関する歴史人類学的研究

新規 研究戦略センター 助教 河合　洋尚 1,300 漢族的特色の空間利用とエスニシティの再編――中・越隣接エリアの調査研究

新規 文化資源研究センター 助教 川瀬　慈 910 アフリカの無形文化保護における民族誌映画の活用

新規 研究戦略センター 機関研究員 加賀谷　真梨 1,430 高齢者介護と相続の相関にみる沖縄の「家族」に関する人類学的研究

新規 民族社会研究部 准教授 太田　心平 1,170 博物館展示の再編過程の国際比較による「真正な文化」の生成メカニズムの解明

　　10件（-転出3件） 12,480

挑戦的萌芽研究 文化資源研究センター 教授 久保　正敏 1,820 動的共創型デジタルアーカイブズ構築―梅棹忠夫資料に基づいて

　　　 1件 1,820

研究活動スタート支援 外来研究員 柳沢　英輔 910 ベトナム中部地域におけるゴング文化の動態―楽器の製造・流通に着目して

外来研究員 新本　万里子 1,170 生理用品の流入による女性の身体観の変容：パプアニューギニアの事例から

文化資源研究センター 機関研究員 呉屋　淳子 1,300 現代沖縄の高等教育機関における琉球芸能の継承と創生に関する研究

転入 外来研究員 長坂　康代 1,170 ベトナム・ハノイにおける都市民衆の相互扶助に関する人類学的研究

転入 外来研究員 猪股（松井）智子 1,560 女性移民・人身売買被害者支援運動の変容とその多元的リアリティの解明:タイを事例に

新規 先端人類科学研究部 機関研究員 浜田　明範 780 西アフリカにおける生権力の複数性：ガーナ南部における結核対策を事例に

新規 先端人類科学研究部 機関研究員 吉田　ゆか子 390 モノからみる芸能文化のグローバル化―バリの仮面と楽器を事例として

　　 　7件 7,280

研究成果公開促進費 学術図書 外来研究員 大場　千景 1,800 無文字社会における歴史の生成と記憶の技法

学術図書 外来（学振ＰＤ） 岡部　真由美 1,500 「開発」を生きる仏教僧

学術図書 外来研究員 舟橋　健太 1,200 現代インドに生きる〈改宗仏教徒〉

データベース 文化資源研究センター 教授 久保　正敏 5,100 梅棹忠夫資料のデジタルアーカイブズ

　　 4件 9,600

特別研究員奨励費 ＰＤ 梶丸　岳 800 民族誌記述による一般歌掛け論の人類学的構築

ＰＤ 八塚　春名 1,200 タンザニアにおける狩猟採集民の生業複合に関する研究

ＰＤ 岡部　真由美 1,100 タイにおける仏教僧ネットワークにみるコミュニティの編成過程に関する人類学的研究

新規 ＰＤ 市川　彰 1,300 紀元後５世紀イロパンゴ火山噴火前後のメソアメリカ太平洋沿岸部の生業と社会の研究

新規 ＰＤ 比嘉　夏子 1,200 社会空間の動態と行為の演劇性をめぐる人類学的研究：ポリネシアにおける贈与の全体性

外国人特別研究員 小長谷有紀/CAIJILAHU 700 内モンゴルにおけるシャマニズムと民間医療に関する文化人類学的研究

　　 　6件 6,300

総　　計 169,820































































日時：平成25年10月25日（金）18:30～20:40（開場17:30）

場所：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）

天候：雨

開催日程

開催場所

募集定員 A 600 名 600 名 600 名 600 名

参加申込総数 B 604 名 785 名 465 名 691 名

申込者出席数 C 426 名 555 名 249 名 391 名

当日参加者数 D 1 名 9 名 9 名 12 名

参加者総数 E=C＋D 427 名 564 名 258 名 403 名

申込者出席率 C/B 70.5% 70.7% 53.5% 56.6%

アンケート回答者数 F 268 名 387 名 208 名 293 名

アンケート回答率 F/E 62.8% 68.6% 80.6% 72.7%

過去の公開講演会テーマ

　平成２４年度　国立民族学博物館公開講演会　「だから人類は地球を歩いた―太平洋へ アメリカへ」 


　平成２３年度　国立民族学博物館公開講演会　「ワタシのIBASHO-新しい『ふるさと』像を求めて｣

　平成２２年度　国立民族学博物館公開講演会　「世界の結婚事情　－セネガル、中国、フランスから考える」

日経ホール

国立民族学博物館公開講演会

ミャンマー　刻んだ歴史　未来へのまなざし」

参加内訳状況及び、アンケート集計結果報告

平成24年度平成2５年度

平成24年１0月26日（金）

（注）アンケート集計内の％は、すべて小数点第二以下を四捨五入した数値である。

（小数点第二位以下四捨五入）

平成23年度 平成22年度

日経ホール

平成25年１0月25日（金）

日経ホール

平成22年１０月29日（金）平成23年１1月4日（金）

日経ホール



（名）

申込者数（a） （a）／申込者数合計 参加者数（b） （b）／参加者数合計 出席率（b/a）

ハガキ 126 20.9% 58 13.6% 46.0%

ＦＡＸ 105 17.4% 57 13.3% 54.3%

メール 365 60.4% 261 61.1% 71.5%

一般招待者 8 1.3% 7 1.6% 87.5%

教員招待者＊ － － 43 10.1% －

当日参加 － － 1 0.2% －

合計 604 100% 427 100% 70.7%

（名）

都道府県等 参加者数

東京都　　 264

神奈川県　　 42

千葉県　　　 36

埼玉県　 29

茨城県 3

群馬県 2

福島県 2

栃木県 1

北海道 1

中部地方 1

関西地方　　　　 2

住所不明 44

合計 427

＊教員が直接参加証を配布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小数点第二位以下四捨五入）

※参加証は　直接教員による手渡しのため、ハガキに住所等の記載がなく確認不可

（伊勢崎市、伊波郡）

（須賀川市、白河市）

（静岡県）

（教員招待者※　　43名を含む）

（大阪府、奈良県）

（佐野市）

（札幌市）

（さいたま市、所沢市、川口市、外）

（横浜市、川崎市、座間市、鎌倉市、外）

（鉾田市、守谷市）

平成25年度　　公開講演会参加状況内訳

申込方法別参加状況

都道府県等別参加者状況

備　　　考

（国立市、多摩市、町田市、外）

（千葉市、市川市、船橋市、外）



1. 公開講演会は何でお知りになりましたか（複数回答あり）。

（名）

日本経済新聞 49
月刊みんぱく9月号挟み込みチラシ 11
月刊みんぱく10月号 5
みんぱくカレンダー（冊子） 0
ポスター・チラシ※1 29
ホームページ※2 8
メーリングリスト 11
案内状をもらって 109
友人や知人から聞いて 50
その他※3 11
無回答 3

286

※1　ポスター・チラシを見た場所
みんぱく 0
大学 9
公共図書館 8
役所、公立施設 1

2
博物館・美術館 1
職場 1
日経ホール 1
その他 2
無記入 4

計 29

※2　ホームページ
8

計 8

※3　その他
読売新聞 1

1
Facebook 1
田村先生より 5
大学図書館 1
職場での案内 1
記述なし 1

計 11

アンケート集計結果報告

計

文化センター・生涯学習施設

日本ミャンマー友好協会メール連絡

49 

11 

5 

0 

29 

8 

11 

109 

50 

11 

3 

0 20 40 60 80 100 120

日本経済新聞 

月刊みんぱく9月号挟み込みチラシ 

月刊みんぱく10月号 

みんぱくカレンダー（冊子） 

ポスター・チラシ※1 

ホームページ※2 

メーリングリスト 

案内状をもらって 

友人や知人から聞いて 

その他※3 

無回答 

1.講演会を何で知ったか 

日本経済新聞 
17.1% 

月刊みんぱく9月号

挟み込みチラシ 
3.8% 

月刊みんぱく10月

号 
1.7% 

みんぱくカレンダー

（冊子） 
0% 

ポスター・チラシ※1 
10.1% 

ホームページ※2 
2.8% 

メーリングリスト 
3.8% 

案内状をもらって 
38.1% 

友人や知人から聞

いて 
17.5% 

その他※3 
3.8% 

無回答 
1.0% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



2. 公開講演会の参加について
（名）

今までに参加したことがある 131
今回初めての参加 137
無回答 0

268

【参考】　初参加者が講演会を何で知ったか（複数回答あり）

（名）

日本経済新聞 35
3

月刊みんぱく10月号 0
みんぱくカレンダー（冊子） 0
ポスター・チラシ 22
ホームページ 2
メーリングリスト 2
案内状をもらって 25
友人や知人から聞いて 42
その他 9
無回答 1

141

月刊みんぱく9月号挟み込みチラシ

計

計

35 

3 

0 

0 

22 

2 
2 

25 

42 

9 

1 

0 10 20 30 40 50

日本経済新聞 

月刊みんぱく9月号挟み込みチラシ 

月刊みんぱく10月号 

みんぱくカレンダー（冊子） 

ポスター・チラシ 

ホームページ 

メーリングリスト 

案内状をもらって 

友人や知人から聞いて 

その他 

無回答 

【参考】 初参加者が講演会を何で知ったか 

今までに参

加したこと

がある 
48.9% 

今回初めて

の参加 
51.1% 

無回答 
0.0% 

（小数点第二位以下四捨五入） 

日本経済新聞 
24.8% 

月刊みんぱく9月

号挟み込みチラ

シ 
2.1% 

月刊みんぱく10

月号 
0.0% 

ポスター・チラシ 
15.6% 

ホームページ 
1.4% メーリングリスト 

1.4% 

案内状をもらって 
17.7% 

友人や知人から

聞いて 
29.8% 

その他 
6.4% 

無回答 
0.7% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



3. 今回参加された理由は（複数回答あり）

（名）

みんぱくに興味があるから 80
文化人類学・民族学に興味があるから 114

189
その他 21
無回答 2

406

【参考】　初参加者が参加した理由は（複数回答あり）

みんぱくに興味があるから 20
文化人類学・民族学に興味があるから 36

116
その他 9
無回答 1

182

今回の講演会のテーマに興味があるから

計

今回の講演会のテーマに興味があるから

計

（小数点第二位以下四捨五入） 
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３．参加理由 

20 
36 
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9 
1 
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味
が
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そ
の
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無
回
答 

【参考】初参加者の理由 



4. 今回の公開講演会の内容はどうでしたか。
（名）

①理解 よくわかった 120
わかった 118
わからなかった 7
よくわからなかった 0
無回答 23

268

②興味 大変興味深かった 139
興味深かった 88
あまり興味をもてなかった 6
無回答 35

268

①の理由（一部抜粋。重複意見は省略）　※感想のみの記載は質問9に移動

よくわかった、わかった理由

わからなかった理由　　　

②の理由（一部抜粋。重複意見は省略）　※感想のみの記載は質問9に移動

大変興味深かった、興味深かった理由

あまり興味が持てなかった理由

計

計

・的をしぼった話でした。
・ミャンマーという国の本質的な違いを分かりやすく話された。未来への期待も大きい。
・アウンサンスーチーさんの話が整理されていてよかった

・ミャンマー、仏教に関心があるから

・「はじめに仏教ありき」で民主化の話をされるととてもわかりにくい。信仰と生活倫理とも違うものがあると思うので、
  少し頭を切り替えて討議していくのもよいのではないでしょうか。

・仏教を通じた歴史、文化が連綿と続いてきたことを今後の民主化との関わりがいかに結びつくのか、
  今一つ判り難かった。（パネルディスカッションの前の感想）

・両講演とも終了ちかくに結論らしきものがあって説明不足と感じた。

・ミャンマー語ビデオの解説付き説明は大変よくわかった。

・学術的すぎ。日経主催なのでもう少し現在のビジネス状況も教えてほしかった。

・仏教国としてタイとはどう違うのか興味が沸いた。

・日本側の捉え方として興味深い。
・民主主義は宗教が絡む、故に民主化の難しさを感じた。
・伊野先生のスーチー氏の分析は　目からウロコだった。
・一般的なレベルの内容より突っ込んだものだった。

・本を読んだだけではわからないことをお聞きすることができ興味深かった。

・話の内容が具体的でビジュアル資料も多く、わかりやすかった。
・説明がわかりやすい
・ミャンマーについての知識、現地経験を有しているので“解りやすい”
・講演者の方ｊはとても丁寧に説明しながら話してくださいました。
・ディスカッションが発表を理解するうえで役立った。プレゼンの方法をもう少し考えてもよいかも。
・短時間にまとめてくださって　映像も入れ、実際に足を運んでくださった熱意。

・未知の国　ミャンマー。あまり知られていないし報道もされない所なので興味深く拝聴できた。
  また、現場、その国の中からの報告も興味深かった。

・私たち日本人のもつ仏教信仰も　再度見直してみるべきかと　今更ながら思わせてくれた。

・内容が薄いように感じられる

・ミャンマーについて本を編集したいので。
・人間関係の原理が非常に面白かったです。

・日本がビルマに学ぶことは何か？
・自宅軟禁であっても　定時に演説している時代もあったので。

文
化
人
類
学
・民
族
学
に
興
味
が
あ
る

今
回
の
講
演
会
の
テ
ー
マ
に
興
味
が
あ

よくわかっ

た 
44.8% 

わかった 
44.0% 

わからな

かった 
2.6% 

よくわから

なかった 
0.0% 

無回答 
8.6% 

4-1 理解  

大変興味

深かった 
51.9% 

興味深

かった 
32.8% 

あまり興

味をもて

なかった 
2.2% 無回答 

13.1% 

4-2 興味  

（小数点第二位以下四捨五入） 



5. 国立民族学博物館（みんぱく）はご存知ですか（複数回答あり）。

（名）

今回初めて知った 48

名前は知っているが行ったことはない 119

行ったことがある 86

友の会会員でもある（あった） 13

その他 5

無回答 6

277

6. みんぱくを知ったきっかけは何ですか。（複数回答あり）
（名）

今回の講演会の情報を知って 61

館員の著作物や新聞記事を読んだ 58

研究や仕事に関係がある（あった） 58

ホームページを見た 21

遠足・研修で利用した 10

その他※ 76

無回答 18

302

※　その他

13

友人・知人からの紹介 9

7

11
教員の知り合い 3
新聞 2
その他 16
無記入 15

計 76

梅棹忠夫

訪問による

以前の講演会・シンポジウム等に参加して

計

計
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5. 「みんぱく」を知っているか 
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そ
の
他
※
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回
答
 

6. 「みんぱく」を知ったきっかけ 

今回初めて

知った 
17.3% 

名前は知って

いるが行ったこ

とはない 
43.0% 

行ったことがあ

る 
31.0% 

友の会会員で

もある（あった） 
4.7% 

その他 
1.8% 

無回答 
2.2% 

（小数点第二位以下四捨五入） 

今回の講演会

の情報を知っ

て 
20.2% 

館員の著作物

や新聞記事を

読んだ 
19.2% 

研究や仕事に

関係がある

（あった） 
19.2% ホームページを

見た 
7.0% 

遠足・研修で利

用した 
3.3% 

その他※ 
25.2% 

無回答 
6.0% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



7. 今後とりあげるテーマにご希望があればお聞かせ下さい。

【世界の国々について】

【世界の人々の生活】

【日本について】

【その他】

・中央アジア
・東南アジアの仏教信仰のあり方と歴史、仏像彫刻の変遷
・北東アジア狩猟民（アイヌ、マブナ）ナラ林文化について

・ミャンマー（社会をより具体的に、ナッのこと（Ｎａｔ）、ロヒンギャ問題）
・他のアジア地域各国の地域情勢、文化人類学、歴史・特に弾圧の歴史

・現代モンゴル
・現代中国

・サンカ　アイヌ　民族学的講演会

・近国（韓　中　台湾）
・在日
・北朝鮮の民衆
・グアム・サイパン。北マリアナ等の考古学の現状
・何故マレーシアのムスリムの方がインドネシアのムスリムより厳格なのか（一般的に）
・中国、韓国との付き合い方、歴史的　文化的に
・インドに限らず　ヒンズー教の現在とこれからの展望について　ヨガとの関わり等
・現在のカースト制度の実態
・インドネシア　カンボジア
・ブータン
・アフリカと人類、経済発展、アフリカ諸国の歴史、文化、民芸
・オーストラリアのアボリジニ　ＮＺのマオリについて
・ブルガリア
・ヨーロッパの民族と国々の関係と歴史
・「ラオス」の現状
・イスラエルの（変遷）　歴史的なもの
・ASEAN各国の国民性と現状の経済環境の関係性
・アメリカ先住族の過去、現在、未来
・太平洋州の国々について

・仏教の各国の変化と現状、　社会に生かされている内容
・複数国における民族芸能の形式の共通性と相違から見えてくる祖先の姿（各民族の由来）
・世界の捕鯨の話　
・内戦（民族対立）
・民族（国家）としての独立に“民主制”がどのように関連するのか

・日本人論
・アジア関係と日本の結びつき
・現代日本社会の問題点（特に教育）　教育委員会、教員の立場

・経済　経営に関係のあるもの・海外の関わるもの
・民族を中心に各国を扱ってほしい
・スポーツ関係（オリンピックに関すること）

・民族宗教
・民衆　少数民族問題

・国連はまともに機能しているのか。
・映画　　鉄道　ほか　公共交通
・縄文人と文化に関するもの
・牛乳文化に関する内容
・盆踊り大会について
・父性　母性の時代は地域的変遷にふれるもの
・人間の本当に生くべきみちに就いて
・民博コレクション　民族など
・家族やパートナーシップにつなげたテーマ
・人権宣言のあたり

・世界中で戦争をなくすにはどうしたらよいか？
・宗教対立の中での文化の保存について

・各民族の性生活について
・照葉樹林文化論の現在について
・人類文化と生き物の関係　
・昆虫食



8. よろしければお答え願います。
8-1　性別 （名）

①性別 男 166
女 99
無回答 3

268

8-2 年齢 （名）

②年齢 10代 1 22.8%
20代前半 19
20代後半 7
30代前半 8
30代後半 8
40代前半 18
40代後半 15
50代前半 19
50代後半 14
60代前半 34
60代後半 42
70代前半 28
70代後半 17
80代以上 12
無回答 26 9.7%

268

8－3　職業 （名）

③職業 学生 24
会社員 53
公務員 2
教員 12
団体職員 8
自営業 11
パート・アルバイト 1
主婦 10
無職 61
その他 34
無回答 52

268

計

計

計

36.9%

30.6%

男 
61.9% 

女 
36.9% 

無回答 
1.1% 

8-1 性別  

（小数点第二位以下四捨五入） 

学生 
9.0% 

会社員 
19.8% 

公務員 
0.7% 

教員 
4.5% 

団体職員 
3.0% 

自営業 
4.1% 

パート・アルバイト 
0.4% 主婦 

3.7% 

無職 
22.8% 

その他 
12.7% 

無回答 
19.4% 

８-３ 職業 

（小数点第二位以下四捨五入） 

10代 
0.4% 

20代前半 
7.1% 20代後半 

2.6% 

30代前半 
3.0% 

30代後半 
3.0% 

40代前半 
6.7% 

40代後半 
5.6% 

50代前半 
7.1% 

50代後半 
5.2% 

60代前半 
12.7% 

60代後半 
15.7% 

70代前半 
10.4% 

70代後半 
6.3% 

80代以上 
4.5% 

無回答 
9.7% 

8-2 年齢 

（小数点第二位以下四捨五入） 



9. その他ご感想、ご意見、ご希望をお書き願います。【一部抜粋】

【感想】

・今日は本当に有益（面白い）な話を伺えて楽しかったです。

・参加して良かったです。
・もっと何回も講演会や　セミナーなどをご開催ください。

・大変興味深い講演を聴かせて頂きありがとうございました。
・大阪へはなかなかいけない。東京の開催はありがたいです。

・本日は　仏教への関心に基づいて参りましたが　国際的問題に言及する話を聞き、大いに学べる場であると思いました。
・ビルマ、ミャンマーの表現、現政権にとってもいいように使われているのですか？
・日本における仏教の日本人の心にある仏教とはどのように教えたらいいのか、神社、寺に行くとき、
　何も抵抗感がないのはなぜか。改めて考えさせられた。

・何も知らなかったことがわかり目からウロコでした。

・田村さんの最後のコメント、「日本において明治維新の時に新しい概念を作っていった」　これにはしびれました。
　ミャンマーの民主化はまだまだ先のこと、大変なことですね。でも、今後とも興味を持ち続けることになりそうです。

・ミャンマーの普通の人の声を聴いてみたい。

・それぞれの先生方の深いウンチクが聞けて知識のためになった。また、ミャンマーの不安定さが理解できた。
・東京での活動　期待しています。
・夜間開催、出席は初めてのはずです。たまには　日経ホールも訪れたいので良かった。（好都合であった）
・このレクチャーにより　世界情勢の一端を知ることができ関係の皆様にお礼申し上げます。
・みんぱくに今度行きたいと思いました。

・この冬　旅を大阪にしたとき訪問予定でしたが交通事情等から断念した経緯があります。
　その節、新大阪駅前のホテルの若いホテルマンが貴館の存在を知らなかったことにショックを受けました。
　来冬も大阪旅行の予定あり、今度はお訊ねする予定です。

・国の狭い日本は　多様化としてとても平和な国だとは思うも文化が遅れている国の方が平和な感じも受けとめられました。
・非常に西欧的　アウンサンスーチー氏と仏教の関係をしり、興味深かった。
・講演、パネルディスカッションとも　時間的に少々短かい、週末昼間など　時間を長めに設定した方が、
　より深い議論が可能だと思う。

・大変有意義であった。
・ミャンマーの様々な面を聴くことができて興味が沸いた。時間が短く感じられました。
・大変面白かった。登壇した方の話も上手で飽きさせないただ時間が短いのが残念。

・貴重な会を開いてくださり、受講できましたことで今後の糧となるようにいたします。ご尽力に感謝します。

・田村先生のお考えが大変良かったと思います。

・毎年　いろいろな観点から世界を知ることができ楽しみで待ち遠しい。
・仏教を基礎とした国の統治が異教徒をどのように平和的に取り込むことができるのか興味が沸いた。

・スーチーさんの政治的なお話と思っていましたが、精神の革命と政治なのだとわかりました。
　もっともっと聞きたかったです。ミャンマーの人たちに親近感がわきました。

・仕事半分　興味半分　楽しい時間でした。次回も期待しています。
・みっちりとした充実の学びの機会を許され感謝　人の地球の歴史を過去から現在までに知る機会を得　ありがたい。

・伊野先生のお話が大変深いものであった
・毎年この講演会を楽しみにしています。これからも続けてください。
・軍政から民主化へゆっくりと進んでいってほしいと思います。
　軍政が続いているのに重要だからといって経済関係を取り結ぼうとするのはあまりよくないのではないかと思います。

・ちょうど先週　ミャンマー旅行に行ったばかり　大変興味深い話が聞けました。

・ミャンマーは長い実質的な鎖国の後、対外開放に動きグローバル化の流れに身を投ずることになるが、
　今日話のあった伝統との軋轢や貧富の差の拡大　民族対立、宗教対立の顕在化　どのように収束していくのか心配。

・ミャンマーについてより深く知りたいと思った。イスラム教徒の多い東南アジアにおいて
　ビルマの仏教徒の位置づけを考えたいと感じた。

・あいにくの雨模様、台風予報で迷いながら参加しましたが　参加できてよかった。ありがとうございました。
・スーチーさんのビデオ　貴重な資料を見ることができて有意義でした。

・ビルマをテーマにするなら在日ビルマ人たちも呼んで彼らを通しながら学べる事を追求して発展させてほしい。

・スタート時間を早くして欲しい。

・東京、関東でももっと展示会などを行ってほしい。
・「みんぱく」の展示会を今後とも東京関東でやってほしい。

・また機会がありましたら　参加したく思っています。（元気でいる間健康で）
・約３０年ぶりにミャンマーに行ってみたくなった。隣国　宗教は　いずれの地域でも課題だと思う。
　ミャンマーがどう道をつけていくのか見ていきたい。

・一昨年までは　異分野の先生も参加されて刺激的な内容でした、民博らしさが感じられました。
・改めてミャンマーの現実を多様的に学ぶことが出来ました。
・内容も興味深かったですが、田村先生の写真が大変うつくしく楽しく感じました。
　スーチー氏の演説映像に添っての伊野先生のご説明はとても迫力がありました。ミャンマーに行ってみようと思いました。

・昼間に開催してほしい

・国立民族学博物館　更なる活動、国民へのＰＲよろしく

・資料を活用し、スライド拡大して　対応した講演の仕方を中心にしてほしかった。
・ごあいさつは　代表ひとりで。民族博物館　東京にも創ってほしい。
・講演内容を後日ネットで確認できるとよいと思います。
・パネルディスカッションをさらに　時間を割いてもよいのではないでしょうか。もう少し時間があってもよい。

・パネルディスカッションではいろいろな角度からの議論があって刺激的でした。
・もう外国にもよう行かないので、また珍しい事を教えてほしい。

・民博は一度だけ　訪ねましたが扱う範囲が広く　とても理解するまでとはいきませんでした。
　もう少ししぼった展示は　難しいでしょうか。日本に一つだけとは淋しいです。
　係員の感じがとてもよかったことが思い出されます。

【その他要望】

・特別展等　巡回展をしてほしい。







日時：平成26年3月20日（木）18:30～20:45（開場17:30）

場所：オーバルホール（大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞社ビル内）

天候：雨

開催日程

開催場所

募集定員 A 480 名 480 名 480 名 480 名

参加申込総数 B 395 名 430 名 624 名 344 名

申込者出席数 C 279 名 303 名 437 名 210 名

当日参加者数 D 24 名 12 名 18 名 19 名

参加者総数 E=C＋D 303 315 名 455 名 229 名

申込者出席率※ C/B 70.6% 70.5% 70.0% 61.0%

アンケート回答者数 F 199 227 名 344 名 193 名

アンケート回答率※ F/E 65.7% 72.1% 75.6% 84.3%

過去の公開講演会テーマ

　

　　平成24年度　公開講演会「なんだ日本の文化って？-芸能からMANGAまで」

平成22年度

オーバルホール

平成25年度

平成２６年３月２0日（木）

国立民族学博物館公開講演会

働き者と、ナマケモノ!?－「はらたきかた」文化論

参加内訳状況及び、アンケート集計結果報告

平成23年度平成24年度

オーバルホール

平成24年3月16日

（注）アンケート集計内の％は、すべて小数点第二以下を四捨五入した数値である。

平成２５年３月２２日（金）

オーバルホール

平成23年3月18日

オーバルホール

　　平成23年度　公開講演会「ヨーロッパと日本の宗教－問いなおされる救済のかたち－」

　　平成22年度　公開講演会「自然と向きあう人びとの今－太平洋とアフリカに見る－」



（名）

申込者数（a） （a）／申込者数合計※ 参加者数（b） （b）／参加者数合計※ 出席率（b/a）※

ハガキ 97 23.2% 71 23.4% 73%

ＦＡＸ 74 17.7% 55 18.2% 74%

メール 206 49.1% 143 47.2% 69%

招待者 13 3.1% 7 2.3% 54%

来館・電話受付 5 1.2% 3 1.0% 60%

当日参加 24 5.7% 24 7.9% －

合計 419 100% 303 100% ＊７０．６%

（名）

都道府県等 参加者数

大阪府（大阪市内） 83

その他 116

計 199

兵庫県（神戸市） 24

その他 40

計 64

京都府（京都市） 9

その他 2

計 11

奈良県 14

和歌山県 2

滋賀県 3

関東地方 2

香川県 1

広島県 2

岡山県 1

合計 299

住所不明 4

総合計 303

（東京都、神奈川県）

（左京区、上京区、西京区、北区）

（長岡京市、八幡市）

（堺市、吹田市、豊中市、茨木市、八尾市、東大阪市、寝屋川市、外）

（東灘区、須磨区、灘区、垂水区、北区、外）

（伊丹市、西宮市、宝塚市、明石市、尼崎市、川西市、芦屋市、他）

※：小数点第二位以下四捨五入

平成25年度　　大阪公開講演会参加状況内訳

参加者方法別参加状況

＊申込者のみの出席率　(303-24)÷395

都道府県別参加者状況

備　　　考

（北区、都島区、福島区、中央区、淀川区、東住吉区、住之江区、此花区、外）

　



1. 公開講演会は何でお知りになりましたか（複数回答あり）。

（名）

毎日新聞 36
月刊みんぱく2月号 7
月刊みんぱく3月号 2
ポスター・チラシ※1 40
ホームページ・Facebook　※2 17
メーリングリスト 3
案内状をもらって 88
友人や知人から聞いて 17
J:COM情報番組 1
その他　※3 3
無回答 1

215

※1　ポスター・チラシを見た場所
みんぱく 4
大学 5
公共図書館 9
役所、公立施設 2
文化センター・生涯学習施設 2
博物館・美術館 3
職場 1
オーバルホール 2
その他 2
無記入 10

計 40

※2　ホームページ・Facebook　
みんぱく 2
facebook 1
無記入 14

計 17

※3　その他
家族から 2
朝日新聞 1

計 3

アンケート集計結果報告

計
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毎日新聞 

月刊みんぱく2月号 

月刊みんぱく3月号 

ポスター・チラシ※1 

ホームページ・Facebook ※2 

メーリングリスト 

案内状をもらって 

友人や知人から聞いて 

J:COM情報番組 

その他 ※3 

無回答 

1.講演会を何で知ったか 

毎日新聞 
16.7% 

月刊みんぱく2月号 
3.3% 

月刊みんぱく3月号 
0.9% 

ポスター・チラシ※1 
19% 

ホームページ・

Facebook ※2 
7.9% 

メーリングリスト 
1.4% 

案内状をもらって 
40.9% 

友人や知人から聞

いて 
7.9% 

J:COM情報番組 
0.5% 

その他 ※3 
1.4% 無回答 

0.5% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



2. 公開講演会の参加について
（名）

今までに参加したことがある 131
今回初めての参加 67
無回答 1

199

【参考】　初参加者が講演会を何で知ったか（複数回答あり）

（名）

毎日新聞 16
2

月刊みんぱく３月号 2
ポスター・チラシ 22
ホームページ、Facebook 7
メーリングリスト 1
案内状をもらって 5
友人や知人から聞いて 10
J:COM情報番組 1
その他 3
無回答 0

69

計

計

月刊みんぱく２月号 16 
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月刊みんぱく２月号 

月刊みんぱく３月号 

ポスター・チラシ 

ホームページ、Facebook 

メーリングリスト 

案内状をもらって 

友人や知人から聞いて 

J:COM情報番組 

その他 

無回答 

【参考】 初参加者が講演会を何で知ったか 

今までに参

加したこと

がある 
65.8% 

今回初めて

の参加 
33.7% 

無回答 
0.5% 

（小数点第二位以下四捨五入） 

毎日新聞 
23.2% 

月刊みんぱく２

月号 
2.9% 

月刊みんぱく３

月号 
2.9% 

ポスター・チラシ 

ホームページ、
Facebook 

10.1% 

メーリングリスト 
1.4% 

案内状をもらって 
7.2% 

友人や知人から

聞いて 
14.5% 

J:COM情報番組 
1.4% 

その他 
4.3% 

無回答 
0.0% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



3. 今回参加された理由は（複数回答あり）

（名）

みんぱくに興味があるから 84
文化人類学・民族学に興味があるから 109

135
その他 10
無回答 0

338

【参考】　初参加者が参加した理由は（複数回答あり）

みんぱくに興味があるから 19
文化人類学・民族学に興味があるから 23

53
その他 5
無回答 0

100

今回の講演会のテーマに興味があるから

計

今回の講演会のテーマに興味があるから

計

（小数点第二位以下四捨五入） 
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4. 今回の公開講演会の内容はどうでしたか。
（名）

①理解 よくわかった 93
わかった 84
わからなかった 10
無回答 12

199

②興味 大変興味深かった 77
興味深かった 91
あまり興味をもてなかった 19
無回答 12

199

①の理由（一部抜粋。重複意見は省略）　※感想のみの記載は質問9に移動

よくわかった、わかった理由

わからなかった理由　　　

②の理由（一部抜粋。重複意見は省略）　※感想のみの記載は質問9に移動

大変興味深かった、興味深かった理由

・カツオ漁師というTVでは漁場の苦労などを時たま見、口にする魚ですので
　船内の生活空間など興味深いかったですが　もうすこし　突っ込んでほしかった。

・震災や職と教育の関連性については特に知りたかったことなので。

・教育と食という分野はもともと関心の深い分野。新味のある分野が好奇心を満足させてくれた。

・取り扱うテーマ（地域性）が対比的であり　興味深いです。
・講演者のまとめ方がお上手でした。
・講師の話し方が大変よかった。
・体験された方の報告（２件とも）で　インパクトがあった。
・プロジェクターが分かりやすかった。

・フィンランドの勤勉に関する意識、また、カツオ漁師にまつわるエピソードが非常に興味深かったです。

・フィンランドの話は時間が短かったので　あまりよく分からなかった。
・もっと違ったきりくちでの話があるのではと思った。

・フルタイムで働くことが難しい自分が一人でもやっていけるヒントがあるかもと思ったのです。
　タイの話が大変面白かったのですが、駆け足で残念でした。季刊民族学読み直します。

・変わった視点からの講義で楽しかった。
・人生における労働の価値観の違いが新鮮だった。
・漁船の話を聞けるのはめずらしい。
・カツオ狩りの生活ぶりがよく分かる。先生の話し振りが良かった。

・フィンランド人の働き方と日本人の違いについて面白く聞けた。カツオ漁についてほんとうに珍しく興味深く聞けた。

・言葉づかい　話の切り口　感情等が良かったので頭に入りやすい。

・フィンランドがすきなので　また　人材ビジネスに携わっているので　はたらきかたの話は興味深かった。

・解かりやすく話され日本との違いが大変よくわかった。　
・実体験をもとにした話であり大変よく理解できました。
・講演者が楽しみながら研究し、現地でともに生活し、実態を調べているという感じ、よく分かりました。
・現地での実体験の説明がくわしく、普段接する機会のない別世界での話は興味深く大変よかった。
・働くことの意味を考えているので、とても面白く拝聴した。

計

計

・特に講演１はお話の運び方が明瞭でシンプルな気付きがあり「わかった」と感じました。

・日本との比較、ホットな話題との関連性があったから。
・フィンランドを例に話されたが、これによってこれまで疑問に思えていた事の一部がよく分かった。
・「日本の労働観が世界の常識ではないはず」という思いがあったので、
　その考えを肯定できるような内容であり新たな価値観を得ることができて良かった。

・適切なコメンテーターの補足でよく理解できました。

・普段知ることのない人々の生活についてお話をきくことで働き方に対する様々なとらえ方ができると感じました。

・結論的にまとまっていないように感じた
・私には意図、狙いが伝わりにくかった

・働き方は分かったが　文化論がよく分からなかった。
　その働き方を支える（働き方に通ずる)文化や考え方にもっと焦点をあててほしかった。

・タイ人の価値観について大変興味が沸きました。

・スライドもあり、話も簡潔で分かりやすかった。
・写真や実体験のお話から様子がよく伝わってきた。

・パワーポイント使用で視覚的にも理解しやすかった。

・フィンランドの一般国民の働き方に対する考え方に興味を覚えた。
・国の経済状況がそう違わないのに働き方が大変違うのはなぜかに関心があった。
・日本のサラリーマンの働き方、働かされ方をどう評価されているのか聞きたい。

・迫力のある楽しいお話でした。

・もう少し実例（具体的な）が知りたかった

・大学生の子どもがいます。卒業後どのような働き方を選択するか、親としてアドバイスする参考にしたいと思いました。
・フィールドワークが面白そうだと思った。

文
化
人
類
学
・
民
族
学
に
興
味
が
あ
る
か

今
回
の
講
演
会
の
テ
ー
マ
に
興
味
が
あ
る

大変興味深

かった 
38.7% 

興味深かった 
45.7% 

あまり興味を

もてなかった 
9.5% 

無回答 
6.0% 4-② 興味  

（小数点第二位以下四捨五入） 

よくわかった 
47% 

わかった 
42% 

わからなかっ

た 
5% 

無回答 
6% 4-① 理解 



あまり興味が持てなかった理由
・フィンランドの道徳的基盤は何なのか。
・２つの論題に対して関連性が見えなかった。
・おもしろいと感じなかったから。
・客観的な情報よりフィールドワーク調査で見た聞いた生々しい光景が声の方が説得力があると思う。
・もうちょっと深掘りしてほしい。思いのほか表面的だった。
・主旨に対する鋭い言及が少なかったように思います。
・大筋をイメージして話を展開されたが、もっと追究した話が欲しかった。
・興味深いがこの分野は　結論付けるのがむずかしいか？



5. 国立民族学博物館（みんぱく）はご存知ですか（複数回答あり）。

（名）

今回初めて知った 8

名前は知っているが行ったことはない 23

行ったことがある 156

友の会会員でもある（あった） 13

その他 8

無回答 1

209

6. みんぱくを知ったきっかけは何ですか。（複数回答あり）
（名）

今回の講演会の情報を知って 22

館員の著作物や新聞記事を読んだ 65

研究や仕事に関係がある（あった） 34

ホームページを見た 23

遠足・研修で利用した 46

その他※ 64

無回答 9

263

※　その他

7

友人・知人からの紹介 10

12
教員の知り合い 4
新聞 3
その他 14
無記入 14

計 64

計

計
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5. 「みんぱく」を知っているか 
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6. 「みんぱく」を知ったきっかけ 

今回初めて

知った 
3.8% 

名前は知って

いるが行ったこ

とはない 
11.0% 

行ったことがあ

る 
74.6% 

友の会会員で

もある（あった） 
6.2% 

その他 
3.8% 

無回答 
0.5% 

（小数点第二位以下四捨五入） 

今回の講演会

の情報を知っ

て 
8.4% 

館員の著作物

や新聞記事を

読んだ 
24.7% 

研究や仕事に

関係がある

（あった） 
12.9% ホームページを

見た 
8.7% 

遠足・研修で利

用した 
17.5% 

その他※ 
24.3% 

無回答 
3.4% 

（小数点第二位以下四捨五入） 



7. 今後とりあげるテーマにご希望があればお聞かせ下さい。

【世界の国々について】
・ミャンマー
・各地のシャーマニズム
・太平洋諸国に関する研究
・人種問題（アジア内で日本の立場は？）
・各国のセクシャルマイノリティーと社会の関係
・地域ごとの「文化」について
・日中韓の文化の根源を探り、東アジアで共存する、民族の未来につなげる企画

【世界の人々の生活】
・イスラムの暮らし(一日、年間行事）　礼拝　食事　言語の習得法
・発展途上国（アジア、アフリカ、中南米）の高齢者の支え方、精神的満足度は？
・ワールドミュージック　宗教
・漁村社会、日本、アジア、北欧
・海外の育児について（日本が問題にしていることについて問題にしているのかそうでもないのか）
・民族における死生観、葬儀の違いなど。
・民族による「生きがい」の価値観の違い
・各地の家族（特に女性・子ども）の暮らし方
・紛争のない世界になるには？
・北欧の暮らし、ヨーロッパの余暇の過ごし方
・世界の先進国の「はたらきかた」について
・アフガンや中国、その他での少数民族の暮らし。どのように守るのか。
・国際紛争
・途上国へのまなざしについて　特にアジア　アフリカ

【日本について】
・日本の文化と異文化との比較
・国内外の葬送の地域の差
・日本のオタク文化と世界のオタク文化の違い
・日本列島（北海道より沖縄）の縄文弥生古代における統一（大和朝）が確立するまでの各地の生活様式の違いなど融合と様子
・日本人は、脱農耕民族化が必要か？経済的グローバル化と狩族民族化は関係があるのか？
・「日本の中の多文化」について
・沖縄
・アイヌ文化民俗

【その他】
・精神病、精神障害の世界のとらえ方、新しいリハビリ、世界の精神病院、精神化医療
・教育、教育方針の考え方
・食文化、食材
・祭り、民族音楽
・言語、宗教
・人口減、GDP減は減退なのか？
・文化とは
・ジェンダーの役割（セキュシャルマイノリティ的視点）
・文化（美術、音楽、芸術（文楽、フィルハーモニー）を廃止していく行政の問題

・住まい文化
・民族スポーツ

・交通発展史（鉄道の歴史）世界
・物事の認知の仕方の違い、分析など
・生活を考え直すヒントになるようなテーマ
・コミュニケーションの取り方
・動物生体
・結婚

・日本の偽装、世界の偽装ー今昔物語、
　ライセンス・食品。緑地、作曲をはじめ昨今のうんざりする各分野での偽装について

・研究者の歴史とテーマの重厚な紹介（澁澤敬三「だるま展」）



8. よろしければお答え願います。
8-1　性別 （名）

①性別 男 120
女 77
無回答 2

199

8-2 年齢 （名）

②年齢 10代 3
20代前半 7
20代後半 13
30代前半 2
30代後半 5
40代前半 5
40代後半 15
50代前半 10
50代後半 10
60代前半 32
60代後半 27
70代前半 23
70代後半 22
80代以上 11
無回答 14 7.0%

199

8－3　職業 （名）

③職業 学生 8
会社員 29
公務員 6
教員 8
医療関係 1
団体職員 6
自営業 6
パート・アルバイト 7
主婦 12
無職 69
その他 14
無回答 33

199計

15.1%

計

20.1%

57.8%

計

男 
60.3% 

女 
38.7% 

無回答 
1.0% 

8-1 性別  

（小数点第二位以下四捨五入） 

学生 
4.0% 

会社員 
14.6% 

公務員 
3.0% 

教員 
4.0% 

医療関係 
0.5% 

団体職員 
3.0% 

自営業 
3.0% 

パート・アルバイト 
3.5% 

主婦 
6.0% 

無職 
34.7% 

その他 
7.0% 

無回答 
16.6% 

８-３ 職業 

（小数点第二位以下四捨五入） 

10代 
1.5% 

20代前半 
3.5% 20代後半 

6.5% 

30代前半 
1.0% 30代後半 

2.5% 

40代前半 
2.5% 

40代後半 
7.5% 

50代前半 
5.0% 

50代後半 
5.0% 

60代前半 
16.1% 

60代後半 
13.6% 

70代前半 
11.6% 

70代後半 
11.1% 

80代以上 
5.5% 

無回答 
7.0% 

8-2 年齢 

（小数点第二位以下四捨五入） 



9. その他ご感想、ご意見、ご希望をお書き願います。【一部抜粋】

【感想】

・研究者の眼で見た観察　素晴らしいと思った。

【その他要望】
・４月からのみんぱく映画会　実質有料になるのが残念です。
・客席がフラットで画面が見えにくい。
・演者が顔の向きを変える毎に音声のレベルが変わる。卓上マイクよりピンマイクの方がよい。
・聴衆の中に画面が変わる都度　写真を撮る人がいて後ろの人には迷惑。⇒禁止しては？
・ホール内　少し寒かったです。

・みなさんよく研究なされていて　おもしろいパネルディスカッションでした。働けることに感謝すればよいですね。

・以前より世界の労働観に興味があった為、集中して講演を聞くことができた。労働と子どもの育ちへの影響も興味深かった。

・価値観や概念の問題を例と併せて展開されるので　自分の生活、人生観に大きくかかわると思えました。
　面白いだけではく自分の考え方にいかせると思いました。

・テーマと内容の結びつきが更にあれば更に興味深い中味となったと思います。

・教育が如何に重要か　義務教育だけでなく　国民全体のレベルアップを痛感しました。

・勤勉さでは日本もと思うが、夫々の国の価値観によって　その考え方も異なる点が面白かったです。

・日本では他民族の「働く」理由などわからないので、他国の日本式労働の事例は興味深かった。

・研究者の眼で見た観察　素晴らしいと思った。

・映像など使ったわかりやすい発表でした。

・フィンランドの話は　大阪府知事、前大阪市長、民間人区長に聞かせてやりたい。
・また　次回講演会には　行きたい。

・もっとじっくり時間をかけてお話を聞きたかったほど、面白い内容でした。
　こんな世界がある中で、じゃ日本はどうしたら働き方をもっと良くできるかについての議論も聞いてみたかったです。

・パネルディスカッションも含め面白い内容でした。時間が短かったくらいです。
・自分にとって「仕事とは何か、どんな働き方をしたいか」を考えたいと思う。
　またフィンランドのような働き方、仕事をしたいと思っても　日本の社会では　難しい。
　その上でどうしたいかを再度考えたい。

・一言で働くといっても多様性があり　一面だけでとらえるものではない。（良い点もあり、問題点もある）
　人間の受け止め方　奥深さ　など　考えされられた。

・新たな知識が増えて面白かった。

・フィンランドへいってみたい。

・安定した福祉国家ときびしい働き方と両極端の働き方が世の中にはあると思った。

・カツオ漁について考えたこともなかったのでとても興味深かったです。
・最後のディスカッションがよかった。国別の「はたらく」ことへの考えをもっと知りたい。

・フィンランドに行きましたが労働の価値観まで考えなかった。「カツオの狩人」も未知の世界のこと。
　二つのテーマを通して働くことの中味が少しわかりました。

・見方が変われば、理解度も変わる、多角的にものをみるくせをつけなければだめですね。

・時間を延長してでも話をもっと聞きたかった。

・スクリーンが低く資料がみえにくい

・３５分の内容としてはよく理解できました。
　フィンランド人の働き方の仕事の成果との関係をもっと聞きたいと思いました。

・労働とサカナの話なども聞いてみたい。あるいは、森や孤独と労働に対する感性との関係についても知りたい。
　カツオ漁船の男の欲望の話をもっと聞きたいと思いました。

・自分がはたらきもの？ナマケモノ？と自問自答しています。
・働き方を文化的にとらえることが面白かった。
・働くということが文化人類学あるいは社会文化学という学問になるということは面白いですね。

・毎年（４回目）聴講させていただき、興味深く勉強させていただいているので、今後もつづけていただけるよう希望します。

・また働き方に関してやってほしいです。

・国民全体の知的レベル向上に寄与願いたい。（知の解放）

・みんぱく紹介ビデオ上映が　多彩で深く興味が惹かれる内容で先進的だと思った。

・無料でかつ土産もいただき、興味深い話も伺えお得です。
　紙袋もパスケースもすごくかわいい、ありがとうございました。

・今　私のような若者（会社員、フリーター、どちらも）みな　この事を思っていると思います。
　この働き方ということもそうですが、生きる上で何を優先するのか価値観を考え直す必要があると思うし、
　また社会が　会社が押しつけではなくもっと若者が求めるものを受け入れれるようになると少しずつ変わる気がしました。








