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前回のグループ
ワークテーマ

フランス・オセアニアの伝説/宗教

メディアｘ乗り物
韓国の食
世界の料理
詩
個人テーマ・子ども・教育

個人テーマ・あそび（ポーカー）

個人テーマ・テーマパーク



今日のテーマ

地域研究について
知っておいてほし
い５つのこと



① 地域研究（特に文
化人類学・民族学）は

を研究する
ためにつくられた学問。

他者



地域研究を生
んだ時代背景

• 植民地支配の歴史（16～20世紀）
フランス → Civilisationの政策 イギリス → 間接統治

どちらも現地の人や文化、習慣を知る必要性
…研究者兼人類学者の初代植民高官たち
…国家経費を投資されておくりだされた初代人類学者たち

目的
→ 「未開の」「異質な」ひとびとを理解する
→ その人々を「統治」するあるいは「文明化する」
進化論的考え方（ダーウィン、エドワード・バーネット・タイラー…）
「世界には進化の段階にいる人種から最も進んだ人種まで優越が存在する」というかんがえかた。
スペンサー…「社会と文化が低次元から高次元へと進化する」という社会進化論

画像 「人」動物園 https://www.nouvelobs.com/monde/afrique/20181128.OBS6158/pendant-150-ans-des-hommes-ont-
exhibe-d-autres-hommes-dans-des-zoos.html



今はどういう時代？
・ グローバル化から脱グローバル化
・ 移民研究・多文化共生
→ 研究対象となるひとびとは私たちの
生きる社会の内側にいるし、つまり「他
者(研究対象)」とは私たち自身のこと。

「これまで、イスラーム圏の広がりにつ
いて語られるときには、『アフリカの西
からインドネシアにかけて第三世界とよ
ばれる地域に広がり…』というような表
現がよくつかわれあ。確かに、第三世界
とよばれたこの地域に、多くのムスリム
がいることは事実である。しかし、イス
ラームは今や、この地域にかぎらず、
ヨーロッパ、アメリカ、ソ連をはじめ、
ほとんど全世界に広がっている。」
片倉もとこ（参考文献 p４）



発想の転換

「かれら」と「われわれ」
の境界線を考える。
「他者」の目を通して「自
ら」を見直す学問。
そこから、「わたしたち」
の社会や世界を考える学問。



➁ を知る！Five Ws
Who
What
When
Where
Why
How

だれが
なにを
いつ
どこで
なぜ（何のために）
どうやって



地域研究の
多様なアク
ターたち

• 古典的な研究者(文化人類学者・社会学者な
ど)…基本傍観者。現実には直接手を下さず
「透明人間」を決めこむ(つもり。うまくい
くはずはないので「認識論
(Epistémologie)」という学問がある)
→研究者が政治的・社会的にコミットする場
合もある(対象に対してアクティビストとし
て活動しつつ研究するスタンスchercheur 
engagé)
• NGO、政府関係機関などそれぞれの機関の
目的のために雇われ目的を持った研究者

• 医療人類学や臨床などに従事する心理学者
や研究者(実験などのプロセスがある)

• 一般企業・プライベートセクター(営利目的
の組織の研究者)

…



自分がどういうスタン
スで地域にかかわって
いくかによって研究
テーマや地域との関わ
り方は変わる

例
アフリカのモビリティ研究
→ 自動車会社や顧客リサーチの意味が
ある？→ 車を売る？
→ 現地の人々の暮らしを良くしたい？
→ 現地のひとびとの暮らしを記録し理
解する
なんのために？だれのために？な
ぜ？？？
「基礎研究」ではなく「役に立つ」研究
が重視され、研究資金がでる



③
とは何か？文化相対主義



「みんな違って
みんな良い」？
レヴィンの壺を使ったたとえ
浜本満(1985，1996)



文化相対主義
（Cultural 
Relativism）
とは

→ 各文化は個々の自然・社会環境への適応を通じて形成さ
れてきたもので，それ自身の価値を有しており，したがって
互いに優劣や善悪の関係にはないという考え方。
…もともと文化を理解するための方法論 →「主義」になっ
ていく過程で様々な勘違いを生む
・「それぞれの違う文化なのだから、違いを認めてあげてお
たがいほっとくのが一番」という「多文化主義」
「一彼らには壺が人の顔に見えるとしても、それは奇妙だ
けれど、文化の違いであって、彼らには確かにそう見える
というのだから、それを尊重しよう (ほっておこう)一」
・ 自文化中心主義的な普遍主義
「彼らは壼を人の顔だというが、それは誤りである」
「壺を人の顔だと言い張る人びとも、真理に目覚めたり、客
観的な見方を学べばそれが壷であることに気づくだろう」



「それぞれの文化で異なる図像の意味付け（人の顔
とか壺）がなされるのはそれぞれ異なる概念枠組が
あるからとされるが，それらの第三・第四の図像に
は，そのような全体的な概念枠組があるわけではな
い。つまり，そこに生成される共通の基盤とは，
けっして新たな文化や共通の概念枠組の構築ではな
く，それぞれの図像を特定の状況やその場において
ともに意味づけられるような変換の設定でしかな
い．」
小田古冗「文化相対主義を再構築する」民族学研究1997



つまり、なぜその人々がそう
いう解釈をするのか、それが
どう自分の慣れ親しんだ文化
と違うのかが、面白い。丁寧
に訳す必要性。

クリフォード・ギアツ
「分厚い記述(Thick 
Description)」
「元々は英国の哲学者ギルバー
ト・ライルによる。人類学者は
フィールドワークをするときに、
現地の人と仲良くなり、情報を提
供してもらう人を探 し、関連文書
を写し、系譜関係をとり、付近の
地図をつくり、活動の日記などを
書く。これらの一連の行為を厚い
記述と呼ぶ。」
https://navymule9.sakura.ne.jp/
17_thick_description.html

https://navymule9.sakura.ne.jp/17_thick_description.html


④
社会も文化も常に

する。変化



ジョルジュ・バランディエ
動態社会学で近代化するアフ
リカ社会をみる

• 現地の研究者と共に研究をし、研
究誌(出版社)Presence Africaineを
立ち上げる

• 「学派 (école)」を作らなかった
• 常に変化する社会、変化そのもの
が社会の原動力という考え方。

• ヨーロッパ社会ー社会学/アフリカ
やアジアー民族学 という区別を
しない、全て様々な形態の「政
治」の実践がある。国民国家が無
いからといって政治が存在しない
わけではない。



私たちの周りにはどんな変化
が今おこっているのだろう？

• デジタル化とサイバースペース
• 「地域」の重層性から統合性へ
• 個人と家族、コミュニティの変容
• 移民の第二世、第三世と文化的メティ
サージュ

• グローバル化と脱グローバル化
→ 人と人、人と社会、人と地域、社会
と社会、地域と地域の関係性が変化する



⑤
とみえるもの

みえないもの



このテーマはまた次に
ゆっくり話しましょう！
「文化」って見える？聞こえる？
「信仰」って、「伝統」って
どうやって記述する？

ヒント ↓
柳田国男の夢の話
アフリカ神話のトリックスター

読んでおいてね！



まとめ

1. 地域研究（特に文化人類学・民族
学）は、他者を理解するためにつ
くられた学問。

2. Five Wsを知る。
3. 文化相対主義とは何か？
4. 社会も文化も常に変化する。
5. みえるものとみえないもの。



④ 授業スケジュール
10/3（月） ガイダンス
10/5（水） 地域研究の歴史と技法(民族誌・フィールド研究／質的・量的調査の事例)
10/10（月） イスラーム圏における地域研究
10/12（水） ゲスト講師(イスラーム圏)・ワークショップ【野中葉】 グループ１

10/17（月） ラテンアメリカ・クレオール文化と地域 グループ２

10/19（水） ゲスト講師・ワークショップ 【山本純一】 グループ３

10/24（月） アフリカ地域研究（１）学生ディスカッション グループ４

10/26（水） 欧米における地域研究の編成 グループ５

11/2（水） ゲスト講師・ワークショップ【磯直樹】 グループ６
11/7（月） アフリカ地域研究（２） グループ７
11/9（水） ワークショップ・ディベイト【ゲスト講師・未定】
11/14（月） 日本地域研究・世界とつながりから

11/16（水） グローバル化と開かれた地域社会へ

11/21（月） 学生ワーク発表

11/23（水） 学生ワーク発表・総括



授業資料・参考文献
授業URL
授業資料・予定変更などこちらに随時アップします↓
https://kaeamo.wordpress.com/seminaires/2022-2023/area-
studies2022/

参考文献 吉田昌夫 (編) 『地域研究入門』古今書院，2002
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