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17:10～18:10 受　付

18:10～18:15 開　会

芹川 洋一  （日本経済新聞社大阪本社　編集局長）

18:15～18:20 挨　拶

松園 万亀雄  （国立民族学博物館　館長）

18:20～18:50 講　演 ①

「多文化共生を考える ― 音楽、テクノロジー、そして人」
松山 利夫  （国立民族学博物館　教授）

18:50～19:20 講　演 ②

「アボリジナル・コンピュータ ― 情報化社会における共生の知恵」
久保 正敏  （国立民族学博物館　教授）

19:20～19:30 休　憩

19:30～20:10 講　演 ③

「白豪主義から多文化主義へ ― オーストラリアの多民族共生社会に学ぶ」
関根 政美  （慶應義塾大学　教授）
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はじめに

国立民族学博物館（以下、民博）は日本経済新

聞社のご協力を得て、平成12年から東京で公開講

演会を開催しております。これまで「民族学と現

在」（12年）、「民族学と現在－凝集する民族・拡散

する民族」（13年）、「エイジレスな時代」（14年）、

「国際協力の現場から－人類学者の私的実践」（15

年）、「震災10年が問うＮＧＯ・ＮＰＯ－国際協力

への提言」（16年）、「家族のデザイン－韓国・中

国・日本、それぞれの選択」（17年）といったテー

マを取りあげてまいりました。毎回、ありがたい

ことに、みなさまからご好評をいただいておりま

す。

民博は、博物館をもっている研究所として、日

本の文化人類学・民族学の研究では中心的な役割

を果たしております。民博は大阪吹田市の大阪万

博跡地内に1974年、創設されました。民博には現

在、文化人類学・民族学および関連分野の研究者

が約60名おります。東京でのこの公開講演会は、

民博の研究者の研究成果の一端をご紹介すると同

時に、関西に立地する民博の存在を関東のみなさ

まにも広く知っていただき、さらに人類学は面白

い学問だということを知っていただくために開催

しております。毎年ご協力いただいている日本経

済新聞社に、厚く御礼申しあげます。

大学共同利用機関としての民博

民博は平成16年4月の国立大学法人化にともな

い、「大学共同利用機関法人・人間文化研究機構」

のなかの一機関になりました。民博のほかには、

「国立歴史民俗博物館」（千葉県佐倉市）、「国文学

研究資料館」（東京）、「国際日本文化研究センター」

ごあいさつ
― 国立民族学博物館公開講演会によせて ―

松園　万亀雄

（京都）、「総合地球環境学研究所」（京都）が一緒

になって、ひとつの法人「大学共同利用機関法人・

人間文化研究機構」を構成しております。

大学共同利用機関というのは、日本独自の方式

として、それぞれの分野において高度な学術研究

を進めることのできる中核的な研究拠点として設

置されました。国内外の大学の研究者たちが共同

で利用できる研究機関として活用されています。

法人化により、人間文化の諸分野を研究する上記

の五つの機関が一法人として統合されたわけです。

民博が果たすべき社会的な役割として、まず第

１に、大学共同利用機関として、国内・海外の研

究者に民博の研究資源を大いに活用してもらい、

館内の研究者と一緒になって共同研究を行い、国

際的な研究集会を開催し、それらの成果を学会だ

けではなく市民のみなさまにも広く公開するとい

う役割があります。

民博の第２の役割として、上記のことと関連し

ますが、民博がもっている厖大な研究資源を外部

の研究者に大いに利用していただくために、利用

しやすいような体制を整備する、ということがあ

ります。民博は創設以来、文献資料、展示標本、映

像音響記録など、世界の諸民族に関する多種多様

な文化資源を収集・蓄積しています。その意味で、

民博は学術研究機関であるとともに、第一級の

「知の貯蔵庫」としての役割を担っています。

民博には、第３として、すぐれた研究成果を効

果的な方法で社会に還元するという使命がありま

す。民博では、これまでも世界の諸民族の文化と

社会に関する資料や情報を展示・ビデオテーク・

研究講演会・ワークショップ・みんぱく映画会な
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どをとおして公開し、研究成果の社会還元に努力

してまいりました。常設展示のほか、特別展示、

企画展示と、それらに関係した講演・パフォーマ

ンスなどの催し物もすべて、民博の研究者の発案

と企画で開催されています。

民博では、学校教育との連携をさらに深め、展

示場では体験的な展示をふやし、ビデオテークな

ど情報受信設備を更新するなどのために方策を立

て、一部はすでに実施に移されています。こうし

た点についても、さらにみなさまからのご意見、

ご要望をいただきたいと思います。

また、これまでも市民のボランティアには特別

展示での応援をいただいておりましたが、一昨年

から「民博ミュージアム・パートナーズ（ＭＭＰ）」

として制度的な位置づけをし、活動していただい

ております。

民博での研究と催事、展示に関する情報につい

て、くわしくはインターネットの民博ホームペー

ジをご覧ください。ホームページでは民博が展示・

収蔵している標本24万点の基本情報を公開してお

りますし、文献図書資料その他の検索もできます。

また、民博の図書室は市民にも開放しており、直

接閲覧できます。

本年後半の特別展として、ジャワ更紗の世界へ

の展開を内容とした「更紗今昔物語－ジャワから

世界へ」が12月5日まで開催されています。この

展示に関連する講演会、ワークショップなどのイ

ベントも頻繁に開催されておりますので、これも

民博のホームページをごらんください。

講演会テーマ「多文化共生を考える－オーストラ

リアの現場から」について

今回は「多文化共生を考える」と題して、オー

ストラリアの先住民の暮らしや多文化主義政策の

歴史と現状に詳しい３人の講師に講演をお願いし

ております。

日本で国際化というとき、「外への国際化」「欧

米に向けての国際化」に目がいきやすいという傾

向があります。しかし、日本にはすでにおおぜい

の在日コリアンがいるし、中国、南米、東南アジ

ア、西南アジアからの労働者や留学生がたくさん

暮らしています。日本での国際結婚が20組に１組

の割合になっていることは、よく知られています。

日本はすでに「多文化状況」に足を踏み入れてい

るにもかかわらず、国籍の取得、投票権、就労条

件、教育サーヴィスの点で、十分な対応がなされ

ないままになっています。

都市と地方を問わず、国際化を国内の地域の問

題として、また自分自身の問題として考える必要

があるのではないでしょうか。初等教育、高等教

育の場で、また地域住民や自治体として、異なる

文化ルーツをもつ人々をどのように受け入れるべ

きか、真剣に考え、具体的な政策に反映させるべ

き時期にきていると思います。日本では、モノと

カネの国際化にくらべてヒトの国際化が立ち後れ

ていると言われます。この場合の国際化は、「外へ

の国際化」と同時に「内への国際化」の問題でも

ある、と認識をあらたにする必要がありそうです。

多文化主義とは、ひとつの社会のなかに複数の

文化が共存していることを是認し、文化の共存が

もたらすプラス面を積極的に評価しようとする主

張や運動のことだ、と私は理解しています。「異文

化」と「多文化」は、言葉として使われる文脈が

異なりますが、日本では最近、マスメディアでも

「異文化」以上に「多文化」が論じられることが多

くなってきたように感じます。さまざまな歴史的

な経緯の結果として多文化共生政策をとっている

カナダ、アメリカ、西ヨーロッパ、オーストラリ

アなどで噴出している問題を他山の石として日本

の選択に役立てるにはどうしたらよいか、そして

現在の日本に定住している外国人とその文化をど

のように日本社会に受け入れたらよいのか。こう

した問題意識が、徐々にたかまってきたことに、

それは関係しているようです。

白豪主義から多文化主義へ転換したオーストラ

リアの経験は、私たちが現在と将来の日本社会を

考えるうえで、大いに参考になるにちがいありま

せん。
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はじめに

多文化共生を現実的で身近な問題として私たち

が考えはじめたのは、1995年に襲った阪神淡路大

震災からではなかったかと思う。この地震を契機

にして、私たちは、隣人として生活する多くの外

国人の存在にあらためて気づいたのだった。その

経験はいま、特定非営利活動法人である多文化共

生センターへと受け継がれ、そこでは生活に根ざ

したさまざまな活動が展開されている。

今日のこの講演会では、そうした多文化共生の

具体的な「かたち」ないしは可能性を、オースト

ラリアを参考にしつつ考えてみたい。

1. オーストラリアとの関係

多文化共生の内実を、たとえば「相互に補完的

な関係を維持しつつお互いの発展を図る」と考え

たとき、オーストラリアは興味深い国として登場

してくる。それは今日のオーストラリアが多文化

主義を実践しているだけではない。そこに至る過

程もまた、私たちに多くの示唆を与えてくれるか

らである。これらについては、慶應義塾大学の関

根先生から詳しくお話しを頂くことになっている。

それに先だってここでは、日本とオーストラリア

の関係について、文化人類学の立場から簡単に触

れておきたい。

日本がオーストラリアとの間に日豪友好基本条

約を締結してから、今年は30年目になる。それよ

り前の第二次大戦直後には、オーストラリア軍の

駐留兵士と日本人女性との結婚を契機とする戦争

花嫁が出現した。しかし彼女たち結婚した日本人

女性は、帰国する夫にしたがって、オーストラリ

アへ直ちに移住することはできなかった。当時、

多文化共生を考える
― 音楽、テクノロジー、そして人 ―

松山　利夫

オーストラリアは、白豪主義政策をとっていたか

らだった。

そんななか、羽田―シドニー便が就航した直後

の1965（昭和40）年には、海外で初めてのオース

トラリア先住民アボリジナル（アボリジニ）美術

展が、東京新宿ステーションビルディングを会場

に開催された。 欧米では同じ年にイギリス連邦美

術展として、アボリジナル美術が展示されていた。

しかし、日本の人類学がオーストラリア、とくに

先住民アボリジナルの研究を開始するのは、1980

年代はじめになってからである。その中心になっ

たのが国立民族学博物館であった。それから20年

余りたった現在、アボリジナルの存在と彼らの文

化は、日本でも多くの人たちが知るところとなっ

ている。

2. イメージ世界―オーストラリア先住民との共生

オーストラリアの先住民アボリジナル（アボリ

ジニ）は、もともとは無文字社会に生きる狩猟採

集民であった。彼らは200ほどの言語集団に別れ

ていたが、1788年からのイギリスによる植民の結

果その数は50足らずに減少し、いまでは多くが都

市に居住している。そうしたなかで、大陸北部に

暮らす人びとは、いまも伝統的な文化を志向する

生活をおくっている。当初、国立民族学博物館が

調査地としたここアーネムランドで、アボリジナ

ルに対して最初にパソコン・ソフトの講習をした

のが、民博の久保教授であった。そのユニークな

体験をつうじて、久保さんは相手がもつ文脈をイ

メージすることが、多文化共生の鍵だと考えてお

られる。

これに似たことが、今度は日本でおこっている。
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日本に生活する人びとが、アボリジナルの楽器デ

イジュリドゥを演奏しはじめたのである。1990年

代の中頃からその愛好者が増加し、いまでは東京

をはじめ、大阪、名古屋、京都、岡山など各地に

演奏家の集団ができている。このディジュリドゥ

はアーネムランドに特徴的な楽器で、中空になっ

た丸太の筒に唇の振動音を伝え、同時に口腔内で

発生した音を反響させて演奏する。その音はとき

に犬の遠吠えだったりする。

愛好家たちはその音色に、ドリーミングとよぶ

アボリジナルの哲学をイメージする。彼らはド

リーミングがもつ個別の内容よりも、全体として

の文脈をイメージし、それをまたディジュリドゥ

の音色に重ねる。なかには1999年からアボリジナ

ル自身がアーネムランドで始めた文化紹介ワーク

ショップ、「ガーマフェスティバル」に参加するた

めに、アーネムランドを訪ねる人も出てきた。

まとめ

文化の共生は、人が担う問題である。しかしそ

れは、音楽やテクノロジーを介して、思わぬかた

ちとところで、肩肘張らずに進んでいたのである。

アーネムランドでいまもおこなわれる星まつりの儀礼。 人びとはこのまつりで祖先の精霊をことほぐ。
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1. アボリジニとの出会い

1988年、私はオーストラリア北端にあるアボリ

ジニの町を訪れ、アボリジニ支援機関において業

務管理システムのコンピュータ化に携わり、アボ

リジニ従業員に対してパソコン・ソフトの使い方

を講習するという経験を得た。その過程で知った

のは、アボリジニの伝統的な学習態度である。彼

らはマニュアルや言語を通した学習は不得手であ

る。イエス・ノーを問いつめる教育も敬遠する。

むしろ、先輩や教師の動作を静かにじっと見て、

自分の頭の中でイメージ・トレーニングを繰り返

し、自信が生まれて後、自らが一人で実践するこ

とで操作を身につけていく。これはソフト操作の

学習場面だけではなく、従来の採集・狩猟の手法

や、自動車運転技術など新技術習得などにおいて

も同様である。言うならば、その文脈から決して

逸脱せず、言語よりはイメージに重点を置く学習

や情報伝達の方法である。

イメージに重点を置くアボリジニ文化は、彼ら

の芸術や芸能にも現れている。ドリーミングと呼

ばれる彼らの精神世界の核は、自分たちの創世を

記した神話に基づく世界観であり、神話世界との

交流のための様々な儀礼は、歌や踊り、そして絵

画を伴う。これらが、やがて芸能や芸術に展開す

るのだが、それらには豊かなイメージが描かれて

いる。もっとも、それらに含まれる様々なシンボ

ルには、文脈を共有した者にしか意味が得られな

いものも多い。

実は、こうした文脈から逸脱しないコミュニ

ケーションの方法は、文字を持たない他の地域の

音声言語社会にも共通する特徴であると同時に、

実はコミュニケーションの本来の姿を示すもので

もあるのだ。

アボリジナル・コンピュータ
― 情報化社会における共生の知恵 ―

久保　正敏

2. コミュニケーションの原義

コミュニケーションという言葉の語源は、ラテ

ン語のコムニス（communis）、すなわち、大勢が

「共にある」ことや何かを「共に行う」ことを指す

言葉だとされる。つまり、情報、思想、態度を共

有しようとする人間の営みである。コミュニオン

（communion：「聖体拝領」と訳され、神と人間、

あるいは人間同士が合体し共同で何かを為すこと

を指す）、コミュニティ、コミュニズム、いずれも

共通する概念を示す派生語である。かつて、すべ

ての人類が経験した採集狩猟の村社会は、少人数

が常に音声言語の届く範囲の身近な距離に居る状

況で、視覚だけでなく聴覚や嗅覚、時には触覚も

動員して相互理解を図る、コムニスの世界であっ

た。そこは、皆が同じ場に居て、文脈や環境を共

有している状況であり、アボリジニの村社会は、

まさにそうした姿なのである。

3. 情報化とは脱文脈の過程だったのか

しかし、農耕文明の登場に伴う文字の発明は、

時間・空間を共有しない情報伝達を可能にしたけ

れども、その代償に、コムニスが前提とした文脈

の共有を切り捨てて、論理性への特化、感覚器官

の中での視覚への、さらには文字への特化、それ

に伴って、集団よりも個の優位を打ち立ててきた。

情報化とは、まさに脱文脈を目指して展開してき

たのであった。それは同時に、イメージ操作の力

を人間から奪ってきたのではないか、と私は推測

している。

大脳の右脳と左脳は、機能を分担していること

が知られている。言語・論理操作を得意とする左

脳に対し、右脳は視覚・空間的操作やイメージ処

理を得意とする、と言われている。アボリジニの
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伝統的な情報処理は、イメージ処理を得意とする

右脳に依拠してきたのではないか、という仮説が

成り立つと私は考えている。と言うのは、次のよ

うな証拠があるからだ。「直観像」と呼ばれる能力

を示すアボリジニの子供の割合が、英語教育を

ベースとする文字教育に晒されるとともに、減少

する、という調査結果がある。直観像は右脳の能

力である、と考えるならば、文字処理機能の浸透、

すなわち左脳機能が優勢になるとともに、右脳の

機能が押さえられ、それにつれてイメージ処理能

力が押さえられる、という推測が成り立つのであ

る。

5. コムニスの復活はなるのか？

こうして発展してきた文字に特化した情報伝達

に異を唱え、他の感覚器官も動員した情報共有を

提唱したのが、1960年代に「グローバル・ビレッ

ジ論」、すなわち、地球規模での村社会の復活論を

唱えたマクルーハンであった。もっとも、その当

時には彼の夢は実現しなかったが、1990年代後半

に発達したインターネットは、文字だけではなく、

音声や映像などマルチメディアによるグローバル・

コミュニケーションを実現し、マクルーハンの夢

を実現する技術である、と言われている。これは、

擬似的ではあるがコムニスの世界に回帰したい、

という人間の願望の現れと見ることもできよう。

しかし、グローバルな情報流通は、はたしてコ

ムニスの姿を復活しつつある、と言えるのだろう

か。現在の状況は、むしろ、異文化間の差異を強

調し、グローバル・コモンに名を借りて一つの価

値観を押しつけようとする動き、そして逆に、そ

れに対抗し排除しようとする動きの方が目につく。

両者ともに、他よりは自を優先するという、異文

化の共生とは逆の状況を作り出して来てはいない

だろうか。

もはや、同じ文脈を共有することが容易ではな

いグローバル社会に我々は生きている。であるな

らば、異文化の共生を図るうえで最も重要なのは、

個々に異なる文脈の相互理解ではないだろうか。

言語に囚われず、文脈をイメージすることで文脈

の共有を図り相互理解を得ようとするオーストラ

リア・アボリジニのコミュニケーションは、今後

我々が共生を図る上でのモデル、相手の文脈を、

せめてでもイメージしようと努力することの大切

さを、我々に改めて提示しているように思われて

ならない。

コンピュータを操作するアボリジニ女性。1989年
9月、ノーザンテリトリの町、マニングリダにて。

木陰で樹皮画のポスターをサカナに話が弾む様子
は、まさに現代のコムニスだ。1998年9月、ノー
ザンテリトリの村、ガマディにて。
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①福祉主義的多文化主義
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①ドイツサッカーW杯のサッカルーの活躍

②2005年12月シドニー人種暴動

要旨

多文化主義(Multiculturalism) とは、かつて

オーストラリアが採用していた「白豪主義」

(White Australia Policy) のように、白人あるい

は特定の人種・民族のみによって構成される同質

的国民国家の形成のために、有色人異文化・異言

語者の移住や定住を拒み、定住した場合でも市民

権を制限し、その存在を周辺化するような国民統

合・移住政策に反対し、移民・難民・外国人労働

者を非差別的移住政策によって受け入れ、移住者

の伝統文化・生活習慣・言語・宗教などの多様性

を認め、それらの維持・存続を政府が支援するこ

とによって、国民文化の創造的な発展を求める移

民政策と国民統合政策を支えるイデオロギーであ

る。

多文化主義に基づく社会・文化政策は、①非英

語系移住者の定住と社会・政治参加支援サービス、

②移住者の文化・言語・宗教などの維持・発展の

ための支援サービス。③移住者と国民の間の異文

化間コミュニケーションによる相互理解推進支援

サービス、など多様だが、多文化主義には２種類

白豪主義から多文化主義へ
― オーストラリアの多民族共生社会に学ぶ ―

関根　政美

あることに注意したい。

一つは、開発途上国から移民を非差別的に受け

入れるが、生活に困っている人々を優先して受け

入れ、先進国の責務を果たそうとするものである。

社会的弱者の多い移民・難民に対する定住・社会

参加支援を中心に福祉主義的なサービスに力を入

れる「福祉主義的多文化主義」である。各種サー

ビス提供の際に文化・生活習慣の違いに配慮し、

福祉国家政策の一部として実施される。政府の財

政負担は大きくなるが、多文化「共生」を追及す

る。二つ目は、開発途上国から移民を非差別的に

受け入れるが、若くて高度な教育と職業資格、高

い受入国公用語能力をもつ移民を優先し、いわゆ

る社会的強者を受け入れ国益を優先するものであ

る。社会的強者である移民には福祉主義的サービ

スよりは、文化・言語維持政策が奨励されるが、

文化・言語維持の自助努力が期待できるので、政

府にとり安上がりな多文化主義となる。新自由主

義経済政策に基づく脱福祉国家化の動きに適合す

る多文化主義であり、移民と国民との間で高度職

種をめぐる競争を強いるため、多文化間競争を求

める多文化「競生」を追求する。

オーストラリアでは、19世紀後半に欧州で流行

した同質的で近代的な国民国家を当然とする民族

自決とナショナリズムの影響のもと、６つの植民

地が連邦を結成する際に完成させたものである。

同質社会達成のため人種主義も導入された。しか

し、第２次世界大戦後英国が没落し、米国・日本

に加えて北アジア・東南アジアが経済発展し、ア

ジア・太平洋地域との経済関係を強める必要が高

まる1960年代より70年代にかけて、オーストラ

リアは白豪主義を廃止し、多文化主義を導入した。



8

最初に導入された多文化主義は、生活に困窮す

る非英語系ヨーロッパ人移民・難民への対応と、

70年代後半より大量に受け入れたインドシナ難民

をはじめとする、アジア系移住者を考慮して、定

住と社会参加支援のために福祉主義的多文化主義

が導入された。だが、1980年代後半より、①移住

者や先住民族のみが福祉面で優先されているとの

多文化主義への不満を述べる国民が増大し、極右

的政党ワン・ネイション党も登場したこと、②新

自由主義経済イデオロギーによる小さい政府と福

祉のリストラ開始と、③世界中から有能な人材を

勧誘し、国益に役立つ移民を受け入れる移民政策

への変更により、多文化主義は経済的なものに変

容した。国際社会の世論の前では安易に多文化主

義の廃止はできないので残しつつ変化させたので

ある。

経済主義的多文化主義が強まった近年では、人

種・民族・エスニシティ、出身国の違いに関係な

く有能な人材に活躍してもらうことが当たり前と

なったが、それは、2006年6月のFIFAドイツ

サッカーＷ杯におけるサッカー代表チーム・サッ

カルーの活躍に現れている。決勝ラウンドに進出

が決まったときは、戦後の非差別的移住政策と多

文化主義の勝利だと論じるものもでたほどである。

しかし、他方で経済的多文化主義は問題を生んで

いる。

移民政策を変更し高級職種移民受け入れに重心

を移したとしても、下積み単純職種に就く非英語

系移民やその子孫達、生活苦から逃げだせない難

民出身者も依然として多い。経済的多文化主義は、

福祉主義的サービスを削減するので、弱者として

の移民・難民系国民には不利に働く結果、非英語

系移民・難民とその子孫達で生活に困窮するもの

が増加する。他方で、新自由主義経済政策で経済

リストラの影響を受け生活不安をもつ弱者・負け

組みとなる国民とその子弟も増える。両者の若者

が街や海辺で出会い、ちょっとした諍いから紛争

を起こすことも多くなる。2005年12月の中近東

系移民の若者と英語系国民の若者とのシドニー南

部のクロヌラ海岸での、5000人が参加した人種暴

動は、経済的多文化主義の負の成果である。

新自由主義経済イデオロギーのもと経済と人口

移動のグローバリゼーションが進む今日、日本も

多文化社会化している。多文化共生が日本で叫ば

れているが、世界の多文化主義は新自由主義経済

への時代変化にあわせ、多文化共生よりは多文化

競生を求める方向に変容していることに注意した

い。だが、本来、福祉主義的側面と経済的側面は

多文化主義の中でバランスよく存在しないと騒動

の元になるものである。

以上。
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オーストラリアの出生国別人口の歴史（1901年～2004年）

Australian bureau of Statistics, 2006 Year Book Australia, Canberra: Commonwealth of Australia

Australian Bureau of Statistics, 2006 Year Book Australia, Canberra: Commonwealth of Australia

最近の移住者出身国ランキング（1983年～2004年）
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Australian Bureau of Statistics, 2006 Year Book Australia, Canberra: Commonwealth of Australia

カテゴリー別入国者の推移（2000年～2004年度）

5.41 SETTLER ARRIVALS, Proportion by eligibility category(a)
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