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１１１１）「）「）「）「グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化」」」」のののの歴史歴史歴史歴史    

 今回のセッションの共通課題「グローバル化と文化の多様性」の一側面とし

て、人類学者の立場から、「グローバル化に直面した人類文化」という題で私の

考えを述べ、今日から 3 日間の討議に、素材を提供したいと思います。 

 「文化の多様性」は、これからお話しする人類史の第二段階では、そのまま

の事実として存在しました。けれども現在では、文化の多様性は、グローバル

化の強い流れの中で危機にさらされています。この時点で私たちは、「文化の多

様性」は相変わらず望ましいものなのか、なぜ望ましいのか、そしてもし望ま

しいのであれば、どうすれば人類文化の多様性を保てるのかを、考えなければ

なりません。 

 はじめに私は、「グローバル」対「ローカル」、「普遍」対「特殊」という 2 対

の対立を、問題を考える基本的枠組みとして、提出したいと思います。第 1 の

「グローバル」対「ローカル」という対立は、政治的、軍事的、経済的などの

「力関係」に基づくもので、それぞれの立場に置かれたものの、固有の価値に

かかわるのではないということを理解しなければなりません。つまり、グロー

バルな力をもって世界に広がっているものを、そのゆえに普遍的な価値がある

とは言えないと思うのです。ある状況で、力関係において「ローカル」な文化

であっても、「特殊な」尊重すべき価値をもっているものもあります。そのため

にこそ私たちは、ローカルだが特殊な価値をもつ文化を、人類の文化遺産とし

て認め、保護する意思をもった、例えばユネスコのような国際機関の力を借り

て努力しなければならないと思うのです。 

 現在、人類学者のほぼ一致した意見では、私たち現生人類ホモ・サピエンス

は、およそ 12 万年前に、アフリカ大陸の東部で生まれ、スエズ地峡を通って地
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球上にひろがったと考えられています。アフリカ単一起源説です。したがって

最初期の段階では、人類はそれほど人数が多くもなく、その文化もかなり均質

だったはずです。人類文化の一様性と多様性の、一様性が強かった、第一の段

階といっていいでしょう。 

 けれども人口も増え、地球上の多様な地域へ移動・拡散するに従って、多様

な自然環境との相互交渉の中で、私たちの先祖は徐々に多様な言語と文化を発

達させて行きました。これは人類文化の一様性と多様性という観点から見て、

多様性が強かった、第二の段階ということができるでしょう。 

 この段階でも、人間集団の移動や接触にともなう文化の変化、つまり人と自

然の関係によってではなく、人が人に与えた影響による文化の変化は、いたる

ところで起こっていたはずです。けれども、「グローバル化」といえるほどの、

つまり地球規模での、ある文化の拡張は、15 世紀末のコロンブスやガマの時代

以降の、海の道による拡張の時代に始まったとみることができます。これまで

ヨーロッパ人によって、「大発見時代」と呼ばれてきた時代です。これは、ヨー

ロッパ世界、それも初期にはイベリヤ半島のポルトガル、スペインと、ジェノ

ヴァ、ヴェネツィアなどイタリア商業都市の「地中海ヨーロッパ世界」の拡張

と、その文化の伝播というかたちで起こったものです。 

 このときは、地中海ヨーロッパ文化の、ほかの地域に対するほぼ一方的な伝

播でしたが、スペイン人による中米のアステカ王国、南米のインカ帝国の軍事

征服を別にすれば、カトリックの布教と、金や香料を始めとする非ヨーロッパ

世界の産物の入手を目的とした、いわば宗教的、商業的な活動に伴うものだっ

たといえます。直接ヨーロッパから行った人の数も、スペインの軍隊 — そ

れも当時の船の輸送能力からいって小規模でしたが — 以外、かなり限られ

たものでした。ですからヨーロッパ文化の影響も、影響を受けた先の文化の一

部として取り込まれる、無理のない形でのものが多かったといえるのではない

かと思います。 

 例えば、日本人はこの時代に、とくにポルトガル文化から沢山の日常のもの

を取り入れ、現在までそれと意識さえされずに、ポルトガル語に由来する名で

呼んでいます。植木に水をやるジョーロ、雨露の如し「如雨露」という美しい

文字をあてていますが、ポルトガル語の jorro に由来する言葉です。朝食に食

べる人が多いパン pão、シャツなどのボタン botão、布地のビロード veludo、

保育園や教会で弾くオルガン orgão、お正月のカルタ carta、近頃ではシャボ
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ン玉という以外にはあまり使われなくなったシャボン sabão、などなど。 

 少しこみ入った例では、女性が和服の下着にする襦袢も、今ではすっかり日

本の「伝統的」服飾文化の一部として定着していますが、もとはポルトガル語

の jibão （現代ポルトガル語では gibão と綴る）に由来し、立ち襟でボタンの

沢山ついた、加藤清正も愛用した男性用の胴着だったのです。バサラ武将の織

田信長をはじめ、戦国時代を通じて珍重する侍が多かった「赤い陣羽織」も、

ポルトガル人がもってきた緋色のビロードが、この鮮やかな色が出せなかった

日本で「猩々の血で染めた布」と言われ、戦場で身を守る呪力があるとして珍

重されました。 

 16 世紀末にスペインの無敵艦隊がイギリス海軍に壊滅させられたあと、17 世

紀からは、海を通じて世界へ進出するヨーロッパ世界の主力が、初期の「地中

海・カトリック・ヨーロッパ」から、イギリス、オランダを中心とする「大西

洋・プロテスタント・ヨーロッパ」に移ります。そしてアジアへの進出と同時

に、フランスも加わった、18 世紀を頂点とする大西洋三角交易、アフリカ人を

何百万人も奴隷として運んでアメリカ大陸を開発し、アメリカ大陸の産物、綿

花、砂糖、バニラ、カカオ、タバコなどをヨーロッパに運んで加工業を興す、

たいそう利益の多かった交易によって、とくに北アメリカとヨーロッパは富を

蓄え、産業革命への下地を作って行きます。 

 18 世紀は、啓蒙思想家が輩出し、アメリカ合衆国の独立、フランス革命など

があり、欧米人によって「光明の世紀」(フランス語の “Siècle des Lumières”)

と呼ばれますが、視点を南に移してアフリカから見ると、18 世紀だけで 600 万

人以上のアフリカ人が奴隷としてアメリカ大陸に売られ、アフリカ社会が荒廃

した、人類史上恥ずべき「暗黒の世紀」だったともいえます。私たちは世界を

欧米の視点から見ることに馴らされていて、世界史を多角的に見ることをつい

忘れがちです。 

 アメリカ大陸からは、ジャガイモ、サツマイモ、トマト、カボチャ、ラッカ

セイ、トウモロコシ、タバコをはじめ、多くの有用な栽培植物がユーラシアや

アフリカにもたらされました。 

 

２２２２））））第二第二第二第二ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化＝＝＝＝植民地化植民地化植民地化植民地化    

 第二のグローバル化の大波は、産業革命後の西洋世界によって、主として 19

世紀後半の、非西洋世界の植民地化によって引き起こされました。さきに述べ
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た、第一のグローバル化の段階では、拡張する主体は「ヨーロッパ」でしたが、

第二のグローバル化では、拡張の主体は独立後のアメリカ合衆国や、ヨーロッ

パ化を進めたロマノフ朝のロシアも含めた、広い意味での「西洋世界」になっ

たことが注意されなければなりません。それまでの、交易拠点を中心とする非

西洋世界との接触とは異なり、植民地化は、西洋世界が西洋以外の地域をその

住民ごと支配して、西洋世界の産業に第一次産品を供給させ、同時にその産業

による製品の市場とすることに主眼がありました。 

 この時代は、幕末・明治初期の日本や、同じ時期の非西洋世界が苦しめられ

た、中国や日本で「万国公法」と呼ばれた「国際法」が、軍事力、産業力を背

景に、世界に拡大されようとした、つまり「西洋世界の掟」のグローバル化が

始まった時代ということもできるでしょう。 

 1648 年のウェストファリア（ヴェストファーレン）条約は、当時世界でヨー

ロッパにおいてだけ、少なくとも名目的には成立した「多国間関係」の掟でし

たが、それが国際法という形で「西洋世界の掟」へと発展していったのです。「少

なくとも名目的には」というのは、掟があってもそれが守られるのは、軍事力

をはじめとする現実の力関係によるという、「掟」を超えた「現実」は、現代に

始まったことではないからです。ウェストファリア条約で独立を認められたオ

ランダが、対仏同盟戦争で 1792~5 年にはフランス革命軍に占領されてバタヴィ

ア共和国となり、1813 年までナポレオンの統治下に置かれたこと、1864 年プ

ロシャ＝オーストリアがデンマークに宣戦布告し、その結果シュレスヴィヒ、

ホルスタインなどがプロシャに併合されたことなど、例は枚挙にいとまがあり

ません。 

 つまりこの西洋の体制内部も、現実には軍事力の力関係で変動をくり返して

いたわけですが、これは西洋キリスト教圏の複合的価値観の上に成立した体制

であり、これに基づいて形成されたいわゆる「国際法」が、非西洋世界、たと

えば東アジアへ進出するに当たっては、それが「万国公法」として、条約の基

礎として普遍性をもつ原理であるかのように、だが実際は力関係に基づく不平

等条約の形で、幕末の日本にも押しつけられたわけです。不平等条約改正の方

策を探ることを目的の一つとして 1871~73 年（明治 4~6 年）に欧米へ派遣され

た岩倉具視使節団一行も、日本が倣うべき手本として関心を寄せたプロイセン

を訪問中、対仏戦争に勝ったばかりの意気軒昂たる鉄血宰相ビスマルクが、使

節団を招いた宴会で、国際法は現実には軍事力で左右されると演説したのに感
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銘を受け、明治日本の軍事力強化を進めたのです。 

 19 世紀のグローバル化における、西洋世界の非西洋世界への第一の影響は、

植民地化された地域のポスト植民地時代も含めて、産業技術の領域、公的機関

の制度や施設、それに関連した生活様式の領域に見ることができます。日本は

19 世紀半ばに「西洋世界の掟」に従って国を建て直すことで、植民地化を免れ

ました。そして「脱亜入欧」政策によって積極的に西洋化を進め、大和朝廷以

来日本の先生であった朝鮮や中国を、西洋の進出に直面している同じ立場の仲

間とは見ず、逆に西洋の側に立って、侵略の対象にしたのです。 

 西洋世界に植民地化されたアジア・アフリカ諸地域と日本との、西洋化のあ

り方の違いは、西洋のどこか一国に支配され、支配に赴いた西洋一国の行政官、

軍人、商人などを通じて、その国の文化をまるごと押しつけられた植民地に対

して、日本は主体的、選択的、そして間接的に、西洋全体から、当面日本にと

って必要なものを取り入れたことにあるといえます。「間接的に」というのも重

要な点で、日本から派遣された留学生や、特定の目的のために高額の謝礼を払

って西洋から招いた教師や顧問など、いわば限られたエリートを通じての西洋

化だったのです。 

 ですから明治日本は「西洋化」は進めたけれども、植民地のように、ならず

者もいたかもしれない兵士や、狡猾な人も多かったであろう商人を通じて、直

接に、言葉や生活習慣も含めて「イギリス化」「フランス化」「オランダ化」な

どをしたのではなかったという違いがあります。明治以後の日本の西洋理解が、

ある意味で「浅く」、片寄っており、西洋の掟にもとづいた国際会議などの場で

も、西洋の一国に植民地支配された経験をもつ国の人の方が、日本人よりも「場

慣れ」し、発言が活発であることが多いのも、こうした西洋化の過程の違いに

由来するところが多いのではないかと思います。 

 

３３３３) ) ) ) 二二二二つのつのつのつのグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化をををを対比対比対比対比してしてしてして    

 15 世紀末に始まった第一のグローバル化と、19 世紀の第二のグローバル化を

対比して、二つの点を指摘したいと思います。 

 第一のグローバル化のときには、ヨーロッパ世界にとっても、初めて接した

異郷の人々は好奇と驚きの対象でした。コロンブスの一行が新世界でめぐり逢

った「人間に似た生物」を、「人間」とみなして良いかどうか、彼らは神の福音

を伝えるに値するかどうかさえ、論争の的になったのですから。1537 年になっ
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てようやく、「インディオは真の人間である」というローマ教皇の回勅によって、

この論争に決着がつけられたのです。 

 初めて出逢った異郷人は、理解が十分でなかっただけにかえって、ヨーロッ

パ人の視点で理想化されさえしました。1580 年に発表された、フランスの思想

家モンテーニュの『エセー』第 1巻 31章の「食人種について」で、モンテーニ

ュは、新しく「発見」された「野蛮人」の習俗や倫理観に、理想を投影してい

ます。「野蛮人」と対比して、ヨーロッパの「文明人」を批判的に見るという点

で、のちのルソーやその崇拝者ベルナルダン＝ド＝サンピエールらの「善き野

蛮人」の思想や､20 世紀になってからの文化人類学の視点の先駆をなすものとい

えます。モンテーニュは、アメリカに長く暮らした友人や、フランスの港町ル

ーアンに連れてこられた３人の「野蛮人」について言われていることを、彼ら

の１人からあまり忠実でない通訳を通して聞いた話など、極めて限られた知識

に基づいているのですが､それだけになお、理想化が容易だったともいえます。 

 注目したいのは､この時代のヨーロッパ人にとって、これら異郷で「発見」さ

れた人々は「野蛮人」savage people､フランス語だと les sauvages と呼ばれて

いたことです。savage, sauvage という形容詞は､ラテン語の「森」silva に由

来する言葉で、ゲルマン系の言葉でも wild 、つまり、英語の wood 、ドイツ

語の Wald など「森」という言葉に由来しています。12 世紀頃まで深い森に覆

われていたヨーロッパを､人間が開拓して住むようになった領域がラテン語で

言う domus で、英語でも forest 「森」と同起源の foreign 「よそ」に対して、

「うち」を意味する domestic などの言葉に､こうしたヨーロッパ人の自然環境

との関係の記憶が刻まれています。ヨーロッパの伝説にも､「森の人」という、

木の葉に覆われた野生人が出て来ますが、人間が居住空間 domus をこしらえ

たあとでも、森は狼や熊が跋扈し､妖精が棲む異界だったのです。 

 つまり、第一のグローバル化の時代のヨーロッパ人にとって、非ヨーロッパ

世界の人々は､異界に棲む、奇っ怪だけれども、もしかすると畏怖すべきかも知

れない存在だったのです。ところが、19 世紀の第二のグローバル化の時代にな

ると､「西洋世界」の軍事力､産業力による「非西洋世界」の征服が進み、非西

洋世界の人々は、もはや畏怖すべき得体の知れない存在ではなく、遅れた劣っ

た人たちとみなされるようになったのです。 

 ダーウィンらの進化論と同じ頃、やはりイギリス人の社会学者スペンサーが、

社会進化論を発表しました。『第一原理』(1862 年) はその集大成と言われてい
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ます。同じ頃、やはりイギリス人の人類学者タイラーが『未開文化』Primitive 

Culture（初版 1865 年）のやや遅れて、アメリカの法律学者モーガンが、アメ

リカ北東部先住民の親族体系の研究に基づいた『古代社会』(1877 年)で、人類

はみな同じ発展段階を経て「野蛮」から「文明」へ進化するという説を述べま

した。モーガンの用語は、savagery (野蛮)、barbarism (野蛮より進化した段階)、

civilization （文明）で、primitive （未開）という語は使っていませんが、い

ま挙げた人たちと同じように、人類すべてに共通の段階を経て、社会が進化す

ると考えているわけです。 モーガンの説を下敷きにして、エンゲルスが唯物史

観の古典とされる『家族・私有財産・国家の起源』（1884 年）を著したことは

よく知られています。 

 要するに、産業革命後の西洋世界の人々は､自分たちの社会が人類進化の最高

の段階にあり､他の地域で西洋人に発見され、征服された人々は、遅れ、劣った

段階にあるとみなすようになったのです。つまり、15 世紀に始まる第一のグロ

ーバル化の段階では、「野蛮人」つまり「森の人」として、ヨーロッパ人とは空

間的にへだたった人たちとみなされていた非ヨーロッパ世界の人々は、19 世紀

後半の第二のグローバル化の段階では、時代的に古い､遅れた人々として「未開

人」primitive people と呼び変えられたのです。primitive という形容詞が､「初

めの」「第一の」を意味するラテン語の primus に由来していることは言うまで

もありません。 

 この二つの段階でのグローバル化の主体と客体の関係が､あくまで主体の側

からの観点で、空間的な差異から、時間的な前後関係へ置き換えられたことの

意味は重要です。こうした、空間的なへだたりを時間的な前後関係に置き換え

る考え方は、分かりやすいので、いまでも、例えば「パプア・ニューギニアの

住民は､まだ石器時代だ」とか、いわゆる経済開発をめぐって私たち現代の日本

人が、「××の社会は､まだ日本の明治時代だ」と言ったりすることによく表れ

ています。 

 現在の人類学の知見では、人類のすべての社会は､同じ深さの時間を経てそれ

ぞれのやり方で文化の継承と変化をすすめてきたので、文化の差異を歴史の前

後関係に置き換えることは､根本的に誤っていると言えます。まして、明治の「脱

亜入欧」「富国強兵」という、それ自体問い直されるべきスローガンを掲げて来

た私たち日本人が､自分たちを「西洋」に同化させて、他の非西洋世界を見くだ

すことは､私は間違いだと思います。 
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 第一のグローバル化と第二のグローバル化を対比して、指摘したいもう一つ

の点は、二つのグローバル化は、どちらも基本的に「ヨーロッパ世界」を主体

として起こっているということです。人類史的な視野で見れば、「ヨーロッパ世

界」は、決して原初の段階から主導的な位置にあった文明ではありません。メ

ソポタミアに形成された農耕と牧畜が密接に結びついた生産形態と、東地中海

文明の思想的、宗教的基盤の複合から、二次的に､時代としても地球上の他の文

明に比べてむしろ後発的に、強力になっていったと見ることができます。 

 けれどもいま検討してきたことからも明らかなように、十字軍の時代を通じ

て経済的にも､技術的にも力を増したイタリアの商業都市を中心に、14 世紀頃､

東西のさまざまな要素の結合によって､東部地中海世界で飛躍的に発達した航

海術が、イベリア半島のポルトガル・スペインの政治・文化的興隆と連携して､

15 世紀末に始まる第一のグローバル化の主体となる条件を作り出したと見るこ

とができます。その後のウェストファリア体制、大西洋三角交易等を通じて拡

大・強化されたヨーロッパ世界が､第二のグローバル化の主体となったのです。 

 しかし、そのようなヨーロッパ世界､およびその拡大された西洋世界が形成さ

れた原動力は何なのか、それはこれからお話しする、複数の視点から相互に文

化を測る､「文化の三角測量」の方法によって、考えてみたいと思うのです。そ

の前に､現在進行中の第三のグローバル化について、検討しましょう。 

 

４４４４) ) ) ) 現代現代現代現代ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化    

 第二次大戦後の、さらに大規模で徹底したグローバル化は、アメリカ化と同

義語の現象として、「コカ・コロニゼーション」という語に象徴される、アメリ

カの商業と大衆文化の拡張として始まったといえます。第二次大戦直後のアメ

リカ合衆国は、日独伊三国同盟を中心とするファシズム勢力を軍事的に破る「正

義の戦い」で中心的な役割を果たし、しかも主要参戦国で唯一、本土が戦場に

ならず、ハワイを除けば空襲も受けなかった国として、経済的にも繁栄を享受

し、思想的にも、冷戦構造の中で西側の世界をリードする立場にありました。 

 東側勢力押さえ込みのために、戦後まもなくから、マーシャル・プランとし

て知られる、戦勝国だが戦争で破壊され疲弊したイギリス、フランスをはじめ、

ドイツ、イタリアなどの敗戦国も含む、ヨーロッパ経済復興計画による低金利

での多額の経済援助、トルーマンの提唱によるアメリカの「科学の前進と工業

の進歩を、低開発地域の改善と成長のために役立てる大胆な新しいプログラム」
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いわゆる「ポイント・フォー・プログラム」など、戦後世界で圧倒的な経済力

を誇るアメリカの大規模な世界政策が、次々と打ち出されました。 

 当時は「進歩」とか「繁栄」が人類にとっての希望であり、破壊され疲弊し

た世界の人々の目に、アメリカはそのまばゆいばかりの象徴だったのです。ト

ルーマン米大統領の 1949 年 1 月、選挙後初の就任演説の、「合衆国は工業技術

と科学技術の発達において抜群の国家であり･･･我々の技術は絶えず成長して

おり、尽きることがない」という言葉にも、自由世界のリーダーとしての気負

いと自信が溢れています。軍用機を作るためにタバコの銀紙の包装紙も蝋紙に

なった、敗戦日本の焼け跡で、やせ細った子どもが、血色のいい GI がばら撒く

銀紙とピンクの包装の、リグレー・チューインガムの甘い香りに、アメリカ式

豊かさへの憧れを文字通り噛みしめたのです（と、これは 11歳で敗戦を迎えた

私の、個人的な思い出でもあります）。 

 人類にとって空前の破壊のあとの、戦後世界で始まるこうしたアメリカのグ

ローバリゼーションには、それ以後現在までを概観して、三つの特徴を見るこ

とができます。 

 その一は、大戦終結後まもなくの技術の進歩と経済的豊かさへの夢が、やが

て地球規模での資源の枯渇や環境破壊への危機感によって、ブレーキをかけら

れるようになったこと、その二は、戦後アメリカの大規模な海外援助政策の根

本にあった冷戦・東西対立構造が、社会主義ブロックの崩壊によって消滅し、

市場原理至上の新・自由主義経済が、世界を覆うようになったこと、第三に、「情

報」が経済活動だけでなく、人類の精神生活全般にとってもつ意味が、きわめ

て大きくなったことです。第二の歯止めのない市場原理と第三の情報の肥大化

とは、互いに煽り合う関係にあり、第一の資源危機から生まれる持続可能性 

sustainability への配慮とは相反する関係にあります。そして、これら三つの問

題のすべてで、主導的な立場にあるのがアメリカ合衆国です。 

 第一の地球規模での危機感は、とくに石油危機に始まる 1970 年代の懐疑の時

代から強まります。毛沢東思想にも影響された若者の、先進工業社会での異議

申し立て、アメリカの人類学者サーリンズの『石器時代の経済学』（1972）に示

された、生産性至上主義への懐疑、1972 年ストックホルムでの「人間環境会議」

の開催、シューマッハーの『スモール・イズ・ビューティフル』(1973)と中間技

術の思想、リン・ホワイトの人間中心主義・技術万能主義批判、ローマ・クラ

ブによる『成長の限界』(1972)、『危機に立つ人間社会』(1974)の発表、さらに
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1975 年に終結したベトナム戦争がもたらした、アメリカ式正義と技術優越に対

する深い懐疑などが、持続可能性 sustainability という語で示される、人類規

模・地球大での危機感の高まりへの、一連の底流をなしているといえます。 

    持続可能性という考え方は、国連の「環境と開発に関する世界委員会」（通称

ブルントラント委員会）がががが 1987 年年年年にににに出出出出したしたしたした報告書 Our Common Future を始

め、現実の政策としての社会主義の大幅な敗退、弱肉強食の市場原理の世界支

配、つまり人間の欲望追求の拡大は放置したままでの、地球規模での資源枯渇・

環境破壊に対する危機感の高まりとととと、、、、時を同じくして重視されるようになりま

した。 

 「持続可能性」は、開発の指針ないし戦術としてそれまで取り上げられ、変

遷してきた、「工業化」、「農村開発」、「中間技術」、「住民参加」、「観光開発」な

どがそれぞれ行き詰まったあとに、具体的な戦術を含まないスローガンとして

出てきたと言えます。開発問題とのかかわりでは「持続可能な開発」というこ

とになり、具体策はそれぞれの場で検討することになります。 

 いずれにせよ、世界の人口が増え続けている現状で、とくにインドとサハラ

以南アフリカでの人口増加率が高い状況で（EU の１年間の人口増加は、インド

での 1週間分に当たるそうですが）、長期的に見れば「持続可能性」は原理とし

て不可能な人間の願望です。 

 現在、開発問題に求められているのは、根本的なパラダイム、考え方の枠組

みの変換だと思います。局所療法、対症療法が多くの困難に直面している現状

で、人間の技術と、ヒト＝自然関係のあり方についての、パラダイムの根源的

再検討と変換への模索が必要です。それは、生物の単一の種 (species) として

現在でも 60億という個体数に達したホモ・サピエンスが、他の多くの生物種を

日々絶滅させながら抱えている、出口の見えない「アポーリア」難問です。 

 私はすでにいろいろな場で主張してきたことですが、人類の食糧問題や環境

問題解決のために地球環境、地球資源を保全するという、人類中心の考えでな

く、一番あとの方から地球上に生まれたホモ・サピエンスもその微小な一部で

ある、生物種全体の「種間倫理」inter-specific ethics の問題として、考えるほ

かはないと思います。ただ、それを考えるのがヒトである以上、人間中心にな

らざるを得ないというのが、根本的な矛盾ですが、宇宙に発生した小さな自意

識のような存在であるヒトの責任でもあると思います。いまこの議論に深入り

する余裕はありませんので、問題としてだけ指摘しておきます。 
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 京都議定書をはじめ、自然環境をめぐる諸問題では、世界各国の対応が揺れ

動いています。この問題は、人間にとっての快適さ amenity の問題として考え

るべきではなく、その根幹に、自然の微小な一部としてのヒトの自覚があるべ

きです。現代のグローバル化の第二、第三の特徴として先に挙げました、市場

原理の最優先と情報の肥大化が直接に関与している、深刻さを増しつつある問

題として、栽培植物の品種の著しい減少と、F1 種子の普及の問題があります。

F1 は、人工的に造られた一代限りの交配種で、生産性において優れていますが、

それから同じ性質を持った個体は生まれないのです。そして大量の化学肥料、

駆虫剤が必要です。 

 1950 年代の「緑の革命」で F1 種子がもたらした後遺症 — 化学肥料、駆

虫剤の大量消費と土壌の劣化 — は、近年になってインドなどで問題化して

いますが、「緑の革命」もご承知のように、1949 年中国で勝利を収めた「赤の

革命」のアジア諸国への波及を防ぐための、アメリカの世界戦略の一環として、

当時のアメリカの技術力と財力を尽くして強行されたものです。「緑の革命」は、

F1 種子の問題が顕在化した初期の一例に過ぎませんが、F1 種子の普及によっ

て引き起こされつつある、取り返しがつかなくなるかも知れない事態は、日本

でもいたるところで進行中です。つまり、地方ごとに風土に適した品種として

伝えられてきた、多様な品種の自家採種による循環型農業から、毎回種子を購

入しなければならない、限られた品種の F1 種子による、目先の高収益を目的

にした、脆弱な農業への変質が、地滑り式に広がりつつあるのです。このため、

いま世界中で農作物の品種は激減しつつあり、在来品種の保存方法が緊急の課

題になっています。 

 新しい F1用の交配種を作るために、世界の種子会社は農作物の遺伝子情報を

入手しようとしのぎを削っています。ここでも「情報」が、市場原理と結び合

わされて、重要な役割を果たしています。そしてこの領域でも、アメリカが圧

倒的に世界をリードして、グローバル化を進めています。 

 

５５５５））））文化文化文化文化のののの多様性多様性多様性多様性とととと無形文化遺産保護無形文化遺産保護無形文化遺産保護無形文化遺産保護のののの問題問題問題問題    

 文化の多様性がなぜ望ましいのかは、いま検討してきたような現在進行中の

グローバル化の大波の中で、「文化の地方種」を守る必要があることから、ほぼ

明らかだと思います。国連の一機関であるユネスコも、一貫して生物種の多様

性と文化の多様性を守る努力を続けてきました。一昨年 2005 年 10 月にパリで
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開かれたユネスコ第 33 回総会で採択された「文化表現の多様性の保護及び促進

に関する条約」Convention on the Protection and Promotion of the Diversity 

of Cultural Expressions は、そのような方向での国際社会の努力が実った一例

と言えるでしょう。 

 これは日本でいうコンテンツ産業、アメリカでコピーライト産業と呼ばれて

いる、映画、ビデオ、レコード、音楽、書籍その他、版権 copyright が生ずるよ

うな、商業化された文化表現の取り扱いを問題にした条約で、148 カ国が賛成、

アメリカとイスラエルが反対、オーストラリア、リベリアなど 4 カ国が棄権し

ました。提案国は、フランス、ドイツをはじめとする EU 諸国、カナダ、フラ

ンス語圏諸国で、イスラム諸国、中国、日本、去就が注目されたイギリスも、

賛成票を投じました。 

 文化表現のこの領域でも、アメリカが圧倒的に強く、はるかにおくれて日本、

イギリス、近年進出してきた中国が続いています。アメリカでは 1996 年くらい

から、コピーライト産業が、自動車、航空機、農産物など、かつては世界でア

メリカの占める割合が大きかった部門を抜いて、輸出額の最上位を占めるよう

になりました。産業でも情報部門の増大が、世界的に進んでいるのです。ハリ

ウッド映画をはじめ、アメリカで大量に製作される、アクション、ホラー、メ

ロドラマなどテレビ用娯楽映画、ビデオ等、文化産業製品の洪水に危機感を募

らせた提案国、賛成国が、自国の文化産業を守るために、3 年越しのユネスコ内

部での検討をふまえて、今度の総会での提案、採決に踏み切ったのです。 

 条約の名称が示すように、これは文化産業のグローバル化、実質的にはアメ

リカ化の行き過ぎによる、人類文化の多様性消失を抑制することを目的として

います。ですからアメリカが、自国の文化産業の輸出規制を防ぎ、この条約に

反対するのは当然であるともいえます。30 カ国の批准で発効するこの条約は、

アメリカとイスラエルの同意なしに発効するでしょう。京都議定書の場合と異

なり、今度は相手のある輸出に関わる条約なので、アメリカだけが自分は反対

だと言って済ませるわけにはいかないのです。 

 この条約は、成立まで 3 年の過程でも、世界文化の現状をめぐってさまざま

な問題を明らかにしました。アメリカに次ぐ文化産業輸出大国の日本は、2003

年のアメリカのユネスコ復帰前から、アメリカの立場に理解を示しつつ、非公

式の検討グループを作って調整をはかりましたが、アメリカと EU の対立とい

う構図の中で諸国の立場は微妙で、イギリスも結局 EU の側に立ちました。 
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 文化に対する国家の政治的関与を認めるこの条約が、国内に向かっては国民

文化の統合に口実を与えるかも知れないという危惧を、フランス語圏諸国が表

明しました。この点は、国家が強権をもっている国では、国内マイノリティの

文化との関係で、深刻な意味をもちうると思います。政治的な力であれ、経済

的な力であれ、国際的なレベルでのマジョリティとマイノリティの関係は、国

内的なレベルでのマジョリティとマイノリティの関係と、ある側面で連動しな

がら、力と文化の相互関係をつくることになるからです。そこに、「文化」とい

うものの、逞しさと、傷つきやすさの、背中合わせになった両側面があります。 

 アメリカ代表が反対演説で強調したように、文化は国家が法的な力で介入す

べきものではありません。これは確かに、アメリカの国益とも一致する、正論

です。けれども、東西対立解消後の、アメリカの圧倒的な影響力のもとでの、

市場原理に基づく新自由主義経済体制下では、「産業としての文化」には、人類

文化の多様性を守るという大原則に立脚した、ある範囲での公権力の介入が、

十分に議論を尽くした上で、必要になる場合もあるのではないでしょうか。 

 別の領域で、やはり人類文化の多様性を守るという大原則のために、ある種

の公権力の介入、というよりは援護が必要だと思われる領域に、「無形文化遺産

の保護」があります。これも、有形文化遺産の保護と並行して、ユネスコが重

視してきた領域です。日本については、国内的に「無形文化財」の保護が、「人

間国宝」の指定などと並んで、有形文化財の保護とともに行なわれて来ました。 

 私はユネスコの、世界遺産や、有形・無形文化遺産の事業に多年専門家とし

て参加し、アフリカの無形文化遺産については日本人、アフリカ人研究者の同

僚と共に、日本政府の科学研究費で現地調査を 12 年来行なって和文・欧文の報

告書を刊行し、日本でもこれは私個人の研究として、無形文化財の調査を行な

ってきました。そうした経験から私は、無形文化遺産、無形文化財の認定範囲

をもっとひろげて、公的な援護を行なうことが、文化の地方種を守り育て、多

様な人類文化を力づけてゆくために重要であると考えます。 

 世界遺産や有形文化遺産は、いま生きている人たちが、そこに身を置いたり、

接したりして、人類の過去や文化の意味について考える素材を提供するわけで

すが、無形文化遺産、無形文化財（以後、とくに制度上の問題として区別する

必要があるとき以外は、「無形文化遺産」という呼び方に統一しますが）は、文

化遺産を生きた形で受け継いでゆくわけです。それだけに、現在以後の時代に

文化の地方種を存続させ、場合によって新しい状況で活性化させてゆく上で、
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きわめて重要な意味をもっています。 

 無形文化遺産の存続には、三つの条件が必要だと思います。第一は、その文

化遺産を支える人たちに、「やる気」incentive を十分に起こさせられるかどう

か。第二は、その文化遺産を支えてきた素材や、基礎となる技術の面での保証

があるかどうか。第三に、文化遺産が生きてきた社会との関係が、整合的であ

るか、ズレていないか。いうまでもなく、これらの三点は、相互に密接に関わ

り合っています。 

 第一の「やる気」の問題は、精神的な面だけでなく、経済的な面でも報われ

ることが大切です。経済的な保証がなければ、「貴重な文化遺産」を継承してゆ

くという大義名分だけでは、次の世代の若い人たちが、その遺産を受け継いで

ゆく努力が、どこまで持続するか疑問だからです。その際、遺産の継承は、ミ

イラのように原型のまま保存すればよいと言うのではなく、現代以後の社会で、

生きた文化として成長してゆくようにすべきです。さもなければ、次の世代以

降の人たちに「やる気」を起こさせることも、経済的な保証も難しくなると思

います。無形文化遺産といっても、古来変わることなく継承されてきたわけで

はなく、私たちが接することのできる遺産も、すでに多くの変化を時代の移り

変わりの中で経てきたものであることを、大前提として認める必要があります。 

 この点で、私もユネスコの専門家として一部かかわった、西アフリカ内陸の

ニジェール共和国にある、音楽研修振興センター Centre de Formation et de 

Promotion Musicale の事例は、一つの典型例といえます。ニジェールは、サハ

ラ砂漠のラクダの牧民の音楽と、砂漠の南縁西スーダンの農耕民の音楽が交わ

る、音の文化の面できわめて豊かで、独自性のある地域です。そのニジェール

の首都ニアメーに、ユネスコの企画でヨーロッパ開発基金を使って、1989 年に

このセンターができました。ニジェールの豊かな音楽の遺産を継承しながら、

単に「伝統的」なものを受け継ぐだけでなく、西洋式の音楽の基礎教育も行な

い、ここを拠点としてアフリカ音楽の、次の世代の担い手を養成してゆくとい

う趣旨で創設されたのです。ニジェール各地の伝統的楽器の蒐集と展示が行わ

れ、参考図書館や録音資料も備えられ、受講生はそれらの楽器を使っての伝統

音楽の講習を受け、同時にピアノの実技の初歩や五線譜の使い方などについて

も、国際協力のボランティアたちから手ほどきを受けたのです。 

 若い世代に「やる気」を起こさせるために、伝統音楽を基調にした地域音楽

の産業化をはかり、録音テープの販売、演奏会など音楽イベント活動を行って
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ゆくことが企画されました。日本の青年海外協力隊から 1991 年に、若い録音技

術者 S さんが派遣され、現地調達が可能なコンクリート・ブロックを積み上げ

て、小さいながら五角形の録音室を作り、ブロック壁の残響音を消すために、

街の露天市場で卵を積み上げて売るのに使っている紙のパックの使用済みの廃

品を集め、壁一面に貼り付けて吸音装置にするなど、S さんの工夫と献身的な努

力と、それに応えた諸機関の協力で機材も調達され、まがりなりにも録音室が

機能するようになります。1997 年、国連ボランティアとして改めてセンターに

勤務するようになった S さんは、センターで演奏・録音した音楽を、ニジェー

ル国内や国外の音楽市場に参入させることを企て、大変な努力の末、センター

で演奏・録音したテープを、ナイジェリア、コートジボワールなど、音楽のカ

セット・テープ産業では西アフリカですでに高い実績をもつ国の商品に伍して

商品化することに成功し、音楽産業の面でニジェール国民に自信と誇りをもた

らしました。センターで演奏し、S さんが録音した歌は、放送局でも使われ、ニ

ジェールだけでなく、西アフリカ各地で広く歌われるようになったのです。 

 第二の、ある無形文化遺産を支えてきた素材や、基礎となる技術の面での保

証があるかどうかも、深刻な問題です。私が日本で行なった調査から、三味線

の例を取り上げます。歌舞伎や文楽は、ユネスコの無形遺産傑作宣言にも、日

本の国指定の重要無形文化財としても、登録されていますが、これらの演劇に

は三味線が不可欠です。日本の重要無形文化財としてはさらに細かく、義太夫

節三味線、常磐津節三味線、新内節三味線、などと分かれて指定され、人間国

宝としても、これらの分野の三味線の演奏家が、何人も指定されています。け

れどもこの演奏家たちが使う三味線の、半ば消耗品で取り替えなければならな

い、猫の皮と、絹の三味線糸とは、いま供給の危機的な状況に置かれています。 

 琉球の三弦楽器三線（さんしん）通称蛇皮線が 16世紀後半、堺に伝わり、琵

琶法師が演奏したのが、日本の三味線の始まりとされています。邦楽器の内で

も起源は新しいのに、よほど日本人の好みに合ったのでしょう、たちまち日本

中に広まり、各種の語り物や歌い物の伴奏、芝居の囃子から民謡、俗曲、浪花

節、お座敷芸にまで、なくてはならないものになりました。 

 琉球や、それ以前の中国の三弦と日本の三弦＝三味線の大きな違いは、中国

や琉球では爪弾きか、爪にはめた小さな義甲（ぎこう）で弦を鳴らすのに、日

本では琵琶からの連続に由来する、角の尖った、かなり大型の撥で弾くこと、

胴に張るのは蛇皮ではなく猫皮で、津軽三味線の犬皮以外、犬皮は主に稽古用
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に使うという点です。飼い猫は中国に 6 世紀頃、西方から伝わったとされ、中

国から飼い猫として、遣唐使などとともに平安時代日本に渡来し、はじめ上流

社会で優雅なペットとして飼われていた猫が、その後千年ほどのうちに民間に

も普及して増殖し、新渡来の三弦に張る皮に向いた、手に入りやすい野良猫と

なったのです。 

 その猫皮三味線製造がいま危機に陥っているのは、牛、豚、鶏は何十万頭、

何百万羽殺してもいいが、猫は可哀想だというペット偏愛精神の広まりのため

です。その一方で飼い主の勝手な都合で捨てられて年々増え続ける野良猫は、

保健所が捕獲して毎年何万匹も焼却処分しているのですが、三味線皮製造業者

の度々の申請にもかかわらず、保健所から焼却の運命にある猫を払い下げても

らうことはできずにいます。もっとも、保健所で捕まえて殺すのは大部分子猫

なので、雄の成猫が適している三味線には向かないのだそうです。 

 1960 年頃までは、猫皮供給の中心だった関西では、野良猫を捕獲して三味線

皮を供給する業者がいましたが、動物愛護家

、、、、、

の非難が強まって、活動できなく

なりました。捕獲者だけでなく、三味線皮製造業者への社会の非難、その子弟

に対する学校でのいじめの問題もあります。それに加えて、1973 年に制定され

た「動物の保護及び管理に関する法律」で「愛護動物をみだりに殺し又は傷つ

けた者は三万円以下の罰金または科料に処すること」とされ、さらに 1999年に

改正されて、「･･･一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること」という

罰則ができたことは、三味線作りにとっては、致命的でした。 

 全国でいまや３軒に減った三味線皮製造業者 — そのうちの 1 軒は休業状

態、もう 1 軒は材料があればやるという状態で、事実上奈良の H商店 1 軒だけ 

 — が、中国南部から食肉用に処分した猫の皮を無選別で大量に輸入してマ

イナス二〇度の大冷凍庫で保存し、使えるものを処理、乾燥して全国の三味線

製造・張り替えの業者に供給しているのが現状です。 

 猫は背中から剥ぎ、皮が一番厚い喉の部分が、撥先が直接当たるところに来

るようにし、その上から薄い皮を半月形に切って貼り付け、三味線の撥皮とし

ます。臍から上は胴の表皮、下は裏皮にします。木の胴の内側にも綾杉（あや

すぎ）という刻み目がつけてあり、音が乱反響するように工夫されていますが、

その胴に張る猫の皮の厚みも全体に均一でないために、猫皮三味線は、音に微

妙な濃淡が生まれるのです。犬皮より柔らかく毛穴も細かいので、音色もニュ

アンスに富んでいるのです。 
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 三味線の皮は、角の尖った撥で弾くため、頻繁に破れて張り替えなければな

らないのですが、三味線糸も、取り替えが必要な消耗品です。三味線糸は現在

では、滋賀県と栃木県の数軒の農家で、もう高齢化した女性が、日本の三味線

糸のほぼすべてを作っています。座繰りという独特の方法で繭を煮ながら糸を

紡ぎ、そのあと独楽を回して糸に撚りをかけ、長く伸ばして張る。糸が出来上

がると、小さな輪にして紙で止める。こうした独特の手仕事の技術をもった人

は皆高齢化し、後継者は育っていません。原料の繭も入手難です。以前はこの

地方の農家は、どこでも養蚕をしていたのですが、ほとんどの農家が養蚕をや

めてしまったので、繭もやがて輸入に頼らなければならなくなるでしょう。 

 琉球の三線が日本に渡来し、三味線ができて 200年も経たない 18世紀中頃ま

でには、「風が吹くと桶屋が儲かる」という、こじつけを揶揄する言い回しが広

まったくらい、三味線の需要と猫狩りは結びついて考えられるようになってい

ました。なぜ風が吹くと桶屋が儲かるのか、若い世代の人たちには理解しにく

いかも知れないので簡単に説明しておきます。風が吹くと砂ほこりが目に入っ

て失明する人が増え、江戸時代のいわゆる座頭がふえる。座頭は当時の仕来り

で三味線を弾く生業（なりわい）に就くことが多かった。三味線を弾く者がふ

えれば、それだけ猫を捕らなければならない。その結果、猫が減って鼠が増殖

し、桶を盛んにかじる。だから桶屋が儲かるというのです。こういうこじつけ

論法がおもしろがられるくらい、三味線と猫狩りの結びつきは、一般化して大

衆のあいだに広まっていたのだと思われます。 

 いま、その猫皮三味線が危機に瀕していることをお話ししましたが、桶屋さ

んも危いのです。といってもこれは、三味線のように原料の入手難からではな

く、時代の変化に伴って、強力な競争相手、繊維強化プラスチック製品が普及

するようになったからです。石油を原料とするプラスチックの実用化は、アメ

リカでは 20 世紀初め頃から、日本では戦後にはじまり、とくに最近 30~40 年

の間に、FRP という略語で呼ばれている、繊維強化プラスチックが多方面に急

速に普及しました。つい 40 年くらい前までは、赤ん坊が生まれて産湯を使う盥

から、死んで入れられる早桶まで、そのあいだ毎日使うお櫃（ひつ）や風呂桶、

手桶、柄杓、酒樽、味噌樽、農家でなくてはならない肥樽まで、日本人は丸抱

えに桶屋さんの世話になって暮らしていました。ですから桶屋さんもいたると

ころにあったのです。 

 ところが今では、これらのすべては、安くて軽くて耐久性が大きく、手入れ
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も簡単な FRP製品に取って代わられています。主に注文製作で特別念入りにつ

くられた趣味の高級品以外、檜や杉の香り高い桶や樽は、私たちの生活から姿

を消しつつあり、そうした注文に応じられる、腕に覚えのある、ごく少数の職

人だけが仕事を続けています。けれども全般に高齢化がすすみ、後継者も滅多

にいないようです。 

 同じ FRP ショックは、和船造りにも及んでいます。瀬戸内海地方を中心に、

平家の水軍や村上水軍の時代から洗練されてきた日本独特の和船造りの技法は、

素材の木の板に鍔鑿（つばのみ）という鑿であらかじめ曲がった細い穴をあけ

ておき、そこに基本的に 3 種類の、船釘という、これも微妙に曲がった釘を打

ち込んで、船板をいわば接（は）ぎ合わせて、外殻から船を造ってゆく技術で

す。 

 前後方向に頑丈で長い竜骨、キール keel を渡しそれに直角に肋材を取り付け、

肋材に側板を打ちつけてゆくという、ヴァイキングが始めたといわれ、その後

ヨーロッパ世界にひろまった竜骨船は、荒海を長距離航行するのに適していま

すが、古く地中海世界でも用いられていた外殻船は、穏やかな海や川を航行す

るのには、積み荷の効率のいい、造りやすい船だといえます。 

 なかでも、独特の道具と釘を使って板を接ぎ合わせる、瀬戸内海で洗練され

た和船の技術は、船としても美しく、世界的に見ても無形文化遺産として保護

するに値すると私は思うのです。それが手入れも簡単で長持ちする FRPプラス

チック船にこの 30、40 年来、日本のいたるところで取って替わられ、和船造り

は後継者もなく、消滅寸前の状況です。古くから和船造りで有名な、いま広島

県福山市に合併された鞆の浦で、私は和船造り 6代目で 75歳の I さんと、船釘

つくり 3代目で 73歳の N さんを、2度お訪ねして、感銘深くお話をうかがった

ことがあります。お二人とも、後継者はいませんから、この和船の伝統のある

町でもそれぞれ最後の船大工、船釘鍛冶ということになります。 

 私が学生時代から調査に通っている伊勢湾の漁村でも、30 年前には、大人も

子どもも、和船を日本式の櫓で漕いでいて、村に何人も船大工がいました。今

は和船も船大工もゼロ、櫓を漕げるのは年配の人だけで、FRP 船だと 10 メー

トル進むのにも、FRP 船を造っている会社で一緒に売り込んでいる船外機で、

石油を消費し、二酸化炭素ガスを放出して進まなければなりません。骨が折れ

ない、速い、手入れが簡単で長持ちする･･･人間の安楽原則に適っている FRP

船の普及で、和船はいま、あと 20 年経ってから後悔しても元に戻せない危機に
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あるといえます。 

 さらに、限りある石油資源を使って作られる FRP 強化プラスチック製品最大

の問題は、船だけでなく浴槽などもそうですが、リサイクル不可能ということ

です。しかも燃せば有毒ガスが出ます。普及して年数が少ないので FRP船廃棄

処分もまだ問題化していませんが、いま日本中の水域にある大小無数の FRP船 

 — 外洋向きの鋼鉄船以外は、エンジンを内装しスクリューで進む中型漁船

なども、大部分は今や強化プラスチック製です — が一斉に耐用年限に達す

る十数年後には、自動車のように潰すこともできない、土にも還らない、和船

のように廃品で「船板塀」も作れない、かさばる大量の FRP船を、どこへどう

投棄するというのでしょうか。 

 グローバル化との関連では、克服困難な課題だと思いますが、強化プラスチ

ック製品の氾濫のように、人類の技術全般の変遷にともなって、無形文化遺産

が急速に消滅の危機にさらされている場合、この状況を打開するためには、個々

の無形文化遺産そのものの継承を援護するだけでなく、広い視野からの状況再

検討の運動を、ユネスコなどの先導で起こすことも必要だと思われます。 

 

6666））））無無無無形文化遺産継承形文化遺産継承形文化遺産継承形文化遺産継承のありのありのありのあり方方方方をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって    

 次に、第三に挙げた、文化遺産が形成され、維持されてきた社会との関係が、

いまも整合的であるか、ズレてしまっているかという問題について述べます。

この典型的とも思われる例は、いま私が日本の科学研究費で現地調査をしてい

る、西アフリカの旧モシ王国で発達した、世界で唯一と思われる、太鼓の音で

王国の歴史を語る「太鼓言葉」drum language です。 

 太鼓や笛などの器音で合図、それもかなり複雑なメッセージを送ることは、

アフリカを始め世界の広い地域で行われてきました。けれども、30~40 分にも

わたって、王朝の系譜を、基本的には音声言語の音調 tone を、両手の素手で打

つ太鼓の音でなぞりながら、長々と「語る」無形文化遺産は、世界でほかに類

がないものです。 

 これは特定の家系に生まれた男の子が、幼いときから豆太鼓をあてがわれて、

一族の年長者たちと一緒に王宮に伺候して、儀式などの機会あるごとに、見よ

う見まねで王朝の系譜語りを一緒に叩いている内に、長い間の反復によって身

体にすり込まれた記憶として、一連の打奏を覚えてしまうので、簡単に習い覚

えられるものではありません。 
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 ところで、15 世紀頃から形成されたと思われる旧モシ王国は、19 世紀末にフ

ランスに軍事征服されて植民地となり、1960年に共和国として独立してからは、

現在のブルキナファソの一部となっています。伝統的儀式などの慣習面でだけ

存続しており、かつてのような司法権や交戦権はありません。分かれて地方に

割拠していたいくつかの王朝のうち、最も強大だった王朝の都が、現在の共和

国の首府ワガドグーになっています。王宮での儀礼なども多く継承されており、

勿論太鼓言葉による王朝の系譜語りも、洗練された形で遺っています。ただ首

都であるだけに、大学をはじめ教育施設や中央官庁があり、産業活動、外国と

の交流も盛んです。インターネト・カフェもいたるところにあって、新しい教

育を受けた現代の若者の意識は、慣習的にだけ存続している旧モシ王国からは、

次第に離れてきています。 

 こうした状況で、首都のワガドグーでは、太鼓言葉による王朝の系譜語りも、

楽師の高齢化が進んでいる当代限りで後継者はなく、消滅しようとしています。

今年 9 月に東京で開かれた、ユネスコの無形文化遺産保護の会議を受けて、今

年のパリで決められるはずの具体的措置にしたがって、この「太鼓言葉による

歴史語り」を、私はユネスコの無形文化遺産保護の方針に従って、記録、保護

などの措置を講じてもらえるよう、ブルキナファソ政府を通じて申請しようと

思っています。 

 私が長く住み込み調査をした、南のテンコドゴ王朝は、旧モシ王国で最も古

く形成されたと見られる王朝ですが、ここでは、首都のワガドグーほど社会の

変化が著しくなく、この無形文化遺産の次の世代への継承は、まだ可能だと思

われます。 

 こうした状況を総合して考えて、太鼓言葉の語りが、旧モシ王国の王朝史 — 

それは、王宮の儀礼の場で執り行われるとき、王とその祖先への賛美という性

格をもっています — の語りとしてだけ継承されるのではなく、現代以後の

共和制社会の中での、新しいパフォーミング・アート — 例えば太鼓言葉と

その翻訳をベースにした、ラップ・ミュージックのようなもの — として、

次の世代の楽師たちによって、再生される形で継承されてゆく道はないものか

と、これはとにかく地元の当事者の人々と、話合って考えて行きたいと思って

います。 

 この例も、先にニジェールの伝統音楽の新しい展開の例と同様、新しい社会

条件での新しい世代の感覚による、無形文化遺産の継承・展開の可能性を探る
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ということになるでしょう。 

 くり返しますが、無形文化遺産は固定されたミイラではなく、生きものとし

て次の世代に受け継がれてゆくからこそ、グローバル化の中で文化の多様性を

保ってゆく力になりうるのですが、新しい社会条件での新しい世代の感覚を重

視しすぎると、「遺産の継承」という側面の意味が分からなくなるというジレン

マもはらんでいます。その際問題になるのが、「観光」など外来者に見せるため

の側面と、あくまで当事者の「実用」のための側面の兼ね合いです。 

 先に鞆の浦で最後の船大工としてお話しした I さんも、最近造っているのは、

実用の漁船ではなく、観光行事などでのデモンストレーション用の和船です。

和船のような外殻船ではない、刳（く）り船系の沖縄のサバニも、かつては珊

瑚礁の海での操業に適した漁船として、大量に造られ使われていましたが、こ

こでも実用のものは、船外機をとりつけた強化プラスチック船に取って代わら

れつつあります。その一方で、観光客のためのサバニ船は、さまざまな工夫を

凝らして変化しながら、基本的に「遺産を継承した」やり方で造られ続け、活

躍しています。観光客には「昔ながらの」船でないと喜ばれないからです。 

 話はフランスに飛びますが、フランスの田舎で私が仕事場を訪ねてお話を聞

かせていただいた、木靴（サボ）作り、車大工など、みな高齢の伝統的職人た

ちがいま作っているものは、かつてのように、村の生活の中での実用のための、

「顔の見える」村人からの「注文製作」ではありません。高名な「伝統工芸師」

ということで、業者や団体が発注する、木靴は花などを指して室内の置物にし

たり展示したりするための、車は装飾用のミニュアチュアか、特別なイベント

用の馬車です。ただ、葡萄酒を醸造し、ものによっては何年も寝かせるナラの

木で作る樽は、世界のさまざまな地域で葡萄酒造りが盛んになったために、本

場のフランス製への需要も多くなっています。微妙な曲がり方に削った多数の

側板をぴったりと合わせ、何カ所か箍（たが）で締めて、液体が漏らないよう

な中ぶくれの形をした樽をこしらえるというのは、かなりの熟練を要する作業

です。樽作りの職人には、フランスのいろいろな地方で、何人もの方に仕事場

でお話を伺いましたが、プラスチックやステンレス・スチールの容器で大量に

醸造するのが一般化している現在でも、葡萄酒のように繊細な味や香りや色を

大切にする飲み物に関しては、フランスが葡萄酒とともに洗練した貴重な「無

形文化遺産」である、樽作りの技術は十分な存在理由を、依然としてもってい

ます。個人の仕事場で作っている職人のほかに、葡萄酒の名産地ブルゴーニュ
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などにある、国立の樽作り職人養成所で教えている練達の職人もいます。 

 けれども、プラスチックやステンレス・スチールの容器での大量醸造が、社

会全体の変化にともなう「実用」面での大勢とすれば、レジャーや観光と同種

の範疇に入る、「非実用」の趣味の領域といえるかも知れません。その場合、こ

れもアメリカ起源のファースト・フードのハンバーガーに味覚が馴らされてし

まった世代の人たちが世界中に増えている状況で、ナラの樽で醸造した葡萄酒

の味を尊重する人たちが、あとどれだけ存続するでしょうか。この種の問題は、

きわめて相対的な性質をもっており、猫皮三味線の音色にこだわりを抱いてい

る私などの世代の感覚も、その前の世代の、もっと邦楽に通じた人たちの感覚

からみれば、嘆かわしいものであるかも知れないのです。 

 結局、この種の「好み」の問題には、一つの決まった尺度は設定できないし、

すべきではないのだともいえます。そうであるならば、すべては時代の流れに

従ってなるようになるしかない、ということになり、「無形文化遺産」の保護、

存続に努力することも無意味になるのでしょかうか。振り出しに戻って言えば、

文化のグローバル化、効率・経済性一本槍の文化の画一化に対して、文化の多

様性を守る努力の一環として、「無形文化遺産」の保護の意義がある、というこ

とは確認できるでしょう。ただし、その際の「好み」に属する領域では、判断

を下す人の「好み」を絶対化せず、それを時代の移り変わりの中で相対化し、

醒めた目で見る視点を保つことが、大切だと思われます。 

 

７７７７））））文化文化文化文化のののの三角測量三角測量三角測量三角測量    

 はじめに見たように、第一、第二の、そして第三のグローバル化でも、ヨー

ロッパ世界、及びそれが拡大された「西洋世界」やアメリカ合衆国が､常に主体

となってきました。そのように世界に積極的に働きかける原動力が、少なくと

もこれまで常にヨーロッパ､およびその拡大された西洋世界であったのはなぜ

か、なぜそれが、東アジアやサハラ以南アフリカではなかったのかと問うてみ

ることは大切だと思います。いうまでもなくこれは、そのような設問自体がた

いそう大がかりで複雑であり、一義的な答え見つけることはおそらく不可能だ

と思われます。 

 ここでは、そうした疑問に答える一つの手がかりとして、ヨーロッパ的価値

観の特徴を、日本的、アフリカ的価値観を参照点として醒めた目で見る方法に

ついて、考えてみたいと思います。「文化の三角測量」と名付けて私が文化の比
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較研究に用いてきた方法を、グローバル化と文化の多様性を問題にするこのセ

ミナーでも、一つの参考として提出してみたいのです。ただし、時間の制約が

あり、今ここではほんの輪郭をお話しするだけになりますが、関心がおありの

方は、お配りした参考文献を読んでいただければと思います。 

 この方法の第一の特徴は、二つの文化の比較ではなく、三つの比較だという

ことです。「文化の三角測量」は、いうまでもなく地測の方法から比喩的に借用

した言葉ですが、二つの間の比較より、参照点を三つにして、その内の一つを

対象化するときは他の二つの参照点から見る方が、対象をより客観的に見るこ

とができると思われるからです。議論においても、二人の討議は過剰な対立を

招きがちですが、それぞれに異なる立場の三人による討議の方が、不毛な対立

を避けて問題を複眼的に深められる可能性があります。 6 年前 2001 年に、国

連大学とユネスコの共催で、『文明間の対話』というかなり大がかりな国際会議

（International Conference on the Dialogue of Civilizations）が、東京と京都

で 4 日間にわたって開かれたことがあります。その会議では私は、最終セッシ

ョン Closing Session での総括提案 Recommendations を受け持ったのですが、

そのときも、dialogue の次は、若い世代の “trialogue” がもたらすみのりに期

待したいという、新造語を用いた提案をしたことがあります。 

 文化の比較には大別して二つの行き方があると思います。一つは連続の中の

比較で、隣接する地域の文化間における伝播、受容、受容拒否など、相互の影

響関係を比較によって検討するものです。もう一つは断絶における比較で、私

が提唱する「三角測量」の場合ですと、日本、フランス、西アフリカ（旧モシ

王国）のように、19 世紀末まで互いに直接交渉がなく、地理的にも隔たった、

自然条件もまったく異なる地域で、それぞれの道を歩んできた文化の比較です。

第一の連続の中の比較の目的を「歴史的」と呼ぶとすれば、第二の断絶におけ

る比較では、まったく異なるように見える現象を比較しながら掘り下げること

で、その現象の人間にとっての根源的な意味を、比較を通して「論理的」に問

うことを目的としている、と言えるかも知れません。 

 日本、フランス、旧モシ王国という選択は、私個人の研究上の成り行きで偶々

そうなったのですが、結果としてみれば、アジア、ヨーロッパ、アフリカの文

化という点で、人類の文化全体を考える上で、無論完全にとはいえないにせよ、

ある程度の代表性をもっていると見ることができます。けれどもこれは、あく

まで私が選んだ 3 点であるに過ぎないので、地測の三角測量におけるように、
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この 3 点を基に、観測点を次々と増やしていって、人類全体を覆うことができ

るようになればと願っています。 

 これまで私はこの比較方法によって、音声表現、口頭伝承、歴史表象として

の図像と言語、図像象徴性、身体技法、などについて研究成果を発表してきま

した。けれども今回のテーマに関係が深いのは、「技術文化」に見られる 3 文化

それぞれの指向性を比較したもので、私がユネスコの “World Culture Report 

2000” の Scientific Committee のメンバーだったときに、その委員会の

working paper として、“The Local and the Global in Technology” という小冊

子で、パリのユネスコから 2000 年に刊行されています。また、日本外務省の海

外広報課の派遣による文化講演として、パリと、西アフリカ・中部アフリカの

フランス語圏 5 カ国で、アフリカでは講演のあと、それぞれの国で聞き手の大

学教授や高級官僚とも質疑討論を行なって、技術文化の三角測量の考え方をお

話ししたことがあります。 

 「技術文化」technological culture, culture technologique という概念は、ハ

ードウェアとしての狭義の技術に、自然観・労働観など技術を支える価値観、

技術を実行する人間の社会・政治関係を複合させて捉えたものです。 

 この 3 文化の「技術文化」をどのように比較するかですが、まず比較の単位

は、3 文化を担っている社会が、「国」といえるような集権的政治社会を作り上

げたのが、ほぼ 17 世紀の初めですから、ほぼその政治社会を単位として、現代

のグローバル化が顕著になる 1970 年代くらいまでのかなり長い時間幅を視野

に収め、３社会の技術文化に見出される「指向性」とでもいうべきものを、具

体的な資料から、私という研究者が抽出したものです。時間の余裕がないので、

結果だけを簡単に述べれば、日本の技術文化に見出される指向性「二重の意味

の人間依存性・道具の人間化」と「過程尊重＝人間関係における儀礼性」「自然

との情緒的関わり」に対して、フランスの「二重の意味の人間非依存性・道具

の脱人間化」と「目的指向」「自然への知的働きかけ」、そしてモシの技術文化

に見出される「自然への依存の中のこまやかな働きかけ、それでいて自然との

非情緒的関わり・比喩的思考の発達・人体の道具化」そして日本とも共通する

「過程尊重＝人間関係における儀礼性」などと要約することができるでしょう。 

 フランスをはじめ、程度の差はあれヨーロッパの技術文化に見出されるこの

指向性の束が生み出したもの、いま述べた「二重の意味の人間非依存性・道具

の脱人間化」、つまり「できるだけ人力を省いて、人力以外のエネルギーを用い、
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人間の巧緻性に依存せず誰がやっても同じ良い結果が得られるように道具を工

夫する」「過程へのこまやかな配慮よりは、契約の履行、目的達成のための工夫

を優先する」などの価値観に支えられた狭義の技術の指向性が、キリスト教の

普遍指向に支えられて、世界史のいくつかの段階でのグローバル化への主導力

を与えたと考えられます。とくに、三つの社会における職人仕事の伝承のあり

方の違い — まさに、無形文化遺産継承の方法ですが、遍歴職人制度による

地域間交流に基づく、脱親族的修業（フランス）、地域間交流の欠如した、擬制

的親族関係の中で、教わるのでなく「技を盗む」修業（日本）、地域間交流の欠

如した、しばしば内婚的な親族集団内での幼時からの見よう見まねの濃密な技

術の伝承（モシ） — と、技術とは切り離され、しかし連携した科学の発達

が、「近代」の技術文化を造る上で、大きな違いを生み出したと考えられます。 

 その一方で、フランス語の travail（労働）という、古代ローマ時代の拷問用

3 本柱 trepalium に由来する、耐え忍ぶべき必要悪としての「労働」の観念とは

異質の（いま詳しく述べる余裕がない）日本とモシの労働観や、自然観から、「持

続可能な」人類の未来と種間倫理の探求のために、学ぶべきことは多いと思わ

れます。 

 

８８８８））））メートルメートルメートルメートル法法法法のののの例例例例    

    最後に、グローバル化にかかわる、ちょっと面白いエピソードをお話しして、

私の基調講演を終わりたいと思います。 

 18 世紀の終わり、フランス革命の直後には、グローバル化の震源地はアメリ

カではなく、フランス革命政府でした。 

 1790 年フランス革命政府議会は、それまでのように人体を尺度にした、地方

ごとに違う長さの測り方をやめ、世界中同じ単位で長さを測れるようにしよう

という決議をしました。同様に普遍指向が強かった古代ギリシャの生んだ哲人

プロタゴラスは、「人間は万物の尺度である」という、特殊指向こそが普遍的だ

という、見事な逆説的命題を吐いています。実際、人体のさまざまな部分を規

準にした尺度は、18 世紀末までは、まさしく普遍的に、誰もそれを怪しむこと

なく、国ごと、地方ごとに用いられていたのです。 

 フランスでかつて用いられていた、長さを測る単位のいくつかを拾ってみて

も、「アンパン」empan（片手の指をいっぱいに広げたときの、親指の先から小

指の先までの長さ）、「クーデ」coudée（肘から伸ばした中指の先まで）、「ピエ」
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pied（「足」の意。ヤード・ポンド法の foot (feet) に対応）、「プース」pouce（足

の親指。1 ピエの 12 分の 1）、「トワーズ」toise（もと「身の丈」の意。6 プ−

ス）、「ブラス」brasse（両腕を広げた長さ、日本の尋

ひろ
に対応）等々があります。 

 「クーデ」に対応する日本の尺は、呉服尺（曲尺の 1尺 2寸）、鯨尺（曲尺の

1 尺 2 寸 5 分）と曲尺でも違いますが、もとはやはり前腕の骨の長さから来た

尺度です。布などの長さを測るのに、肘を曲げた形は測りやすいのでしょうか、

度量衡の単位が他にない西アフリカのモシ社会でも、細長い帯状に織って巻い

た木綿布を売るとき、曲げた肘から中指の先までの長さを単位にして素早く測

る、その単位を「カンティーガ」kantiiga（複数は「カンティーセ」kantiise）

といいます。日本語で腕の小指側の骨を尺骨と呼ぶことからも、この測り方と

前腕との結び付きの深さが窺われる。尺という漢字の由来は、手の親指と中指

を開いた象形であるらしく、日本の咫

あた
に当たり、寸の 10倍、寸は 1 本の指の幅

であるそうです。因みに、尺骨に当たるラテン語の解剖用語 ulna も、古代ロー

マの長さの単位でした。  

 ところで 1791 年、フランス革命政府は学者を招集して、地球の北極点から赤

道までの経線の距離の 1 千万分の 1 を、世界に共通の長さの単位とすることを

決定しました。けれども実際にこの距離を測ることはできないので、フランス

北岸のダンケルクから、地中海に面したスペイン領バルセロナまでを精密な三

角測量で測り、両端の地点の緯度から、北極点・赤道間の距離を算出するとい

う方法がとられました。この 2 地点間は山岳地帯が多く、革命直後で政情も不

安定であり、測量は困難を極めたようです。それでも 1798 年に測量を完了し、

翌年には白金製のメートル原器が作られました。地方ごとに、人間中心で作ら

れていた尺度を、ヒトを離れた地球の寸法から割り出すことにしたのですから、

これこそ語義通りの「グローバル化」の先駆けといわなければなりません。 

 大変な人力と時間と資金を使ってやり遂げた作業でしたが、フランス国内で

もメートル（尺度を表すギリシャ語の「メトロン」からとったが、サンスクリ

ットの「ミートラ」、インド・ヨーロッパ語の祖形mesure にも対応する語です）

の使用には抵抗が大きく、1837 年には、フランス政府は 1840 年以降、メート

ル法以外の単位の使用を禁止する法律を出しました。それにもかかわらず、実

際の普及には至らなかったのです。それからさらに 30 年経って、度量衡の単位
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の統一に悩んでいたフランス以外の国の学者がメートル法に関心をもち、1867

年のパリ万国博に集まった機会に国際的にメートル法への統一を決議、1875 年

に国際メートル条約が締結されました。日本も 1886 年（明治 19 年）に加入し

ました。1921 年（大正 10 年）には改正「度量衡法」が公布されて、日本で長

さの単位はメートルを使用することが決められ、1966 年（昭和 41 年）「改正計

量法」により、尺貫法による定規や升の製造販売が禁止されました。 

 けれどもその後現在に至るまで、和船作りの船大工さんは、頑として曲尺を

使い続けており、確かにその直角に曲がった曲尺は、船大工の作業用に、きわ

めて便利で合理的にできているのです。和服の仕立てには鯨尺が向いているし、

和室の寸法も、メートル法以前のものは、畳の大きさからして住む人の身の丈

に合わせて考えられていることはいうまでもありません。 

 ヨーロッパでもイギリスは、フィート（単数 foot 足に由来）を基礎にした伝

統的な単位（日本でも洋服の生地などには、ヤードに対応するオランダ語がも

とになったとされる「ヤール」が用いられています）を大英帝国単位とするこ

とを、1824 年に度量衡法によって定め、英連邦諸国や植民地でもヤード・ポン

ド法が使われましたが、1995 年にメートルを規準にした国際単位系への移行を

決定、2000 年から使用を禁止しています。けれども、実際にヤード・ポンド法

は広く使われているだけでなく、反メートル法の積極的な運動もあるのです。 

 アメリカ合衆国は先にお話しした 1875 年の国際メートル条約の原加盟国で

すが、ヤード・ポンド法は「慣習的単位」customary unit として禁止されてい

ないどころか、日常生活ではこちらの方が普通に用いられています。しかもア

メリカの影響が強い航空、宇宙関係の国際用語では、メートル法を採用してい

る国も、アメリカの「慣習的単位」に合わせざるを得ない状態なのです。国際

線の旅客機でも、メートルとフィートが併用されていることはご存知の通りで

す。 

 現代におけるグローバル化の中心にある米英が、かつてのフランス主導のグ

ローバル化に対して、ローカルな「慣習的単位」に固執している事実を見ても、

グローバル対ローカルという関係が、文化外の要素も多分に含む「力関係」の

上に成り立っていること、普遍指向と特殊な慣習的価値の尊重という対立も、

状況次第、「力関係」の都合次第でいかに変わるものであるかが分ります。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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