講演論文

です︒と言いますのも︑限りなく生物の領域にまで入ることにな

文化の起源・文明の起源

本稿は二〇一三年七月一八日に麗澤大学比較文明文化研究セン

りそうですので︑私が専門としてきた領域を越えてしまう︑した

臣 道

ターで行われたセミナーの発表内容に大幅な補筆修正を施したも

がって答えることは簡単ではないと感じたからです︒さらに難し

染 谷

のです︒そのことを最初にお断りしておきます︒

にせよ︑
﹁文明﹂にせよ︑定義次第でその起源も違ってくるわけ

だと気づき︑引き受けたことを後悔しました︒一つには︑
﹁文化﹂

引き受けたのですが︑考えているうちにあまりにも大きなテーマ

ありました︒非常に魅力に富むテーマですので私は即座に喜んで

起源・文明の起源﹂について話してもらえませんかという依頼が

数か月前のことですが︑センター長の立木先生から﹁文化の

ません︒この点についてカナダで日本語を教えている金谷武洋が

すからそれをもたない文化︱ 日本文化もそうです︱ には馴染み

教の発想です︒時間がタテに流れる時間観をもった思想の発想で

までもなく﹁起源﹂を探索するという発想そのものはユダヤ系宗

のですが︑それを考えるとまたまた課題は膨れ上がります︒いう

末を考える﹁物語り﹂
︵ストーリー︶がどうしてもからんでくる

ことかといいますと︑起源を探ること自体に︑その後の経過と終

いのは︑起源を探索すること自体にからむ問題でした︒どういう

ですから︑そのことを考えるとあまりにも奥が深いと感じたから

一

大変興味深い例を示しています︒なお︑金谷の所論については後

に挑戦してみようと思った次第です︒

ありますが︑お引き受けした以上︑力なきを承知のうえで︑解明

二

でも触れます︒彼によりますと︑美空ひばりの﹁川の流れのよう
に﹂に出てくる﹁終わりのない道﹂という文章をカナダ人の学生

﹁文化﹂にせよ﹁文明﹂にせよ︑それらは人類史を語る進化論

起源と終末

日本人には何の抵抗もありません︒なぜこの文句がカナダ人に理

の最後を飾ることばだということを︑アメリカの人類学者 ・

は理解できないというのです︒
﹁終わりのない道﹂という文句は
解できないのでしょうか︒金谷は過去・現在・未来という時制を

でしょう︒日本人にとって時はそのときそのときで推移して行く

という目ではなく︑主観のままで事態を見守る目といってもよい

るのは現在だけ﹂といいきっています ︵金谷：四六︶
︒それは客観

沿うだけでそれから離れることはありません︒金谷は﹁よく見え

たない日本語では話者はもっぱら時の流れに沿う︑自然の動きに

た挙句それを克服し︑生き残りに成功したという九段階の物語り

ときに経験した環境の激変︑その試練に対して懸命に努力を重ね

す︒彼女は︑樹上にいたサルが地上に降りて生きるようになった

㆑ゴリーら進化論を唱えた学者の所説にうかがえるというので

ス︑エリオット・スミス︑ウッド・ジョーンズ︑オズボーン︑グ

最後に勝利するというおなじみの物語りが︑ダーウィン︑キー

ランドーは︑一般に流布している進化論に見出しました ︵ Landau,

のです︒時は永遠に続くのであって初めとか終わりという発想は

を簡単に紹介しています︒九段階の最後は﹁文化﹂ないし﹁文

もつヨーロッパ系言語と結びつけて説明しています ︵金谷：四六︶
︒

ないということです︒年始によく歌われた﹁年の始めのためしと

明﹂の獲得で締めくくられます︵図 ︶
︒

︶
︒ 英 雄 が 登 場 し︑ 試 練 に 会 い︑ そ れ を 克 服 し︑
M., pp. 262~268

て 終りなき世の めでたさを︙︙﹂という歌でも﹁終わりなき

彼らの言語は時間軸をもっています︒他方︑そうした時間軸をも

M

は暗黙のうちに﹁永遠﹂を想定しています︒初めもなければ︑終

世﹂つまり永遠に続く世をめでたいと歌っているのです︒そこで

は︑そこに︑歴史のオモテだけを見てウラを見ない︑あるいは暗

それだけですと︑話は﹁めでたし︑めでたし﹂なのですが︑私

る進化の物語りは︑実は︑西洋中心主義︑白人中心主義のサクセ

部を見ない自己中心性を感じてしまうのです︒一般に流布してい

このように︑与えられた課題は私にとってかなり厳しいものが

わりもないのです︒
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文化の起源・文明の起源

図 1 人類進化の物語（Landau, 1991）

スストーリーそのものなのです︒どういうことかといいますと︑

人間中心主義︑それも思考力を備えた人間を中心に置く主義︵そ

れは近代西洋の人々が達成したものに他なりません︶
︑それゆえ

︵近代︶西洋中心主義に他ならないということです︒それは強者

が弱者から収奪することを正当化する︑植民地主義につながるの

ですが︑弱者への視線は消えます︒植民地支配のカゲに被支配が

あります︒それがどれほど苛酷であったかを考えれば︑サクセス

ストーリーは残酷ストーリーでもあったことが判るはずです︒ロ

ビンソン・クルーソーが南海の島で現地人を奴隷として使い︑西

洋的自立心︵それは同時に自律心でもありますが︶を教える風景

を彷彿とさせます︒残念なことに︑デフォーのロビンソンにせ

よ︑カンペのロビンソンにせよ ︵弓削：五～︶
︑非西洋人の無知蒙

昧つまり﹁未開﹂
︑
﹁野蛮﹂に対する西洋人の文明という描き方は

西洋社会に実に大きなインパクトを与えました︒たとえば︑シン

ガポールの社会学者アラタスは︑西洋人はインドネシア人︑マ㆑

ーシア人︑フィリピン人を怠惰だと決めつけ︑
﹁だから西洋人が

管理する必要があるのだ﹂というオリエンタリズムの論理を導き

出し︑植民地化を正当化したと告発しています ︵ Alatas, S. H.
︶
︒

西洋の成功を﹁勝利﹂だったとプラスに価値づけてきたのは︑

西洋人自身であり︑それは傲慢でしたし︑自惚れでした︒他者を
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四

は温帯の人たちの偏見だということです︒熱帯の人々は決して怠

なおここで少し補足しておけば︑熱帯の人々を怠け者と見るの

を意味します︒そこにリベンジがあるはずで︑決してそれを見落

け者ではありません︒私はジャワの農村で見ました︒農民たちは

犠牲にした勝利だったのです︒一方の﹁勝利﹂は他方の﹁敗北﹂
としてはなりません︒サクセスストーリーは一九世紀から二〇世

て急ぐことは決してありません︒その緩慢さを見て怠け者と見え

朝まだ暗いうちから起きて︑田圃や畑で農作業をするのです︒あ

ても仕方がありません︒しかしそれには訳があります︒あまり急

紀にかけて世界を支配し︑世界に蔓延したパラダイムではありま

今日の現実を見ると︑二一世紀の現在もなお犠牲者は減るどこ

ぐのは熱帯というところでは禁物なのです︒いたずらに体力を消

るいは収穫した作物を自転車に載せて市場に売りに行くのです︒

ろか︑逆に︑ますます増えているのです︒九・一一のときのイス

耗するからです︒熱帯というところは大量の太陽エネルギーが降

した︒しかしそうした時代はもう過去となったはずです︒今私た

ラム国家の人々の叫び︑目覚ましい経済発展を遂げる中国人の叫

りそそぎますので人間はその分︑仕事しなくてもいいのです︒温

朝はまだ涼しい︑むしろ寒いくらいですので仕事はやりやすいか

びに耳を傾けると︑そこにリベンジの呻きがこもっていることに

帯や亜寒帯では︑反対に太陽エネルギーが不足がちですからその

ちが取るべきは冷静に﹁文明﹂のウラも見ることです︒そのウラ

気づくはずです︒多くの人々を犠牲に経済運営を進める超大国ア

分を人間が補わなければならなくなります︒どうしても仕事量は

ら当然かもしれません︒あるいは日中の暑いなか︑懸命にベチャ

メリカでは今︑ we are the 99%!
という民衆の呻き声がこだまし

に多大な犠牲を強いた非人道性があったことをしっかりと見つめ

ています︒現代文明を利器と見なして我が物顔で闊歩する覇者は

増えます︒結果として働き者にならざるを得ないのです︒亜寒帯

︵人力車︶を引く男たちは日常的風景となっています︒確かに︑

地球そのものにも勝利しようとしています︒やがて地球からのリ

に住んだこともある私が熱帯で受けた強烈な印象は太陽というも

なければならないと思うのです︒今︑世界で起こっているウラの

ベンジがあることは夢想だにしません︒勝利することだけに夢中

のの偉大さでした︒日の光と熱が人の生き方を大きく変えてしま

彼らの動作が緩慢に見えることはあります︒礼儀作法の掟もあっ

になり︑敗者に目が行かないこういう文明を考えずにはいられな

うということへの驚きでした︒温帯の側から怠け者と決めつける

動きに私たちはもっと注視する必要があります︒

いのです︒

文化の起源・文明の起源

破壊を招いています︒

に置くのか︑以前から疑問に思っておりました︒進化論が科学で

人︵白人︶以外の人々を端に置くのか︑なぜ人間以外の生物を端

か︑人間のなかでもなぜ西洋人︵白人︶を最高に位置づけ︑西洋

を最先端に位置づけるのか︑なぜ人間中心主義になってしまうの

私は︑以前から進化論に疑問を感じておりました︒なぜ人間

リベンジを見落とした進化論の落し穴

た事態が欧米や日本︑つまり﹁西側先進国﹂を脅かしていると感

国︑インドなどの新興国も仲間入りしようとしています︒そうし

欧米を当惑させたのも当然でした︒そして二一世紀の今日︑中

誉白人﹂などと呼ばれて喜んだのでした︒しかし日本人の台頭が

成功者となりました︒欧米の仲間に入ったのです︒日本人は﹁名

だったのです︒二〇世紀は︑しかしながら︑非欧米である日本も

臨した世紀でした︒英雄譚は︑生き残りに成功した彼らの自画像

独断は問題です︒

あるならば︑そうすることの根拠を示さなければなりません︒し

じられたとしても無理はありません︒国際関係は波乱含みとなり

いうまでもなく一九世紀と二〇世紀は欧米が世界を支配し︑君

かし進化論者にとっては暗黙の了解なのでしょう︒ランドーにし

ました︒

だがそれに加えて問題なのは︑そうしたサクセスストーリー

てもそうした疑問は発しておりません︒私はすべての生物を同等
に見る見方︑すべての人間を同等に見る見方でなければ︑科学的

ロビンソン物語りのように非欧米人を啓蒙するという考え方が登

た︒非欧米は未開とか野蛮ということばでさげすまされました︒

生みます︒一般に流布した進化論は欧米の成功を映すものでし

スストーリーは文化なり文明なりをもたない者をさげすむ態度を

﹁文化あるいは文明をもったおかげで成功した﹂というサクセ

らないでしょう︒完全なサクセスがあり得ないことは﹁西側先進

探究はそうしたサクセスのウラ︑文明のカゲも照射しなければな

なりました︒しかし止めることができないのです︒起源を求める

ころか︑逆にますます深刻になっているのは誰の目にも明らかと

ラに潜む難問︒文明のカゲ︒しかしこれらの諸問題は低減するど

得競争︑環境問題︑資源枯渇問題などの難問です︒サクセスのウ

が大きな難問を引き起こしていることです︒激しいエネルギー獲

場します︒動物たちも文化をもたないものとしてさげすまされま

国﹂がいままで働いてきた罪を思えば明らかです︒植民地化され

態度とはいえないと思うのです︒

した︒自然はさげすまされました︒自然は征服され︑挙句に環境

五
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です︒みすず書房からは全部で一〇巻にも及ぶ彼の著作集が続々

六

収奪されてきた旧植民地国家の貧困と悲惨︑そして自然の荒廃が

彼が亡くなってからです︒しかしカトリック教会も変わり︑今で

と出版されました︒彼は古生物学者ですがイエズス会の司祭でも

一般に流布している進化論はユダヤ・キリスト教世界で展開さ

は教皇自身がテイヤールのことばをしばしば引き合いに出すほど

それです︒しかしこの問題を掘り下げるにはそれなりの紙幅が必

れました︒そこでは例の終末論が絡んできます︒
﹁起源﹂ないし

になっています︒みすず書房から出版された当時︑日本の学界に

ありましたので当時のカトリックの教えに反するという理由で著

﹁始原﹂があれば︑
﹁終末﹂が予想されるのも論理的必然です︒ど

もかなりの衝撃を与え︑彼の思想をめぐった本が何冊も出版され

要となりますのでここではこれ以上の議論は避けておくことにし

んな終末を迎えるのでしょうか︒このことについてもいずれ別の

たものです︒しかしいつの間にか彼の﹁大きな物語﹂は忘れ去ら

作はすべてバチカンによって発禁とされました︒出版されたのは

機会に論じたいと思います︒私は終末の前にしばらくは敗北者か

れてしまったようです︒今では︑おそらくほとんどの方はご存じ

ます︒

らのリベンジに悩まされ︑混乱が続くと予想しています︒もちろ

ないかもしれません︒現代という時代の目まぐるしい変化に驚き
ます︒

したが︑とりわけ︑文明に大変興味を持っておりました︒そん

況をお話ししておきます︒私は︑文化人類学を専攻しておりま

最初に︑私自身が学生時代だった半世紀ほど前の人類学の状

に︑ああいう大きな思想に出会うと一生の方向性が決まってしま

新石器時代以前︑人類も︑他の生物と同じように︑世界に散って

﹁収斂﹂
︵ convergence
︶の道を歩んでいるといいます︵図 ︶
︒

ら進化の常道である﹁放散﹂
︵ divergence
︶とは逆の道︑つまり

彼によれば︑人類は新石器時代つまり農耕が始まった時代か

︶
﹄という大著に出会い︑大きな衝撃を受けた
phenomena humain
のも当然でした︒その壮大なスケールの人類史観に魅了されたの

テイヤール・ド・シャルダンとレッドフィールド

ん地球からのリベンジが一番大きいでしょう︒
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な私がテイヤール・ド・シャルダン︵
︶と
いったのですが︑新石器時代から一体化の方向へと進化の道を変
Teilhard
de
Chardin
い う フ ラ ン ス の 古 生 物 学 者 が 書 い た﹃ 現 象 と し て の 人 間︵
えたというのです︒それは︑
﹁文化﹂と﹁文明﹂の所産というこ
Le
とになりますので︑今日のテーマに大きく関係します︒若い時

2
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それもあり大学院の学生の頃︑この本を翻訳し︑みすず書房から

The Primitive World and Its

出版しました︒一九七八年のことです︒
﹃未開世界の変貌﹄とい
うタイトルにいたしました︒原題は
です︒
Transformation

広義の「文化」・「文明」と、狭義の「文化」・
「文明」

﹁文化﹂をめぐっては狭く捉える見方と広く捉える見方の二つ

があります︒狭く捉える見方からまず紹介しましょう︒その一例

として︑昭和一二年に発布された﹁文化勲章﹂の﹁文化﹂を挙げ

ることができます︒それによりますと﹁文化勲章は文化の発達に

関し勲績卓絶なる者にこれを賜う﹂とあります︒
﹁文化勲章﹂の

文化は具体的には芸術や学問を意味しています︒もし﹁芸術﹂に

限ってしまえば︑その領域だけが対象になりますし︑
﹁学問﹂と

限っても同じです︒それらを包括することばとして﹁文化﹂を使

ったのでしょう︒しかしそのときにはそれら以外の分野は対象に

ドフィールド︵ Rober t Redfield
︶との出会いもありました︒こ

いに加えてもう一人︑アメリカの人類学者であるロバート・㆑ッ

た︑昭和二三年に発布された﹁文化の日﹂の文化も︑
﹁自由と平

最低限度の生活を営む権利を有する﹂の﹁文化﹂もそうです︒ま

日本国憲法の二五条にある﹁すべて国民は︑健康で文化的な

なりません︒この場合︑狭い意味の﹁文化﹂となります︒

の人はクローバーらとともに︑文明に強い関心を持った文化人類

和を愛し︑文化をすすめる﹂という趣旨で布かれましたのでその

七

学者で︑この方の書いたものにも私は非常に衝撃を受けました︒

私が人類学を志したのはテイヤール・ド・シャルダンとの出会

望めなくなっているのでしょうか︒

うのだと︑私自身を振り返って思うのです︒今はそういう思想は

図 2 放散と収斂

2014 年
第 19 号
比較文明研究

八

ん︒察するに︑心身ともに豊かな︑より良い生活を意味している

な生活なのでしょうか︒それについては具体的に示されていませ

で︑自然科学に分類される自然人類学︵形質人類学︶とペアであ

なら文化人類学は人間を総合的に捉えようとする学問だったはず

私自身はそうした細分化の流れに疑問を感じています︒なぜ

﹁文化人類学﹂の文化は広い意味での文化だったのですから︒

のだろうと思いますが︑いうまでもなくそれは比較の問題であ

ったはずだからです︒細分化した人類学はもはや﹁人類学﹂とい

例といってよいでしょう︒憲法でいう﹁文化的な生活﹂とはどん

り︑多分に主観的判断によります︒
﹁文化住宅﹂とか﹁文化包丁﹂

う名称がもっていた広さのイメージに合致しないというのが私の
理解です︒

もそれにならったものでしょう︒
このような﹁文化﹂の起源を求めるとなるといつから﹁文化的
生活﹂が始まったのかという問題となります︒これはまったく主

も仕方がないことになりました︒それで私は困っています︒現在

すが︑実はこの学の﹁文化﹂も最近では狭義の文化と解釈されて

私が専攻してきた文化人類学の﹁文化﹂は︑この後で紹介しま

んでいました︒そういう教育方針のもと︑人骨︑血液型の研究か

で私は教えられました︒そのような人類学を﹁総合人類学﹂と呼

類学は︑自然人類学とペアで考えなければならないという考え方

総合的にとらえる学問だということを強調しておきます︒文化人

人間を総合的にとらえる

の文化人類学も﹁経済人類学﹂
︑
﹁政治人類学﹂
︑
﹁宗教人類学﹂な

ら類人猿の研究など自然科学に属する分野からさらに発掘調査を

観によりますのでその﹁起源﹂を定めることはほとんど不可能で

どに分化してしまい︑それらと並んで﹁文化人類学﹂があるとし

含む考古学や言語学までさまざまな科目を履修させられました︒

広義の文化を考えるにあたり︑まず人類学という学問が人間を

ばしば理解されているんですね︒私は国際関係論の専門家と対談

だいぶ苦労しましたが︑お陰で視野が広くなったことは確かで

す︒

していたときの困惑を覚えています︒どうも話がかみ合わないの

当時︑日本では文化人類学と自然人類学の合同学会が年に一度

す︒

の﹁文化﹂に理解していたのです︒国際関係論の専門家ですから

秋に開かれていました︒
﹁日本人類学会・日本民族学会連合大会﹂

です︒よく考えたら︑彼は﹁文化人類学﹂の﹁文化﹂を狭い意味
仕方ないといえば仕方がないのですが︑困ったものです︒本来︑

ては懐かしい思い出です︒しかし残念なことに︑いつの間にかこ

ことを言いなさんな︒人間は動物だよ﹂と仰いました︒今となっ

化人類学を専攻している私に向かって﹁君︑文化などと偉そうな

は︑今西錦司先生のお話しです︒先生は学会の懇親会の席で︑文

に富むものでした︒とりわけ今もなお強く印象に残っているの

した可能性と習慣を含む複合的全体である﹂と ︵ Tylor, E.:︶
︒
1こ

信仰︑芸術︑法︑道徳︑慣習その他人間が社会の成員として獲得

驚きですね︒彼はこう定義しました︒
﹁文化または文明とは知識︑

るほどです︒一四〇年も前の定義が今も言及されるというのは

義が大きな影響を与えました︒今でもしばしば引き合いに出され

文化人類学ではイギリスの人類学者エドワード・タイラーの定

後で紹介します︒

の連合大会も消えてしまいました︒学の専門分化︑細分化の結果

こでまず注目したいのは主語に﹁文化︵ culture
︶
﹂または﹁文明

と呼ばれていました︒そこで発表され議論されていたことは刺激

です︒人類学も変質したようです︒
広義の文化

化﹂と違った意味合いをもっていました︒それについてもあとで

の両者の間の区別はありませんでした︒しかし﹁文明﹂は﹁文

︵ civilization
︶
﹂といって併記していることです︒彼においてはこ
本日のセミナーでは︑こうした狭義の﹁文化﹂ではなく広義の

紹介します︒この違いは今日の世界を考えると︑とくに気を付け

した︒文化は人間だけがもっているというのが常識で︑知能程

んでいることです︒それは知識や信仰などを含む全体です︒後の

タイラーの定義で第二に注目したいのは﹁複合的全体﹂と呼

なければなりません︒

度が高いといっても類人猿に文化とよべるものはないというの

人類学者はシステムとかパターンなどということばを使っていま

進んだ今では︑もはや彼らに文化がないなどとはとうてい言えな

︶
﹂などと呼んでいました︒しかし類人猿の研究がどんどん
culture

獲得した﹂という点です︒具体的には例えば親から子への継承で

いるというわけです︒第三に注目したいのは﹁社会の成員として

よいでしょう︒
﹁複合的全体﹂はシステムとかパターンをもって

九

くなっています︒彼らがどれほど高度な文化をもっているか︑は

ものをもっているのではないかというのでそれを﹁原文化︵ proto- すが︑タイラーのいう﹁全体﹂を前提にしてそう表現したと見て

です︒ただ︑さすがにチンパンジーなどは文化と呼んでもいい

私が学生だった頃︑文化は人間だけがもつといわれたもので

﹁文化﹂を対象に考えます︒

文化の起源・文明の起源
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とになります︒しかし︑食材を洗うとか︑切るとか︑熱を加える

の行為の基本は確かに本能的な行為ですので生まれつきというこ

に関係します︒例えば︑
﹁食べる﹂という行為を例にとれば︑こ

す︒このことは︑文化が後天的︑歴史的に形成されたということ

いいますのも︑先天的継承は文化の領域には含まれないからで

獲得したという意味です︒これは大切な指摘だと思います︒と

す︒もっとも︑遺伝による継承の意味ではありません︒後天的に

本能と見なすことは困難だと思われるのです︒

するとすべて遺伝子によって受け継がれた先天的行為︑いわゆる

これも先天的な行為でしょうか︒動物がやることをつぶさに観察

枝を意識的に選び︑適切な長さで折り︑しかも持ち歩くのです︒

べます︒シロアリを釣るという明確な目的のために適切な硬さの

ります︒彼らは適当な硬さの枝を持ち歩いてシロアリを釣って食

った行動なのでしょうか︒チンパンジーになるとさらに細かくな

って木の中に住む昆虫の幼虫を捕食します︒これも先天的に備わ

一〇

とか︑といった調理法ということになると生まれつきではありま

よって継承されるものは︑いわば︑自然に継承されるもので︑人

によって違いがあります︒これが文化というわけです︒遺伝子に

ォークを使うのか︑といった食べ方となるともう︑それぞれ地域

ょうか︒一般にはイノシシは人間を怖いものだと思っています︒

した︒そこのイノシシは人間を恐れないんだそうです︒何故でし

やネズミがものすごく繁殖しているという報道が︑先日︑ありま

福島の原発事故で︑今は人が住めなくなっている所ではイノシシ

非常に卑近な例として次のような例も挙げることもできます︒

間の意思にはよりません︒逆に文化は人間の意思によるといえま

それが親から子に教えられましたから子どもも︑人間の姿を見れ

せん︒あるいは︑食べ方として指を使うのか︑箸を使うのか︑フ

す︒それゆえ︑もっぱら動物や植物ではその行動様式は遺伝子に

た︒北海道のヒグマも今︑人間を怖がらなくなったといわれてい

ば逃げていくのです︒ところが今︑福島のイノシシは人間を怖が

しかし動物をよく観察すると遺伝子だけでは説明できない事例

ます︒怖がる文化がなくなっちゃったんです︒これらの例を見る

よって継承されると考えられ︑文化は意思をもった人間だけに継

にぶつかります︒たとえば︑エジプトハゲワシは口にくわえた石

と︑彼らも後天的に獲得した行動様式をもっていること︑しかも

らない︒人間を怖がる文化が消えちゃったと説明されていまし

を上空から落として割った卵を食べるということをやります︒こ

それが親から子へと伝達されるということになります︒これはれ

承されると考えられてきました︒

の行動は先天的な行動でしょうか︒キツツキフィンチは小枝を使

文化の起源・文明の起源

ん部分的な文化にとどまり︑とても全体としての文化というわけ

っきとした文化と言ってもいいのではないかと思います︒もちろ

よって獲得され伝承された外面的および内面的な︑行為の︑およ

の人類学者クローバーとクラックホーンが﹁文化とはシンボルに

論された﹁文化﹂概念をさまざまな角度から検討した︑アメリカ

び行為のための︑パターンから成り立つ︒それはそれぞれの集団

にはいきませんが︒
ところで︑身の危険を感じると︑その﹁記憶﹂は精子を介して
に掲載されたそうです︒個体の体験が遺伝子を通
Neuroscience

だ価値︵観︶から成る︒文化体系は︑行為の結果と︑行為を条件

︵つまり歴史に由来し︑選択された︶観念︑とくに深くしみ込ん

子孫に伝えられるというマウスの実験結果がアメリカの
じて子孫に伝えられるらしいというのです︒だとすれば後天的に

づける要因である﹂と網羅的な定義を下しました ︵ Kroeber, A. L.,

Nature に特異な行動を生み︑人工物にも表現される︒文化の核は伝統的

獲得した︵恐れの︶感覚が生得へと変化したことになります︒ど

の定義とあまり変わらないのではないかと思います︒ただ︑タイ

︶
︒こまごまとした説明はいろいろな定義に当た
& Kluckhohn: 357

後で述べますが︑継承は文明以前と以後では大きく異なりま

ラーにはなかった﹁シンボルによって獲得された﹂とか︑
﹁外面

うも︑後天と先天は昔ほどには画然としなくなっているようで

す︒具体的にいえば︑文字がなく︑口頭だけで伝承されるのが文

的および内面的なパターン﹂という表現︑そして﹁文化の核﹂と

った結果だからでしょう︒それはともかく︑大まかにいえば︑た

明以前で︑文字によって伝承されるのが文明です︒これは大きな

いう表現が注目されます︒シンボルとは主にことばのことです︒

す︒私が学生だった頃は﹁獲得形質は遺伝しない﹂と教えられた

違いです︒後者の方が伝承される情報量が圧倒的に大きくなるか

そして﹁外面的﹂とは今日お話しする﹁技術相﹂に関係します︒

だ新しい用語を使っていることと︑詳しくなっただけでタイラー

らです︒もっとも︑それによって人類はメリットとデメリットの

それに対して﹁内面的﹂あるいは﹁文化の核﹂とは精神相と同義

ものですが︑それはくつがえる可能性があります︒

両方を得ることになります︒厖大な情報に現代人は悩まされてい

とお考えになって結構です︒

者が定義したのが広義の文化です︒これは︑何をおいてもまず︑

タイラーやクローバーあるいはクラックホーンその他の人類学

ます︒コンピューターの助けを借りなければならなくなっていま
す︒
タイラーの時代からずっと後の一九六三年︑その頃までに議

一一

りです︒それぞれの民族がもっている言語を見ればよく判りま

はある程度のまとまりを形成しています︒規則性をもったまとま

ターンといいましたが︑システムといってもいいでしょう︒それ

﹁生活様式︵ way of life
︶
﹂だということです︒クローバーらはパ

に﹁未開﹂ということばそのものが﹁差別用語﹂と見なされるよ

日︑
﹁未開社会﹂は地球上どこを探してももうありません︒それ

が貢献したことはすでによく知られている通りです︒しかし今

類学と同義ではありませんが︑かつてはそう呼ばれていました︶

の弱点を埋めるために﹁未開社会﹂を研究した民族学︵文化人

一二

す︒それぞれの言語にはそれぞれ特徴的な文法をもっています︒

うになりましたので今の人類学では使いません︒

接な関係をもっていること︑また︑信仰︵宗教︶と政治が密接な

す︒バラバラではないということです︒信仰︵宗教︶と芸術が密

慣習などの諸要素が相互に関わり合っていることを意味していま

は考えられませんが︑この敬語を使う話者は常に自分が話し相手

えることができます︒あとでお話ししますが︑敬語抜きの日本語

の文化にはどんな核があるのでしょう︒タテ関係を一例として考

化に深く染み込んだ価値観から成るといいました︒たとえば日本

クローバーらは文化に﹁核﹂があるといいました︒それは文

関係をもっていることも明白です︒言語とも関係をもっているこ

より上か下かを考えなければなりません︒その点︑英語とは基本

的に違います︒日本語のこの特徴は敬語以外の動詞でも見られま

ら昔の人類の精神は判らないからです︒そのために技術を中心に

が︑そのためにどうしても技術に目が行きます︒考古学的資料か

学的資料つまり具体的には石器などをもとに考察するわけです

その相互作用についてお話しします︒古い人類を考えるには考古

生態と突き合わせてみると当時すでに全体としての文化があった

ませんでした︒しかし人類が初めて石器を作ったとき︑ボノボの

の文化は断片的で︑とても﹁複合的全体﹂と呼べるものではあり

動物にも文化はあるということはすでに述べました︒ただ︑そ

全体としての文化の起源― 石器の出現

す︒それについても後で触れることにします︒

考えることになります︒古人類研究の限界かもしれません︒そ

う︒あるいは技術と精神と言い換えてもよいと思います︒あとで

に見える︑目に見えないということばで表現してもいいでしょ

文化は外面的および内面的という二つの面をもっています︒目

とは後でお話しします︒

﹁複合的全体﹂としての文化は知識︑信仰︑芸術︑法︑道徳︑

その文法にしたがって全体が構成されています︒
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類です︒ボノボもほぼ同じ五〇〇 ほどです︒

まず初めての石器の話から始めましょう︒今の人類学の知見で

は︑三〇〇万年ぐらい前はどこも熱帯雨林だったらしいです︒と

この大地溝帯は乾燥地帯なんです︒どうも︑アフリカ中央部

のではないかと考えてよいと思われます︒
は︑一番古い石器は二六〇万年前に作られたとのことです︒それ

ころがこの大地溝帯ができて︑その東側は乾燥地帯になった︒反

す︒今の日進月歩で進歩するわれわれの技術の発達と比べると極

期間︑全く同じ石器がずっと作られ︑使われていたということで

隔の長さに驚きますが︑さらに驚くべきは一一〇万年という長い

ば︑石器が現われるまで相当の時間が経過したわけです︒その間

とだけは確かなようです︒人類が現われた七〇〇万年前からすれ

せん︒ただ︑だいたい二六〇万年前に初めて石器が現われたこ

か︑研究者によって見解が分かれており︑まだ決着がついていま

前のアウストラロピテクスたちはどんな道具をもっていたのでし

器以前はどうだったかといいますと︑どう思いますか？ 石器以

石器は腐りませんから︑証拠物件として残ります︒一方︑石

て︑それこそ︑生活の工夫︑文化を作り上げていったわけです︒

えられます︒自然環境が変わって︑生き残りのために必死になっ

られて︑いわば生き残りのために石器を作ったんじゃないかと考

す︒その中で生きた人たち︑つまりわれわれの祖先は︑必要に迫

一〇〇キロもありますので︑広い大きな盆地みたいなものです︒

作られました︒峡谷です︒峡谷と言っても︑幅が三五キロから

最初の石器はオルドヴァイというアフリカ東部の大地溝帯で

いうようなことは大いに考えられるけれども︑それを証拠立てる

いと想像するだけです︒木の枝を振り回して︑動物を捕まえたと

何も残らないんですね︒ですので︑ただ︑木を使ったかもしれな

すね︒ところが︑木は腐ってしまいますから︑証拠物件としては

か︑どう思いますか？ 私は木を道具にしたと思います︒木器で

オルドヴァイという地名にちなんで最初の石器はオルドワン石器

一三

石器の製作はそう簡単ではないと実験考古学者のトス︵ Toth
︶

ものは︑今のところはないわけです︒

すれば︑チンパンジーと同じくらいの頭蓋容積︵四五〇 ︶の人

cc

と名づけられました︒アウストラロピテクス・ガルヒが作ったと

す︒

ょうか︒彼らは道具と呼べるものなしで生活していたのでしょう

対に西側は熱帯雨林のままだった︒東側の環境が変わったわけで

を作ったのがホモ・ハビリス︵脳容積は五二〇 ～七五〇 ︶な

cc

めて長い期間︑同じ技術が変わらず使われ続けたことは驚異で

のか︑アウストラロピテクス・ガルヒ︵脳容積は四五〇 ︶なの

cc

cc

cc

器の作り方というのは大変なことだと言います︒例えば︑ある角

たか︑ああではなかったか︑と探ってみました︒彼によると︑石

さんは言っています︒彼は自分で石器を作って︑こうではなかっ

別の種だということが判りました︒

ノボはかつてチンパンジーと同類と見なされていましたが︑全く

の霊長類学者が実験のために世話しているボノボの名前です︒ボ

サベージ・ランボー︵ Sue Savage-Rumbaugh
︶というアメリカ

一四

度から力を掛けて割るわけですが︑力を入れる角度がどうとか︑

もう一七年も前に放映された

スペシャルの一部をご覧く

それによって︑黒曜石に非常に鋭い刃が付くんですが︑そういう

す︒最初のうちは粗雑でしたが︑アシュー㆑アン石器を経てずっ

角度から打つ︒
﹁なかなかの技術を要した﹂と彼は言っておりま

が︑類人猿でこれが出来るのはボノボだけです︒これは非常に珍

で火をつけています︒われわれ人間からすれば︑簡単なことです

カンジは親指を器用に使っているんです︒使い捨てライター

ださい︒ここに驚くべきものが出てきます︒

と後のルヴァロア石器になりますと素晴らしいです︒涙の落ちる

しいのです︒ボノボはアフリカのザイール︵現在はコンゴ民主共

肢つまり手でもって物を持ち︑後肢で二足歩行するのです︒今日

形で︑もう芸術品と言っていいぐらいのきれいな形をしていま
初めて石器を作った人たちがどんな文化を作っていたか︑どん

のお話のキーワードの一つ︑二足歩行です︒ボノボの姿を見てい

和国︶の熱帯雨林の中に住んでいます︒二足歩行を行います︒前

な社会を構成していたか︑その詳しいことは判りません︒しかし

ると人類もこういう歩き方だったんではないかと思われます︒も

ボノボが示唆する文化の起源

るのですが︑前肢︵上肢︑手︶として使うときには親指を器用に

あまり気に留めることはありませんが︑実は︑人間の手というの

もできます︒そんなことは︑われわれ人間には当たり前ですから

彼らは前肢を手として物をつかむ︑あるいは︑ネジを回すこと

使って中身を出して食べています︒親指は長いのです︒

最初にカンジという名のボノボに登場してもらいます︒スー・

る行動が観察されます︒

う︒彼らの行動を観察していると︑ときに人間以上とさえ思われ

動物のなかでも高度な知能をもつボノボの文化を見てみましょ

う完全に前の手は足じゃないんですね︒もちろん足としても使え

ボノボの文化を見ればおおよその想像はできます︒

す︒

石器を作るためにまず石を選ばなきゃいけない︒その石を適切な
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中指︑薬指︑小指のすべてに対向できるのです︒ということは︑

本の指と対向性を持っているという点︒つまり︑親指が人差指︑

は大変な能力を持っているのです︒まず一つは︑親指が︑他の四

とができるということです︒石器を作り︑使うことができるので

で五本の指は大きな働きをします︒つまり︑道具を作り︑使うこ

親指が強く︑回転し︑他の指と対向性を持っているということ

実験考古学のトスさんがスー・サベージ・ランボーさんの協力

す︒

とです︒ゴリラなどは親指が短いんですね︒従って人間のように

を得て実験しました︒カンジに石器を作らせる実験です︒石を︑

つかむ︑つまむ︑あるいは握るということを可能にするというこ
ものをつかむことができません︒ボノボも人間の親指に比べると

間は石器は作らなかったんです︒ところが何年も掛けて実験して

硬いコンクリートに投げて割ったり︑打ちかくなどのことを教え

ゴリラもオラウータンも樹上生活をしています︒彼らは枝から

いるうちにオルドワン石器と同じような鋭い刃をもった石器を作

短いのですが︑それでもつかんだり握ったりすることはできま

枝を渡るとき︑親指以外の四本の指を枝に引っ掛けて渡って行き

れるようになったんです︒本当に驚きです︒カンジはロープを切

ました︒やれるんです︒根気よく︑実験しましたが︑しばらくの

ます︒だから︑四本の指は大変発達しているけれども︑親指は相

断することで箱のなかに入っているお菓子を手にすることができ

す︒

対的には発達してないものですから人間の手のようには使えない

ました︒彼にとってそのお菓子を手に入れるという必要性があり

ました︒必要性がなかったときには石器を作ることはしなかった

ということになります︒
それから︑人間の親指は実によく動くんです︒回転能力を持

けです︒他のゴリラ︑チンパンジー︑オラウータンなどもかなり

すが︑他の類人猿のうちこういう能力を持っているのはボノボだ

す︒こういった能力は私たちにとっては︑実に当たり前のことで

思あるいは思いやりから積極的に与えます︒これは︑大人のボノ

ぶしぶ与えます︒しかし︑ボノボはせがまれなくても︑自分の意

ます︒これもすごいことなんです︒チンパンジーはせがまれてし

これは︑分かち合いをしているところです︒積極的に与えてい

のですが︑必要性が生じたとき石器を作ったわけです︒

知能程度は高いんですけれども︑こういう指は持っておりませ

ボが子どもを相手に︑子どもの立場に立って︑自ら子どもになっ

っているんです︒しかも︑人差指と親指の間の角度が大きいんで

ん︒
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果物がものすごく豊富な熱帯雨林の中に住んでいますので︑それ

でした︒少なくとも︑今のところはしていない︒野生のボノボは

感じないものですから︑自分で言葉を作り︑使うことはしません

れを彼は理解できるんです︒すごい能力です︒しかし︑必要性を

かです︒ランボーさんが英語でカンジに話し掛けるんですね︒そ

を理解できるだけでなく文章も理解できるというところにも明ら

ボノボの高い能力は彼が英語を理解できる︑それも単語の意味

されたということになります︒野生のボノボが子どもを相手に遊

すが︑それは他のサルにも伝わったのです︒つまり社会的に共有

として砂を洗い落したのです︒若いメスザルが﹁発明﹂したので

かで餌として与えられるイモ︑それも砂がついたイモを海水に落

知の方も多いと思います︒宮崎県の幸島の野生のニホンザルのな

見れば︑可能性はあります︒その例は大変有名な例ですのでご存

しいやり方︵文化︶が仲間内に広がった事例がありますがそれを

つながるかどうかは判っていません︒ただ︑ニホンザルの間で新

彼の能力が彼の妹のパンパニーシャやその息子であるニョタに

を採って食べるだけで十分に生活ができるわけです︒ですから言

んでやったり︑メスを優先したり︑食べ物にありつけない高齢の

たような気分で子どもに合わせる姿です︒

語能力を駆使しなければならないという必要性がないわけです︒

仲間に餌を分け与えたり︑大きな木の実をとるときに協力し合っ

せたり︑外敵から身を守るために交代しながら見張りを立てるな

たり︑あるいは集団で移動するときに草を踏み倒して仲間に知ら

石器を作る必要もないわけです︒
人間が石器を作りだしたのはその必要性があったからというこ
とになります︒それは文化の創造を誘発します︒

どのことを日常的に行っているのを見るにつけ︑彼らはもう文化

に︑思いやり︑あるいは自己を他者と通じ合わせる内面文化︵精

︵社会的文化︶をもっていると見てよいでしょう︒それらの事例

カンジが石器を作って使う能力があることは判りました︒し

神文化︑価値観︶も見ることもできます︒人間の文化の原初的な

最初の石器製作者とボノボを重ね合わせると

かし野生のボノボは必要性を感じていませんのでその能力を使う

姿を見る思いです︒

文化を推定できるのではないかと考えます︒ボノボは野生の状態

最初の石器製作者の文化をボノボと重ね合わせることで彼らの

ことはしていません︒言語を理解する能力があることも判りまし
た︒しかし彼ら同士のコミュニケーションのために独自の言語を
作り︑使うことはしませんでした︒

文化の起源・文明の起源

では石器を作りませんが︑製作能力があることだけは判ったから
です︒そうすると初期の石器製作者もルールをもった社会︑協力

ということにならないのでしょうか︒

が︑より正確には︑人間の知能を重視した見方です︒だから頭︑

人類への見方の変化― 頭から足へ

以上︑部分的な文化はすでに動物にもあったこと︑最初の石器

具体的に言えば︑脳容量︑頭の大きさで進化を考えてきたわけで

し合える社会︑思いやりとくに弱者に対する思いやりという内面

製作者に﹁全体としての文化﹂の起源が見られるのではないかと

す︒しかし人間は本当に知恵があるんでしょうか︒あるのならば

人類学は人類を頭脳の発達を基準に進化を見てきました︒こ

いうお話しをしました︒しかしそうした進化的起源論に注意が必

なぜ問題を解決できないで悩んでいるのでしょうか︒人はいうで

文化ももっていたのではないでしょうか︒だとすれば︑彼らはも

要です︒その論に人間の能力つまり知能に重心が置かれているこ

しょう︑人類はまだ能力を開花できないでいるが︑将来できるよ

れは偏見ではないでしょうか︒ホモ・サピエンスということば

とに対してです︒長らく主張されてきた︑動物は文化をもってい

うになる︑と︒私にはそう思えません︒なぜなら深刻な問題がま

う全体としての文化をもっていたということになります︒全体と

ないとか︑知能が低ければ下等だといった見方に対して注意する

すます増えているからです︒人類は将来︑そうした深刻な問題を

は﹁知恵ある人﹂という意味ですね︒人間は知恵があるんだと頭

必要があるのではないかということです︒それを偏見というなら

片づけられるほどに発達するのでしょうか︒それは︑後で紹介し

しての文化の起源は彼らすなわちアウストラロピテクス・ガルヒ

ば︑人類学も偏見をもって人類を見てきたのではないかというこ

ますが︑技術相と精神相の発達に懸かっています︒果たしてその

から決めつけているわけです︒これは人間中心主義でもあります

とです︒この偏見は︑しかしながら︑それだけに留まりませんで

発達に期待できるかどうか︑は未知数と言っておくにとどめてお

ないしホモ・ハビリスにあったということになります︒

した︒西洋を上方に︑白人を上方に位置づけ︑思考や理性を上方

きますが︑私自身は楽観しておりません︒

これは人類進化の絵です︵図 ︶
︒サへラントロプス・チャデ

に位置づける偏見にも及んだからです︒知能が発達していること
をもって進化と見る見方は偏見ではないでしょうか︒たとえ知能
が発達していなくとも︑今生きている限り︑その生物は進化した

3
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ンシス︵脳容積は四〇〇 ︶からアウストラロピテクス・ガルヒ

cc
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ところが︑そうした見方が必ずしもうまく説明できるとは限ら

のから大きいものへと︑これが進化であると見てきたわけです︒

ハビリスから上はホモです︒ホモというのは︑ホモ・サピエンス

ないことになりました︒逆転することがあるんです︒つまり︑後

︵四五〇 ︶あたりまでは︑日本語で言えば︑猿人です︒ホモ・
のホモです︒要するに人間というわけです︒ホモ・ハビリスの脳

cc
図 3 人類進化史（Newsweek, 2007. 3）

す︒彼らは今から一万三〇〇〇年ほど前まで生きていたホモです

ロー㆑スエンシスです︒いくつかの化石人骨が見つかっていま

二〇〇三年にインドネシアのフロー㆑ス島で発見されたホモ・フ

に出てくるのが小さいということもあるんです︒衝撃的なのは

特にこの中でホモ・エルガステル︵一〇〇〇

cc

エ㆑クトス︒エ㆑クトス︵脳容積は九五〇 ～一一〇〇 ︶とな

cc

︶
︑それから︑

容積は五二〇 から七五〇 といわれています︒

cc

ると︑脳容積がぐっと大きくなります︒要するに︑脳の小さいも

が︑脳容積は三八〇 で身長は一メートルほどしかないのです︒

かむことができるようになった︒だからまず足が四本から二本足

ぶ︒そして︑指がだんだん器用になりまして︑より正確に物をつ

をつかめる︒これはボノボもやっていましたね︒あるいは物を運

か︒直立歩行すれば当然前の手は空きますから︑これでもって物

でした︒今や逆に︑まず足︒つまり︑直立歩行をしていたかどう

が良ければ手が使えるだろう︑足も変わるだろうみたいな考え方

見方に変わってきております︒昔は︑頭を基準にしたんです︒頭

そういうこともありまして最近では︑足・手・頭の順で見る

なりませんが︑こういうことも起こるわけです︒

あることは認められているようです︒今後の議論を待たなければ

起こりました︒頭脳があまりにも小さいからです︒しかしホモで

当然︑この人たちをホモ・サピエンスと認めるかどうか︑議論が

cc

cc

cc
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ていくと考えるようになりました︒このように︑今の人類学の考

になる︒そして︑手が使えるようになる︒そして脳が大きくなっ

ステルとホモ・エ㆑クトスは同じじゃないかと言う研究者もいま

マウリタニクス︑その前が︑ホモ・エルガステル︒ホモ・エルガ

デルベルゲンシス︑ハイデルベルク人ですね︒その前が︑ホモ・

す︒ちょっと違うんですけど︑ほとんど同じだという︒大きく分

え方は脳中心ではなくなっています︒
直立歩行が︑歩行のための前肢つまり前足から︑持つ︑作業す

いんです︒ここでは︑ホモ・ハビリスが並んでおります︒その前

類してしまえば同じじゃないか︑というわけです︒人類学では大

が分からない︒ボーッと書いてあります︒ここに︑アウストラロ

る手に変えた︑歩行から自由にしたということです︒私は﹁手が

この図は今︑分かっている人類進化の図です︒もっともこれは

ピテクス・ガルヒが位置づけられています︒この間の関係はどう

きく括る考え方と細分する考え方と二つの考え方があります︒そ

アメリカ自然史博物館の展示から取ったものでして︑研究者によ

なんだと︑研究者によっていろいろ議論されております︒

文化を生んだ﹂と考えていることはすでにお話ししました︒さら

って違いますので︑これだけというわけではありません︒これは

ホモ・エルガステルから上はホモ︵人間︶です︒大体二五〇万

の両方を揺れ動いています︒事実︑エルガステルをホモ・エ㆑ク

という週刊誌に掲載されたものです︒
﹁
で解く
Newsweek
新・ヒト進化論﹂という題がついています ︵べグリー：四五︶
︒な

年前位からあとがホモです︒アウストラロピテクス・アフリカヌ

に煎じつめれば拇指︑この親指が文化を生んだということです︒

かなか良く出来た記事なので︑私はよくこれを使います︒今の時

スあたりから下が︑全部アウストラロピテクス︵猿人︶というこ

トスの中に入れちゃう研究者もいます︒一応ここでは別になって

点で分かっている人類は︑このような進化をたどったというわけ

とになります︒とりわけ︑アウストラロピテクス・アファ㆑ンシ

オルドヴァイに住んでいた人たちの手を見ると︑現代人と同じと

です︒現代人はいうまでもなくホモ・サピエンスです︒真ん中に

スは有名です︒そして︑一番古いのがサヘラントロプス・チャデ

いますけれども︒この︑ホモ・エルガステルの前がよく分からな

書かれていないのは︑何故かよく分かませんが︑ホモ・サピエン

ンシス︒これはチャドという国で見つかったので︑チャデンシス

いうわけではありませんが︑かなり現代人に近いのです︒

ス中心主義から自由になろうとしているのかもしれません︒端っ

というんです︒多くの人類の化石は︑大地溝帯から南アフリカに

一九

この方に書いていますね︒ホモ・サピエンスの前が︑ホモ・ハイ
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一五〇万年前から作られ始め︑今から三〇万年から二〇万年ぐら

二〇

かけて出てきます︒とりわけ大地溝帯が多いんです︒チャドとい

い前まで︑一二〇～一三〇万年間ほとんど変わらず作られ︑使わ
れてきました︒

うのはやや例外的です︒
大地溝帯というのは面白い所なんです︒マグマが非常に活発で

四万年前まで︑つまりついこの間まで使われていました︒この形

その次の石器はルヴァロア石器です︒三〇万年前に現れて︑

っているわけです︒不思議なことに︑ここで人類が続々と生まれ

は︑本当にもう素晴らしい形です︒これを作ったのは︑ホモ・ネ

して︑その影響で地形が他のアフリカ大陸の中でもちょっと変わ
ているんです︒ただ︑チャドや南アフリカでも見つかっています

ール人は︑今から三万年前まで生きていたんです︒かつてはホ

アンデルタールです︒ネアンデルタール人です︒ネアンデルタ

現在知られている人類で一番古いのが七〇〇万年ぐらい前で

モ・サピエンスと同類ではないかという説もありました︒しか

ね︒
す︒人類は七〇〇万年前にいたというのが︑今の人類学で認めら

し︑

研究で︑どうも違うということが分かりました︒そし

れている説です︒私が学生のころ︑人類一〇〇万年と言っており
なります︒ただ残念なことに︑このチャデンシスというのは︑ご

ました︒一〇〇万年からすれば︑七倍の時間が前に延びたことに

エンスに負けたから︑といわれています︒それまでは︑ホモ・サ

て︑三万年前に絶滅しました︒何故︑絶滅したのか︑ホモ・サピ

しい︑らしいが多いんですけれども︑少なくとも今︑ネアンデル

ピエンスと混血したかもしれないということもいわれていたんで

オルドワンの次に現れたのは︑アシュー㆑アンという石器で

タール人はいません︒ただ︑もしネアンデルタール人が帽子を被

くわずかの化石しか見つかっておりませんので︑詳しいことは分

すが︑このあたりになると完成品への見通しが非常に優れていま

り︑背広を着て靴を履いて地下鉄に乗っていたら誰も彼がネアン

すが︑どうもそうではなかったらしい︒ただし共存していたら

す︒周到な計画と調整が必要で︑加工技術が優れています︒両面

デルタール人とは思わないだろうとも言われています︒それほど

からないんです︒ただ︑人類であるということだけは認められて

加工です︒それはホモ・エ㆑クトス︑あるいは︑ホモ・エルガス

にホモ・サピエンスと近いということです︒

しい︒しかし︑ホモ・サピエンスに負けたらしいと言います︒ら

テルが作ったんじゃないかと言われています︒これはだいたい

いるようです︒
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文化の起源・文明の起源

図 4 エレクトゥスとサピエンスの道（ルーウィン）

皆さん︑ご存じのように︑今︑地球上には七〇億の人間がいま

す︒この七〇億人はたった一種です︒同種です︒ホモ・サピエン

スです︒ホモ・サピエンス以外は全部絶滅しました︒七〇〇万年

前から︑二〇数種の人類が誕生し︑ホモ・サピエンス以外は︑全

部絶滅しました︒ホモ・サピエンスだけが生き残ったのです︒そ

して︑今︑七〇億人が地球のあちこちに住んでいるのです︒

七〇億もいるホモ・サピエンスも︑もともとはごく限られた集

団を形成しているに過ぎなかったと言います︒その場所はどこか

ご存じですか︒アフリカのあの大地溝帯なんです︒最近の

ホモ・エ㆑クトスがたどった道は︑この灰色の線です︵図 ︶
︒

界に散っていきました︒

カから出たのですが︑ホモ・サピエンスもアフリカから出て全世

リカだけに住んでいました︒ホモ・エ㆑クトスの時代にもアフリ

の大地溝帯で生まれたのです︒彼らはずっとしばらくの間はアフ

長く見れば二〇万年前︑短く取れば一二万年前に︑アフリカのあ

研究で明らかになりました︒今から一六万年前±四万年︑つまり

D
N
A

二一

発掘された所というのは︑何個所かあります︒私は学生を連れて

京原人もその一種ですし︑ジャワ原人もそうです︒ジャワ原人が

アの北︑中央にどんどん移り住んでいきます︒ご存じのように北

二〇〇万年前︑アフリカの大地溝帯から︑アフリカを出て︑アジ
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れているのは全部㆑プリカです︒もちろんインドネシアの研究者

持っていかれちゃっているんです︒今︑ジャワの博物館で展示さ

骨がジャワにはないんです︒みんな︑
︵支配者の国︶オランダに

そこに行ったことあります︒残念なことに︑ジャワ原人の化石人

明というのは決して利器だけではない︑裏から見れば︑大きな凶

けでなく人類に衝撃を与えました︒それを見た時に︑私たちは文

れを思い知らされました︒福島のあの大事故は単に福島の住民だ

は凶器﹂にもなるということです︒私たちは福島の原発事故でそ

ならば︑それをひっくり返したら︑つまり︑裏から見たら﹁文明

二二

たちは︑返してくれと︑オランダに要求しているんですが︑なか

うです︒二年半前︑福島の原発事故でもってまた再び︑文明は利

器にもなると知ったのです︒人類を滅ぼす可能性があると知った

ホモ・サピエンスはこのような経過をたどって全世界にいま

器ではあるが同時にまた凶器でもあるということを︑思い知らさ

なか返さないですよ︒もともとここで見つかったんですから︑本

す︒そこで︑なぜ︑ホモ・サピエンスが︑寒かろうが暑かろうが

れたわけです︒あの事故以来︑日本中で﹁原発はやめましょう﹂

のです︒もちろんそんなことは︑もうヒロシマ︑ナガサキの時か

全世界のいろんなところに適応できるようになったのか︑そのわ

という叫び声があちこちから聞こえました︒しかし最近︑変わり

当はここに返すべきだと思います︒このように植民地支配は今に

けは︑いかがでしょうか︒それが今日のテーマです︒文化です

ましたよね︒変わりつつありますね︒どうしてこう変わっていく

らすでに言われているんですが︑いつの間にか忘れてしまったよ

ね︒文化の力によって︑ほとんどありとあらゆる環境に適応でき

のか︑皆さん︑いかがでしょうか︒

も及んでいるのです︒

たし︑できているわけです︒だから︑文化の力︑文化力︒端的に
その技術はもろ刃の剣です︒今私たちは発達した技術の両刃が

単に考えが変わるはずないと思っています︒日本には文明がある

と思っています︒文明ではありません︒文明があるならばそう簡

この変化は危険性を帯びています︒それは日本文化に根がある

突きつける大きな問題に直面しています︒
﹁文明の利器﹂という

のでしょうか︑という疑問にまで行きつきますが︑このことにつ

言えば︑技術の力がこのような適応を可能にしたわけです︒

言葉があります︒しかし︑利器は凶器にもなることを思い知らさ

いては︑後で少し触れることにします︒

今︑ここで強調すべきことは︑この文化というものを持ったた

れました︒普通には﹁文明の凶器﹂という言葉は使いません︒し
かし︑私はあえて使いたい︒
﹁文明の利器﹂という言葉があるの

文化の起源・文明の起源

応することはできません︒

も限りがある︑他の動物たちには人間のようにあらゆる環境に適

なったということです︒文化を持たない︑あるいは持ったとして

めに︑私たちはほとんどありとあらゆる環境に適応できるように

獄の様子を参考にしました︒それを読んだら︑地獄というのはす

がありませんので︑私は︑源信の﹃往生要集﹄に書かれている地

かれていることが判ります︒ただ︑その絵については一切︑説明

めました︒その写真を一枚々々丹念に見ていくと地獄の様相も描

す︒ものすごい描写で書かれているんです︒源信の地獄像はその

ごいですよ︒平安時代の源信が書く地獄は凄まじい︑の一言で
人間中心主義から脱却を

それはともかく︑その中に畜生道の話も出てきます︒動物の世

後の日本人に大きな影響を与えたといわれています︒地獄を恐れ

いかに私たちはこの偏見に毒されているか︑について私は麗澤

界です︒それはもう偏見に満ちています︒源信さんは︑私から見

とはいえ︑文化は人間だけが持っているという見方には問題が

大学比較文明文化研究センターから先日発行されたばかりの﹃比

ると偏見の塊です︒動物たちは﹁お互い傷つけ︑殺し合い︑飲ん

てひたすら善行を積もうとするのも理解できます︒ただ︑地獄っ

較文明研究﹄第一八号で訴えました︒
﹁インドネシアのボロブド

だり食べたりする場合も︑少しも心が休まらず︑一日じゅう怖れ

ありそうです︒これは人間中心主義の偏見ですね︒偏見をもって

ゥールに環流思想を見る﹂というタイトルの論文です︒この論文

を抱いており︙︙﹂︵染谷：三六︶と書いています︒こういう書き

て本当にあるんでしょうか？ 今︑信じている人はどれほどいる

でボロブドゥールの最下段に刻まれている一六〇枚の㆑リーフの

方は人間を写した描写で彼らに即した描写ではないと思います︒

動物を見れば動物をちゃんと見ることはできないのではないかと

なかの地獄の絵についてちょっと触れました︒ボロブドゥールは

人間中心主義的偏見だと思います︒そんなことをこの論文で書き

のでしょうか？

建築の途中で崩れかかってきたために最下段の外側を石の覆いで

ました︒これについてはここではこれ以上触れないことにしま

思います︒

囲ってしまいました︒そのために今では見ることができないので

す︒関心がおありの方はこの論文をお読みください︒

源信にしても人間中心的であることは否定できませんが︑西洋

すが︑今から一三〇年前にオランダの研究チームが一度その覆い
を取り外し︑隠れている︑全部で一六〇枚の㆑リーフを写真に収
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受け入れ方とは違います︒インドネシアの人々が支配者であるオ

的な政治的支配下のもとでそう教え込まれましたので︑日本人の

人々も同じです︒もっとも︑彼らの場合は植民地支配という抑圧

け入れてきました︒それはインドネシアの人々やマ㆑ーシアの

をすなおに受け入れてきました︒文明開化の名のもとで素直に受

間以外は下であると見るのです︒明治以来日本人はそうした偏見

とがありました︒西洋以外は下である︑白人以外は下である︑人

ストロースは︑
﹁我々が人間︵ l’homme
︶と呼んでいるその実体
は西洋人︵白人︶のことではないか﹂と鋭い問いを投げ掛けたこ

し理性中心主義にもつながります︒フランスの人類学者㆑ヴィ＝

ということばにもつながります︒それはさらに知能中心主義ない

に白人中心主義が重なって強烈です︒それはいうまでもなく文明

思想において一層︑人間中心主義からヨーロッパ中心主義︑さら

たち自身は差別される側としての自分を見直さなければなりませ

中心主義からの脱却を呼び掛けなければならないと思います︒私

ちはもっと気づかなくてはいけないと思います︒そしてそうした

わけです︒そうした見方はまだまだ根強く残っていることに私た

対極概念です︒ヨーロッパ以外の文化は野蛮とか未開と見られた

れます︒ですから彼らはそれを隠します︒文明とは野蛮や未開の

なっちゃうわけです︒古いヨーロッパの文化ももちろん下に見ら

の文化も下︑アフリカも下︑とにかくヨーロッパ以外は全部下に

パ中心主義ですね︒その目から見れば︑日本の文化も下︑アジア

れについてはあとでお話しします︒

た﹁文明﹂ということばに西洋の横暴がこもっていたのです︒そ

います︒そもそも西洋文化を自画礼賛するための固有名詞であっ

いう奴は横柄で本当に困ったもんだ﹂と呟いたのを今でも覚えて

二四

ランダ人に白人優位思想をどう叩きこまれたかについてはノーベ

ん︒

持ちの方はそれをお読みください ︵染谷：二〇一〇︑六四︶
︒私はボ

す︒私は﹃比較文明研究﹄第一五号で紹介しましたので関心をお

つけられないという文化相対主義︵ cultural relativism
︶に立っ

私は文化人類学者として︑ことあるごとに︑どの文化も優劣を

中心主義から相対主義へ

ヨーロッパの文化が最も優れているという考え方がヨーロッ

ル賞の候補にもなったといわれているインドネシアの作家プラム

ルネオのキナバル山に登ったときにあるマ㆑ーシア人が横暴な白

て異文化を見るよう呼び掛けてきました︒この見方は理屈に合っ

ディア・アナンタ・トゥールの小説﹃人間の大地﹄にも出てきま

人の態度を見て︑吐き捨てるように︑しかし小さな声で﹁白人と

文化の起源・文明の起源

ているからです︒なぜならば︑ある文化を基準にした文化観は結

状を考えますと︑是非︑それを乗り越える文化相対主義に立つ必

のように自文化中心主義がいろいろな問題を引き起こしている現

ただ残念なことに︑今から一〇〇年ほど前に提示された文化相

局︑文化の数ほどあることになり︑どの文化観も正しいとか優れ

見えてきます︒そういう考え方からすれば︑何も日本人は自分た

対主義はなかなか浸透していません︒人類の精神はまだ幼稚な段

要を痛切に感じます︒平和な人類社会を構築するために必須の条

ちのやっていることを卑下する必要はないわけです︒どの文化も

階にあるといっていいのかもしれません︒文化相対主義は自文化

ているなどとは決定できないということになるからです︒文化相

それぞれにその地域の自然環境に合った生き方だったはずですか

中心主義を越えた︑いわば大人の文化観ですから︒もっとも︑そ

件ではないかと思うのです︒

ら︑ある特定の文化の価値基準で︑この文化が上とかこの文化が

うした見方も文化相対主義から外れているかもしれません︒文化

対主義の観点からすれば︑どの文化もそれぞれに︑価値があると

下というような︑そういう絶対主義的な見方は論理的に成り立た

相対主義もそれを絶対化してしまうと自文化中心主義になってし

まいそうです︒そのあたりをどう考えたらいいのか︑問題は残り

ないのです︒文化人類学のまず根本的な見方がそれなんです︒
そういう観点からしますと︑全ての文化は等しく横に並べて比

も下であるというような見方に対しても疑問を呈しなければいけ

で行きますと︑二六〇万年前に初めて石器が生まれた当時の文化

決してタテに並べてはならないということになります︒その延長

ばなりません︒自分が何者であるかを確認しなければ生きられま

たからだと考えられます︒人間は誰しも自信をもって生きなけれ

の原因を考えてみる必要があります︒それはそれで必要性があっ

それはともかく︑なぜ自文化中心主義になってしまうのか︑そ

ます︒

ないことになります︒ボノボの文化もそれなりに評価しなきゃい

せん︒それもあって自文化中心主義が生まれるのでしょう︒自文

較され︑評価されなければならないということになるはずです︒

けないということになります︒私たちはどうしても自分たちの文

した︒戦争ですね︒人類は大規模な大戦争を二度も繰り返してき

自己を防衛し︑正当化する︑そのために戦うということもありま

化を基準に考えがちです︒自文化中心主義ですね︒英語では

といいます︒文字通りには﹁自民族中心主義﹂です
nocentrism

eth- 化中心主義を必然化する文化的環境もあったでしょう︒その極は

が︑
﹁自文化中心主義﹂と解釈しても結構です︒ヘイトスピーチ
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争は︑今のところ︑回避されていますが︑その可能性が消えたわ

ました︒その悲惨をいやというほど味わったために三度目の大戦

起源﹄です︒彼は今から八〇年ほど前の一八三六年にこの本を出

︶というオーストラリア出身の考古学者が書いた﹃文明の
Childe

二六

けではありません︒尖閣をめぐって今︑日中間がギクシャクして

しました︒もっとも︑原題は Man makes himself
です︒ねずまさ
し︵禰津正志︶さんがこれを﹁文明の起源﹂と訳したんです︒な

フリカから︑オセアニアから︑中南米から出るものではないかと

もれた文化を土台にした新たな文明です︒それはアジアから︑ア

己を忘れてしまったようです︒しかし今必要な文明はそうした埋

まいました︒自分を卑下してしまいました︒アジアの人たちは自

界を覆ってしまったためにそれらの土着文化はカゲに隠されてし

残念なことに︑西洋から生まれた︑自文化中心主義的文明観が世

れは日本にも中国にもインドにもインドネシアにもありました︒

があって初めて自己があるという相対︵あいたい︶主義です︒そ

でした︒端的には︑自己だけでは成り立たないという思想︑相手

実は︑この文化相対主義は︑アジアに古くから見られる考え方

しかし︑あくまでも人間は生物進化の一産物で︑チャイルドもそ

が作った﹂と主張しようとしたとねずさんは解釈したわけです︒

したキリスト教の人間観を否定し︑あくまでも人間は﹁人間自身

も多くの日本人には理解しにくいでしょう︒チャイルドは︑そう

説したように︑
﹁神が人間を作った﹂というキリスト教的人間観

くったのは神ではなく︑人間自身であ﹂︵チャイルド：一︶ると解

思います︒その理由は後でお話しします︒ねずさんが﹁人間をつ

が人間自身をつくる﹂ということばは日本人には判りにくいかと

いているだけでそれ以上の説明はしていません︒確かに︑
﹁人間

本人にしたしみやすい題名にするために﹂︵チャイルド：一︶と書

ぜ彼が﹁文明の起源﹂と訳したのか︑それについて彼はただ﹁日

います︒戦争にならないという保証はありません︒

思います︒

次に文明の起源に話を移します︒

文明の起源

ん︒事実︑彼は﹁物質文化や科学︑宗教︑国家︑文化などが人間

ことであって︑キリスト教の考えと矛盾するわけではありませ

彼がこの本で主張していることは〝文化が人間を作った〟という

れを否定しているわけではありません︒ですから厳密にいえば︑

﹁文明の起源﹂を考えるときどうしても参考にしなければな

らない本があります︒それはゴードン・チャイルド︵ Gordon 自身によって︑つくられた﹂︵チャイルド：一︶と言っているので

文化の起源・文明の起源

とは﹁自己変革﹂に他なりません︒
man makes himself

す強まっていますのでとくに注意することが重要です︒チャイル

の変え方︑それを﹁自己変革﹂というならば︑それは今日ますま

ら作った文化によって﹁自らを変える﹂生物となったのです︒そ

的変化に加えて﹁人間自身が自らを変えた﹂わけです︒人間は自

のです︒それが﹁人間を育て上げた﹂
︑つまり進化という生物学

私は一括して︵広義の︶
﹁文化﹂と呼びました︶
︑人間が作ったも

す︒その通り︑物質文化︵技術︶
︑科学︑宗教などは︵それらを

のみを以て目的とせば︑人間はただ蟻の如きのみ︑また蜜蜂の如

みを文明といわんか︒人生の目的は衣食のみにあらず︒もし衣食

それを理想としています︒彼はいいます︑
﹁あるいは身の安楽の

彼は文明を物質面と精神面の両方をともに向上させるものとし︑

貴くするをいうなり﹂︵福澤一九九五：六〇～六一︶と定義しました︒

て心を高尚にするをいうなり︑衣食を饒︵ゆたかに︶して人品を

を見ることにしてみます︒福澤は﹁文明﹂を﹁人の身を安楽にし

す︒そこでまず福澤がこのことばで何を表現しようとしたのか︑

したのは﹃文明論之概略﹄を著わした福澤諭吉といわれていま

ありそうです︒とりわけ日本人にとっては大きな意味をもってい

といったことばの意味は深く︑改めてよく心に刻んでおく必要が

いて水を飲む顔回の如くならん︒これを天命というべからず︒故

るのみを以て文明といわんか︒天下の人︑皆陋䀹︵ろうこう︶に

きのみ︒これを天の約束というべからず︒あるいは心を高尚にす

ドのいう

いずれにせよ︑
﹁作る﹂とか︑
﹁変える﹂とか︑
﹁育て上げる﹂

ると思っていますが︑それについては後で述べることにします︒

に人の心身両︵ふたつ︶ながらその所を得るにあらざれば︑文明
﹁文化﹂と同じく﹁文明﹂もまたいろいろな意味で使われてい

いえば︑そうはいかない︒人生の目的は︑衣食の満足だけではな

んの現代語訳では﹁単に物質生活の安楽だけを文明といえるかと

の名を下だすべからざるなり﹂︵福澤一九九五：六一︶
︒伊藤正雄さ
の訳語です︒その﹁文明﹂がもと
civilization

いからだ︒もし衣食の満足だけを人生の目的とするならば︑人間

福澤諭吉の文明

もとヨーロッパ文化の卓越性を自画自賛するために作られた固有

はあたかも蟻の如く︑また蜜蜂の如きものにすぎぬであろう︒こ

ます︒
﹁文明﹂とは

名詞だったということ︑それが次第に普通名詞になっていったこ

れを人間として天与の使命ということはできまい︒しからば逆

に︑精神を高尚にするだけを文明といえるだろうか︒そうなる

とについてはすでに触れました︒
明治になって文明ということばは広く使われはじめました︒訳

二七
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産むことのみを一生の任務としているように見える︒これがはた

二八

と︑天下の人は皆︑裏だなに住み水を飲んで暮らした顔回のよう

彼にとって文明は人間が向かうべき理想でした︒現今の文明は

して社会の理想といえるだろうか︒私にはそう思われない﹂︵福

はできぬ﹂︵福澤二〇一〇：五九︶
︑となっています︒福澤は物質面

プロセスの最中にあるというわけです︒このように文明を動態と

になるほかはない︒これまた天与の使命とはいえぬであろう︒故

と精神面の両方の程度が高くするものを文明というわけで︑それ

とらえる見方は非常に大事ですのでここで強調しておきます︒な

澤二〇一〇：七〇︶
︑と︒

を可能にするには﹁人の智徳の進歩﹂︵福澤一九九五：六一︶が必要

ぜならば︑ややもすると︑文明を︑ある国ある民族はこれを成し

に︑人間の心身両面の生活が具足しなければ︑文明と称すること

であるといいました︒こうした﹁文明﹂は先に紹介した︑
﹁文化

西洋の文明も今正に運動の中にありて︑日に月に改進するものな

遂げ︑別の国︑別の民族はこれをまだ成し遂げていないというよ

福澤は欧米人が文明をもったとしても完全な体現者とは見ま

れば﹂︵福澤一九九五：一一︶
︑
︵現代語訳では︶
﹁西洋の文明自体も︑

の日﹂の﹁文化﹂や新憲法で謳う﹁文化﹂など狭義の﹁文化﹂と

せんでした︒彼は︑ヨーロッパに渡航する途中︑香港やインドで

今正に発展の最中で︑日に日に改善進歩しつつあるのだから﹂

うに︑固定的かつ断定的にとらえる見方が一般的だからです︒福

目撃したイギリス人の現地の人々に対する横柄で暴力的な態度を

︵福澤二〇一〇：五︶と︒

ほとんど変わらないとみてよいでしょう︒困ったことですが︑日

見て︑非難しています︒また︑スチュワート・ミルの﹃経済学原

のです︒それも︑後で述べるように︑文明の現状を考えると完成

澤もまさにそのことを指摘していました︒彼はいいます︑
﹁彼の

理﹄を引いてアメリカ人を非難しています︒彼はアメリカ人を評

には程遠く︑永続的に続けられる過程なのではないかとさえ思い

本では文化と文明が画然と分けられずに来ました︒

してこう言います︑
﹁全国の男児は終歳馳駆して金円を逐い︑全

ます︒

七一︶
︑と︒伊藤の現代語訳によりますと﹁国中の男子は年がら

れを人間の至善といわんか︑余はこれを信ぜず﹂︵福澤一九九五：

えるでしょうか︒私たちの身は安楽になりましたでしょうか︒そ

ちました︒果たして今の日本は彼が提示した理想に近づいたとい

福澤が文明を高らかに謳い上げて早いものでもう一世紀半が経

は文字通り︑プロセス︑過程な
civilization

国の婦人は終身孜々としてこの逐円の男児を生殖するのみ︑こ

年中︑金を求めて奔走し︑国中の女性はかかる拝金主義の男子を

文化の起源・文明の起源

だまだ文明化していないことになります︒あるいは文明というも

となった感があるのではないでしょうか︒だとすれば私たちはま

安楽になったとは言い切れないようです︒心にしてもむしろ下劣

確かです︒しかし同時に心配事が増えたことも事実です︒一概に

機や鉄道や車が全国を走り回り︑私たちの身を安楽にしたことは

ったのは一万一〇〇〇年ほど前に過ぎません︒それまでの移動を

うした生活でした︒農耕牧畜という人為性の高い﹁産業﹂が始ま

した︒人類の誕生を七〇〇万年前とすれば人類史のほとんどはそ

とする文化を表現したことばです︒小集団で移動を続ける社会で

極概念として使われてきました︒未開というのは狩猟採集を生業

文明は︑未開から文明へというように︑つい最近まで未開の対

な影響を与えてきました︒

のは人間に良きものと同時に悪しきものももたらすと考えるべき

基本とするような社会をやめて定住する社会を作るようになった

して心は高尚になりましたでしょうか︒私が見るに︑例えば航空

かと思います︒
文明とは未開文化の発展形態

五〇〇〇年ほど前に過ぎません︒

農耕を始めてその延長として都市社会を形成しましたが︑それも

のですが︑それはつい昨日のような最近の出来事だったのです︒
学生時代にチャイルドの﹃文明の起源﹄を読んで私の文明理解

私がまだ学生だった頃は﹁未開から文明へ﹂と大雑把に考えら

れていましたが︑そうした理解は単純に過ぎると批判されるよう

の原点となりました︒彼によれば文明の特徴は︑ ．居住地の拡
大︵物理的装置の拡大︶
︵これは都市社会の形成を意味します︶
︑

になりました︒シリアで見つかったアブフ㆑イラ遺跡がその証拠

業︑ ．記文技術︑ ．算術︑幾何学︑天文学のような正確な予
達︑ ．専従技術者︵金属器製造など︶
︑ ．特権をもった支配

見ると︑ちょっと複雑なんです︒狩猟採集していながら︑結構豊

かになっているんです︒しかし︑ある日突然︑誰もいなくなっち

んだか面白い遺跡なんです︒この事例から︑狩猟採集社会であり

ゃった︒そして︑一五〇年たって︑また再び人が来たという︑な

ながらも︑複雑化が先行していたと考えられます︒狩猟採集して

二九

．自然芸術の再現︑です ︵ Childe, G., 1950
︶
︒彼の文明

と国家︑

として挙げられています︒比較的最近見つかった遺跡で︑これを

．貢税制度とその結果としての資本の集中︑ ．記念的公共事

1

3

階級︑ ．親族を基盤にした社会から居住を基盤にした社会組織

8

報科学の始まり︑ ．対外交易の拡大を可能にする経済制度の発

5

観はしばしば引き合いに出され︑英米そして日本の文明観に大き

10

9

7

6

4

2
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例を参照しながら︑狩猟採集民でも社会の複雑化が見られたこと

という表記は差別的な表記だと思うからです︶など北米先住民の

同じように﹁○○人﹂と表記することにしています︒
﹁○○族﹂

った表現を使いますが︑私はすべて﹁アメリカ人﹂
︑
﹁日本人﹂と

ダ人︑トリンギット人︵日本語では普通﹁クワキウトル族﹂とい

会からやがて文明社会へという流れ︒私はクワキウトル人︑ハイ

いながら社会の複雑化︵格差社会︶が起こり︑その結果︑農耕社

うことです︒いうまでもありませんが︑文化・政治・経済・社会

とは﹁文明﹂が文化や政治などの諸領域を統合する総合体だとい

義といってよいでしょう︒この構造的共時的定義で強調したいこ

定義が歴史的通時的定義だとすれば︑この定義は構造的共時的定

の動的複合体﹂とも定義したいと考えます︒チャイルドと伊東の

明確に表現する必要を感じ︑文明とは﹁文化・政治・経済・社会

義です︒私は両者によって十分に示唆されているところを︑より

蛮﹂とか﹁未開﹂と呼ばれていた︑文明以前との比較に立った定

三〇

を本研究センターの﹃比較文明研究﹄第一五号で論じました ︵染

は︑一個の人体のように︑いろいろな器官が絡み合い︑相互に関

造をもっています︒その構造は動態性に特徴があります︒それは

谷二〇一〇：五五︶
︒お読みいただけると幸いです︒とはいえ︑大

私が知る限りでは︑チャイルドを念頭に置いた伊東俊太郎の

一九世紀から二〇世紀そして二一世紀と時を経るに従ってますま

係し合って全体をなしています︒文明社会は複雑です︒それら諸

﹁文明とは文化の発展した形態で︑
﹃都市革命﹄を経験した文化﹂

す激しくなっています︒あまりにも激しく人間の心身は追いつけ

きくみれば︑未開から文明へという流れと理解してよいのではな

︵伊東：七︶という定義がもっとも明確な文明の定義と考えていま

ないほどです︒とくに先進国の人々は深刻なやまいに悩まされて

領域がものすごく複雑に相互に絡み合ってダイナミックな動的構

す︒伊東はさらに﹁大規模で高度な組織化︑制度化︑統合化︑精

います︒医療を発達させる︑つまり文明を発達させることでやま

いかと思います︒

緻化が行われている点﹂︵伊東：七︶を文明の特徴として挙げてい

それにまた︑経済の領域が突出して他の領域を引き回してい

れません︒

しているのを見ますと︑現代文明のいびつさを感じないではいら

いを治癒しようとしていますが︑おさまるどころかますます増加

チャイルドが挙げた文明の諸特徴と伊東の定義は︑かつて﹁野

文明とは「文化・政治・経済・社会の動的複合体」

ます︒
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文化の起源・文明の起源

国﹂でありながらも﹁貧困﹂であるというパラドクスに満ちた国

メリカ﹄など一連の著作で描き出した現代アメリカはまさに﹁大

文明は現代アメリカに顕著です︒堤未果さんが﹃ルポ貧困大国ア

烈な獲得競争が繰り広げられていることに注意を向けることが必

ます︒それにともなう枯渇の問題︑環境破壊と汚染︑温暖化︑熾

子力を使って得てきましたが︑その使用量はますます増加してい

エネルギーは太陽光︑人力︑畜力︑水力︑風力︑化石燃料︑原

なったと考えます︒社会の複雑化が経済︵生産︶を活性化し︑や

であり︑非常にいびつな社会を作りだしてしまった国です︒冷静

要です︒一八世紀の産業革命はヨーロッパに限られていました

る現代文明にいびつさを感じますが︑それを理解する上でもこの

に考えれば︑そうした国が手本になるはずはないのですが︑残念

が︑今や全世界が産業革命を進めています︒世界的規模の環境破

がて︑文明社会へという流れですね︒

なことに日本をはじめとした多くの国が手本としています︒私

壊と汚染︑温暖化︑資源獲得競争などが人類の将来を暗くしてい

ような定義は役立つと考えます︒経済が文明を引き回すいびつな

は︑歴史的通時的定義も大事ですが︑構造的共時的定義も文明を

ることは︑誰の目にも明らかになっています︒心配です︒しかし

も︑そうした文化︑政治︑経済︑社会の間のダイナミックな相互

ネルギーを消費する現代文明をずばり言い当てています︒もっと

機関は莫大なエネルギーを消費します︒彼のたとえは︑大量のエ

のですが︑それらはわずかなエネルギーで動きます︒しかし蒸気

︵シャルボニエ：三一︶
︒精密時計とは腕時計でも卓上時計でもいい

身体の継承という自然的原理で成り立っているわけです︒人類学

んどん社会は大きくなっていきます︒この原理は︑結局︑生殖と

まれるという自然原理です︒生殖と出生︒その繰り返しでどんど

親族原理とは︑要するに︑男と女が性的に結びつき︑子どもが生

未開社会ないし文明以前の社会は親族原理で出来ていました︒

自然社会から人工社会へ

か︒

ただ手をこまねくだけというのが今の人類の姿ではないでしょう

考える上で必要だと考えます︒
文明は文明以前の文化︵広義︶と違ってダイナミックな動態を
特徴とします︒㆑ヴィ＝ストロースは︑文明以前の文化と︑文明

作用は文明以前にもあったでしょう︒アブフ㆑イラの例はそれを

では血縁集団といいます︒そして血縁集団を基礎に親族集団を形

を比較して︑前者を精密時計に︑後者を蒸気機関にたとえました

示しています︒しかし文明に至ってその相互作用はさらに活発に
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三二

れにどちらにも属さない親族集団もあります︒日本の親族集団

親族集団は依然として重要な機能を果たしました︒確かに︑伝統

世界を見渡せば親族集団が消えたわけではありません︒家族と

の堅固さが保証されます︒戦前はついに主権者である天皇と国民

は︑一見したところ︑父系集団に見えますが︑必ずしも父から息

的家族の崩壊がしばしばメディアによってとり上げられますが︑

成します︒日本語では﹁血のつながり﹂と比喩的に表現される集

子へと継がれるわけではありません︒養子を迎えて継がせるとい

家族と親族は今日に至るもなお重要です︒とくに地方の都市や農

も血縁を擬制にするイデオロギーで固められました︒さすがにそ

った慣行がしばしば見られたからです︒血縁関係を厳格に守り続

村では家族と親族が重要な機能を果たしていることは地方に住む

団です︒その集団は結束力が強く︑今でも世界中でしっかりした

ける世界の諸民族から見ますと︑日本の﹁家﹂集団は立て前こそ

と︑実感します︒どの家の誰とどの家の誰が兄弟だとか︑従弟だ

れは敗戦とともに消えましたが︵
﹁消す﹂という能動的操作には

父系集団のように見えますが︑この親族集団は自然原理を基調

とか︑地域に住む人々同士の親族関係に実に詳しい人の話を聞い

集団を作っています︒世界には男︵父︶から男︵息子︶へとつな

にしながらも︑人工的に作った社会です︒それは︑何としてで

ていると︑地域のつながりの強さを感じないではいられません︒

依りませんでした︒そこが問題です︒
︶
︒

も﹁家﹂の存続を守らなければならないという厳しい掟が優先し

そうしたつながりは東京のような大都会では消えてしまいました

がる父系集団と女︵母︶から女︵娘︶へとつながる母系集団︑そ

たからでした︒
﹁家﹂制度は企業の組織原理にも応用されました︒

が︑地方の都市や農村では今も健在です︒

人工性が都市社会の原理となりました︒都市は支配階級と被支

社長を﹁親父︵おやじ︶
﹂という呼び方にそれがよく表れていま
す︒それゆえ︑この制度は日本の社会を理解するうえで非常に重

血縁関係をなぞっているがゆえに完全に人工的とはいえません︒

日本の文明は﹁家﹂制度を基礎に作り上げられました︒ただ︑

ても同業者集団にしても人工的なものです︒自然発生的に出来上

形成します︒経済的利害をともにした社会です︒これら階級にし

市社会はさまざまな職種から成ります︒それぞれが同業者集団を

配階級から形成されました︒政治的な利害に基づく社会です︒都

日本の企業が情に流され︑きっぱりと割り切る合理性に乏しいの

がったのではなく作り上げていったものです︒この﹁作り上げ

要かと思います︒

もそこに起因するのではないでしょうか︒もっとも︑そこに組織

文化の起源・文明の起源

とができます︒当然ながらそうした社会は支配階級にとっては望

を押しつけて支配を正当化したインドのカースト制度を挙げるこ

るアーリア人たちが自らを最上位に位置づける︑浄不浄の価値観

んな社会を作ってやろうと︑作っていく︒たとえば外来勢力であ

す︒それは支配階級です︒支配階級が︑いわば自分の考え方でこ

く人たちがいるわけです︒非常に優秀な人たちがそうするわけで

工性があります︒当然ながらそこで︑イニシアティブを執ってい

ことです︒ですから︑こういう社会を作りたいという作為性︑人

社会ではなくて︑意識的︑意図的に作り上げていく社会だという

と私は考えます︒言い換えますと︑自然に成り立つというような

ます︒技術が発達して作り上げていった社会︑それが文明社会だ

る﹂ということ︑つまり人工性が︑文明の重要な要素として働き

心がおありの方はそれをご覧ください ︵染谷二〇一〇：五六～五八︶
︒

は︑当センターの﹃比較文明研究﹄第一五号で紹介しました︒関

ういう自由があったと考えられます︒なお︑このことについて

はまだ域外に脱出する自由がありました︒文明以前の人類にはそ

り頃のパラグアイに住んでいたトゥピ・グアラニ人社会の民衆に

は域外に出ることは困難です︒クラステルが語った一五世紀終わ

打ちます︒居住範囲が支配者によって画定されていますから民衆

反する民衆に︑あるいは反逆する民衆には刑罰を科すという手も

の忠誠心を植え付けるなど支配者はいろいろな手を打ちます︒離

文明内に留まるよう自集団への帰属意識を高めるとか︑支配者へ

ったかなと思うんです︒もちろん大衆が文明から離反しないで︑

に回されるわけです︒文明社会というのはそういう社会じゃなか

しいかどうか︑は疑問です︒要するに︑一部の人たちにとって都

文明は技術を駆使してピラミッド状の社会を形成しますが︑そ

格差は文明に欠かせない

ましい社会でしょう︒しかし︑一般庶民からすれば果たして望ま
合のいい利益があるような社会ではあっても︑多くの人にとって

れた﹁文明の利器・凶器﹂と同じように︑文明によって恩恵を受

と私は考えます︒ですので︑文明をよしとする人たちは︑前に触

かし現実はそうではありません︒実は︑文明というものは平等を

なることが望ましいということは誰しもが同意するはずです︒し

文明が一部の人々だけに偏らず︑すべての人々のための文明に

こに大きな問題︑つまり格差が必然的に生じます︒

けている︑一部の人たちで︑逆に︑災いを受ける多くの人は悪し

許さない構造をもっているのではないでしょうか︒㆑ヴィ＝スト

は︑必ずしも︑望ましいとは限らないのです︒これが文明社会だ

とするわけです︒彼らはむしろ利用されるだけです︒いわば犠牲
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ーは極限的に大量になります︒かつての人力や畜力では到底間に

が︑規模も複雑さも増した現代文明ともなれば︑必要なエネルギ

なります︒基本的に文明はエネルギーを不可欠の要件とします

ますからその維持のためにどうしても相当なエネルギーが必要と

ったのでしょう︒しかし文明社会は規模も大きいし︑格差もあり

方はそうした生き方だったと考えられます︒だから変化も少なか

日々を暮らす生き方が続くことでしょう︒文明以前の人々の生き

事にも励まないことでしょう︒誰しもが同じようなことをして

にすべての人々が平等になったら誰も羨望の念をもたないし︑仕

懸命に働きます︒それが文明を維持し︑発展させます︒もしかり

そして裕福な人のようになりたいと願望を膨らませ︑励みます︒

域に及びます︒貧乏な人は裕福な人を見て羨望の念をもちます︒

ん︒経済的格差︑政治的格差︑社会的格差︑格差はさまざまな領

械を動かします︒圧力差とは人間社会でいえば格差に他なりませ

す︒その圧力差が大きければ大きいほど大きな力を生み︑重い機

ことは格差なのです︒蒸気機関は高圧と低圧の圧力差で動きま

流︵循環︶以外の道はないと考えます︒私は環流文明を提唱して

ければならない時代となりました︒私は︑それを実現するには環

する時代となりました︒こうして格差と平等の両方を両立させな

ギーと制度はなくなり︑
﹁国民すべてが平等であるべし﹂を標榜

度でピラミッド社会を形成してきました︒今︑そうしたイデオロ

前︶に至るまで華族と平民の差別を正当化するイデオロギーと制

で形成されていました︒文明開化した後でも︑つい最近︵七〇年

を屠殺する人々を﹁賎民﹂とする士農工商のイデオロギーと制度

上位に位置づけ︑カネを扱う商人を最低に位置づけ︑四足の動物

た︒卑近な例を挙げれば︑日本社会は一世紀半前まで支配階級を

ギーと社会制度を設けて格差を正当化する時代ではなくなりまし

反する圧力で動くことになります︒もはや︑さまざまなイデオロ

力となります︒民主主義を標榜する現代文明はこうして二つの相

は誰もが平等であるべきで︑格差をなくそうという運動が常に圧

かもしれません︒とはいえ︑現代は民主主義の時代です︒そこで

に過ぎません︒ですから︑文明に生きる限り平等は永遠に夢なの

格差を必須条件とする文明に生きる限り︑平等は絵に描いた餅

三四

合いません︒産業革命で化石燃料を使い始め︑その延長上に現代

います︒格差を和らげる社会です︒それは︑とことんまで平等を

を随伴します︒現代はそれに悩まされているのです︒

がありますが︑現代は化石燃料に加えて放射性元素を使うところ

めざす永久運動となります︒文明とは本質的に固定的静的なもの

ロースは文明を蒸気機関にたとえましたが︑彼が強調したかった

まで来てしまいました︒化石燃料も放射性元素もさまざまな問題
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メリカをはじめ︵共産主義を標榜している︶中国でさえ問題にな

経済的格差︑政治的格差︑社会的格差︑文化的格差は今日︑ア

は環流的︑循環的︑対流的なものにならざるを得ないはずです︒

ではなく︑
﹁文明化﹂という動的なものであるならば︑その実態

相とは “moral order”
の訳語です︒技術相は﹁技術的秩序﹂と訳
してもいいのですが︑判りにくいので﹁動物相﹂
︵ fauna
︶や﹁植

いると考えます︒技術相とは︑ “technical order”
の訳語で︑精神

ドの﹁技術相﹂と﹁精神相﹂という用語が大きな意味を持って

なければなりません︒そのことを考えるうえで㆑ッドフィール

がますます拡大したようです︒今日の世界を見ればそれは明らか

です︒格差は文明の当初からありましたが︑技術相の発達でそれ

活保護世帯が一〇〇万世帯を越えるなど︑格差は広がっているの

きに掲げた “we are the 99%”
から引いたものでしょう︒この格差
は日本も例外ではありません︒非正規労働者が四〇％を数え︑生

社会に抗議した民衆が二年前︑ウォールストリートを占拠したと

を強いられている現実は︑極端に貧富の格差が拡大したアメリカ

数の人間に大衆が支配される︑まるで植民地です︒九九％が貧困

ば︑文明の起源はヤスパースのいう﹁枢軸の時代﹂
︑つまり今か

を与え︑はじめてバランスのとれた文明が誕生したと考えるなら

が︑この技術相と精神相の相互作用が精神相に︑より明確な輪郭

まにしています︒文明の起源は技術相が引き起こしたものです

はありません︒ただ他に適切な日本語が見当たらないのでそのま

す︒
﹁道徳﹂と訳すと︑非常に狭くなっちゃう︒そこで︑苦しま

しました︒ moral
という英語は︑日本語には訳しにくいことばで

物相﹂
︵ flora
︶という生物学の用語から﹁相﹂という訳語を借用

っています︒堤未果さんの報告を読むと︑今のアメリカはごく少

です︒文明そのものが格差を内包していますから︑文明にそうし

ら二五〇〇年前ということになるとしても一理はありそうです︒

ぎれに﹁精神﹂と訳したんですが︑必ずしも納得しているわけで

た格差社会つまり社会的矛盾を解消しようという動きがあって当

精神相というのは︑㆑ッドフィールドによれば︑
﹁善なるもの

技術相と精神相のスパイラル

す︒要するに︑道徳︑倫理︑感情など人間社会を精神面から組織

善悪観の類似性を通して︑人間をまとめていくもの﹂︵二七頁︶で

然でした︒

技術相の発達が一方で格差社会を推進しましたが︑この技術

する原理といってよいでしょう︒他方︑技術相というのは﹁相

に関する黙示的な確信を通し︑明示的な理想像を通し︑あるいは

相が格差に対抗する倫理の構築にも力を貸したことに注意を向け

三五

2014 年
第 19 号
比較文明研究

るのが精神相です︒具体的には宗教や哲学の誕生です︒仏教︑ギ

三六

互の有用性︑熟考した上での強制︑同一手段の専用﹂︵二八頁︶で

スがいう﹁枢軸の時代﹂にほぼ同時的に生まれました︒これらは

リシャ哲学︑ユダヤ教︑儒教︑老荘思想︑キリスト教︑イスラム

㆑ッドフィールドは技術相が精神相に先行するといっていま

すべて組織立った宗教として成立しました︒それらには共通して

す︒社会を統合する結合力 ︵㆑ッドフィールド︑二八頁︶です︒人工

す︒どうも技術というものは︑多分︑蓄積が可能であるとか︑融

教理があり︑哲学があります︒そして︑教団があります︒組織は

などの成立がそれです︒キリスト教とイスラムの成立は遅れます

合や置き換え︑あるいは改変が可能であるなどの理由で進む度合

やっぱり技術力の成果です︒もちろんその核心は︑人間の心です

的︑計算的︑論理的︑合理的︑組織的な社会の結合原理といって

いが大きいようです︒一〇〇万年もの長い間︑同じ技術が連綿と

が︑その心が︑技術相によってより洗練され︑形を整えることが

が︑仏教やギリシャ哲学︑ユダヤ教︑儒教︑老荘思想はヤスパー

して使用され続けた文明以前の石器製作の技術は蓄積こそあれ︑

できたわけです︒そのためには記文技術︵文字︶が不可欠でし

よいでしょう︒

融合や改変はなかったことを意味します︒技術が単純だったこと

た︒

こうした技術相と精神相の相互作用をもって文明と呼ぶならば

が主因なのでしょう︒しかしルヴァロア石器ともなると急速に変
化していったのは改変が起こったわけですが︑その主因はよく判

﹁枢軸の時代﹂を迎えて初めて文明が誕生したということになる

現しているわけではありません︒まだまだ道半ばの状態です︒文

りません︒当時の人類︵ネアンデルタール人︶の遺伝子に変異が

それにしても︑農耕牧畜が始まり︑文明に入ったあとの技術

明とは﹁文明化﹂なのであり︑
﹁過程﹂であると考えれば︑道半

のではないか︑とはすでに申し上げました︒とはいえ︑確かに︑

の進展速度は際立ちます︒それは時代を追うごとにスピードを増

ばであっても﹁文明﹂に変りはないことになります︒ civilization

生じたとも言われていますが︑まだはっきりしたことは判らない

しています︒今日の技術はまさに日進月歩です︒このように︑ど

は﹁文明﹂という固定的な意味合いをもつ単語ではなく︑
﹁文明

枢軸の時代に文明の理想が示されたものの︑今日に至るもなお実

んどん進行する技術相は格差拡大など様々な社会的矛盾を引き起

化﹂と訳すべきでした︒それにしても二五〇〇年も経っていなが

ようです︒

こしますが︑それに歯止めを掛けようとする︑あるいは是正を迫

技術相の発達で人類はその数を増やし︑より複雑な社会を形

ン・マルトハルトノさんといいます︒私は中部ジャワのソロ市に

ました︒もうかれこれ三〇年ほど前になります︒その方はグサ

のジャワ人が作詞作曲した歌なのです︒私は以前からこの歌に関

成してきました︒社会が複雑になればなるほど問題は増加し︑そ

ある彼の家を訪れ︑この歌に込められた彼の思いを聞きました︒

ら依然として理想に到達できないのはなぜなのでしょうか︒先へ

れを処理するために技術相も精神相もさらに発達させるというス

﹁ブンガワン・ソロ﹂はハワイアン調の穏やかな歌です︒イン

心をもっておりましたのでその歌を作詞作曲した方に会いに行き

パイラル運動を人類はやってきたのです︒今や︑七〇億を越え︑

ドネシアでは今でもよく聞こえてきます︒たくさんのカセットテ

先へと進む技術相に精神相が追いつかないからでしょうか︒

二〇〇カ国を越える国家の間のもめ事を調整する技術相と精神相

も売られています︒私はマ㆑

ープ︑それに最近では

えは否ですね︒却って深刻さを増しています︒とくにエネルギー

たのを見て驚きました︒それほどに有名な歌なのです︒それほど

ーシアのコタ・キナバルの村でも人々がこの歌を好んで聞いてい

や

が必要です︒果たして人類はそれに成功しているでしょうか︒答
問題は深刻です︒地球はもはや七〇億人を支える限界を越えてい

ン・ソロ﹂は戦後しばらくのあいだ毎日のようにラジオから流れ

﹁ブンガワン・ソロ﹂という歌のなかから得たのです︒
﹁ブンガワ

立させる道として私は環流思想を考えました︒その着想を私は

文明の必須条件である格差とそれに対抗する平等を同時に存

環流文明の構築に向けて

ていたのを思い出します︒彼と最後に会ったのは亡くなる直前︑

壁には日本やオランダの団体から贈られた賞状がたくさん飾られ

いたのです︒決して偉ぶらない︑物腰の柔らかい好好爺でした︒

さんはいなかったので奥さんと二人だけのつましい生活を送って

営住宅でした︒めぼしい持ち物といえば原付バイクだけで︑お子

た︒しかし驚いたことに︑彼の住む住居は二間しかない小さな市

三七

この歌はその歌詞を読む限り︑中部ジャワを流れる大河ソロ

ていましたから覚えていらっしゃる方も多いと思います︒藤山一
この歌は日本の歌だと思っている人が多いのですが︑実は︑一人

ソロ市の甥の家に住んでいた二〇一〇年でした︒

邸に住んでいるに違いないと思い︑恐る恐る彼の家を探しまし

に有名な歌を作った人なのだからグサンさんはざぞかし立派な豪

D
V
D

るのです︒

C
D

郎や渡辺はまこが歌い︑昭和三〇年代には小林旭が歌ったために
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川となって流れ︑海となって流れる︑大気︑大地︑大海を︑つま

れば︑水は水蒸気になって蒸発し︑雨となって山に降りそそぎ︑

す︒解放そのものです︒環流し循環します︒もっとも︑大きく見

のです︒確かに︑海の水は世界中どこまでも自由に流れて行きま

︵インドネシア語でムルデカ︵ merdeka
︶といいます︶と読んだ

ですが︑その蛇行に﹁圧政﹂を読み︑大海にそそぐのを﹁解放﹂

ャワにかけて蛇行に蛇行をかさねて最後にジャワ海にそそぐ大河

びかけた歌なのです︒ブンガワン・ソロは中部ジャワから東部ジ

とそれに虐げられている同胞に向かって希望を失わないように呼

テープで語っていることを私は知っていました︒オランダの圧政

なりません︒しかしその裏にある隠された思いを一本のカセット

います︒
﹁洪水になる河﹂という意味です︶を歌った叙景詩に他

ょう︒反対に︑公正と真実があれば︑かならず車輪の上に上がれ

たない限り︑どんな人でも国でも︑いつかは車輪の下に行くでし

ランダのことを意味していました︒そして彼は﹁公正と真実をも

したのは一九四〇年でした︒
﹁かつて栄光をきわめた者﹂とはオ

たオランダがナチスドイツの侵攻を受け︑イギリスに政府を移

きっと来ることを﹂というものです︒インドネシアを支配してい

う日がいつかきっと来ることを世界の車輪は待っている︒いつか

る︒その運命の行く末を一体誰が知るだろう︒世界をまことの覆

どこにあろう︒かつて栄光をきわめた者も今じゃ苦境にさらされ

えていうならば道をころがる車輪といおう︒ああ変らぬものなど

く表現されています︒歌詞は次のようなものです︒
﹁世界をたと

じ頃の一九三九年に作曲した﹁世界は車輪﹂という歌に︑より強

しかし循環思想は﹁ブンガワン・ソロ﹂を作詞作曲したと同

三八

り地球上を駆け巡る︑どこにも恵みをもたらす掛けがえのない大

るはずです︒この歌はそれをいっているのです︒人間の運命は輪

ています︒

切なものです︒グサンさんがそこまで意識していたかどうか︑は

廻転生です﹂
︒と説明してくれました︒彼は輪廻転生を意味する

川︵ジャワ語ではこの河だけが特別に﹁ブンガワン﹂と呼ばれて

判りませんが︑この大循環を彼はこの歌のなかで表現したので

manggiling

ということばを使いました︒ cakra
cakramanggilingan

ジャワ語

︵チャクラ︶というのは﹁車輪﹂の意味です︒そして

というのは﹁回転﹂の意味です︒したがって日本でもよく知られ

の﹁世界我が心の旅﹂という

番組で紹介しました︒このことを付記しておきます︒
﹁ブンガワ

た﹁輪廻転生﹂の意味と解釈してよいでしょう︒イスラム教徒で

を一九九七年三月一日に

ン・ソロ —
歌に秘められたメッセージ﹂というタイトルがつい

N
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す︒循環思想を歌ったのでした︒なお︑この歌をめぐる彼の語り
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者のワヤン離れが取りざたされていますが︑それでもワヤンは多

にも通じていたからに他なりません︒最近でこそ︑ジャワでも若

供の頃からワヤン︵影絵劇︶に親しみ︑ヒンドゥー・仏教的観念

味のこのことばを使ったのは︑多くのジャワ人と同じように︑子

め︑今絶頂にあっても謙虚な気持ちになれるでしょう︒零落の憂

しょう︒人はそうした世のならいをよく認識すれば︑心を引き締

るでしょう︒あるいは少し時間を置いて子孫に及ぶこともあるで

まっている現代︑同一人物が生涯のなかでそれを味わうこともあ

栄枯盛衰は世のならいですが︑ますます有為転変の速度が早

す︒

くのジャワ人にはまだなじみがあります︒このワヤンにこの輪廻

き目に会ってもそれが永遠に続くとは思わず︑悲観しない︑そう

ある彼が三界六道をひたすら生きて死ぬことを繰り返すという意

転生思想が盛り込まれているのです︒なお︑三界とは欲界︑色

した生き方ができることでしょう︒

これに似たような言い方をジャワの哲学者キ・アグン・スリョ

界︑無色界のこと︑六道とは地獄道︑餓鬼道︑畜生道︑阿修羅
道︑人間道︑天上道のことです︒人間はそれらを循環するという

ムンタラムが語っています︒彼は

︵喜び
langgeng bungah susah

のです︒なお︑三界と六道については世界最大の仏教遺跡である

と悲しみは永遠︵に繰り返す︶
︶と表現しました︒彼は一九六二

なお︑彼の思想については当センターの紀要で紹介し︑論じて

ジャワのボロブドゥールを扱った拙稿で紹介しました︒詳しくは
不正邪悪を働く限り栄光は去っていく︑正しい行いをしている

おりますので関心をお持ちの方はそちらをお読みください ︵染谷

年に亡くなりましたが︑今でも多くの人々に親しまれています︒

限り恐れることはない︑かならず幸福を手にすることができる︑

二〇〇八︶
︒

そちらをご覧ください ︵染谷二〇一一︑二〇一三︶
︒

ただ人間は弱いものだから不正邪悪を働かないとは限らないとい

もなじみ深い思想ですから﹁ブンガワン・ソロ﹂にせよ︑
﹁世界

枯盛衰を歌った﹁いろはにほへと﹂や平家物語を通じて日本人に

うした思想の持ち主でした︒ちなみに︑このような環流思想は栄

本文化︵広義︶はまだ多くの始原性︑すなわち文明以前の文化

ことで締めたいと思います︒なぜならば︑私見によりますと︑日

ところで︑最後に︑日本人にとって文明とは何なのか︑を問う

日本文化は文明ではない？

う思想を︑私は環流思想と名づけました︒グサンさんはまさにそ

は車輪﹂にせよ︑日本人には判りやすいのではないかと思いま

三九

るべきです︒やはり日本はまだ文明のもつ画然性︑構築性が欠け

四〇

︵広義︶を強く残していると思われるからです︒つまり日本文化

ているとしか思えません︒文明とは人為︑作為のもとに構築され

る言い方を避けます︒このことは︑円や曲線を好み︑直線図形を

は文明と呼べるのか︑という疑問を感じているからです︒ただ︑

確かに︑日本文化︵広義︶には現代世界のなかで生きていく

避ける傾向にも通じます︒円や曲線は自然の形ですが︑直線図形

てきたことを思えば︑この画然性︑構築性のなさは文明以前の文

うえで反省すべき欠点があることも事実で︑それは補っていく必

は人為の産物です︒日本にも京都︑奈良︑札幌︑帯広のように区

この文化︵広義︶が文明以前だとしても︑私はなにも卑下する必

要があります︒その代表例は構築性のなさ︑あるいはけじめのな

画を整然とさせた都市もありますが︑その数はそれほど多くはあ

化︵広義︶を強く持ち続けているとしか言いようがありません︒

さです︒先の戦争は敗戦に終わりました︒この戦争の始め方にせ

りません︒むしろ東京のように自然の地形をそのまま生かした都

要も︑劣等感をもつ必要もないとも言っておきます︒文化に上下

よ︑終わり方にせよ︑構築性もけじめもないのです︒そしてけじ

市作りのほうが多いのではないかと思います︒自然を崇拝する神

日本人は︑いい加減さ︑曖昧さを好みます︒どちらともいえな

めがつけられないままにうやむやにされ︑今に及んでいるので

道の心が日本人の心を作っていますが︑それが都市作りに作用し

はないからです︒残念なことに︑明治の開国以来︑ずっとこの劣

す︒あの戦争は周囲の諸民族︑諸国を犠牲にしてきました︒その

ているようです︒そういう日本人には︑人間と動物を画然と区別

い中間色を好みます︒原色を嫌います︒これに関連して︑ものの

ことをいまだに近隣諸国にきっぱりと告げていません︒確かに︑

するキリスト教のような宗教には馴染めないのも当然です︒すべ

等感に悩まされてきたのが日本でした︒しかし今︑発想の転換が

村山談話や河野談話で意思表示しました︒しかしそれをくつがえ

てを画然と区別しないで︑人間が動物に︑動物が人間に自由に入

言い方も曖昧さを好み︑断言を避けます︒話し相手との関わり︑

すような言動をとる政権が現われるのです︒日本の真意が何なの

れ替わる融通無碍︑自由が日本人が好むところなのでしょう︒整

必要です︒むしろ日本文化は現代文明の問題点を越えたあとに来

か疑念をもたれても不思議ではありません︒ナチスドイツを決然

然とした都市はいずれも外国から輸入した文明の所産でした︒

関係性︑縁を大事にするあまり︑相手との明確な違いを明確にす

と断罪した戦後のドイツ政権のように︑きっぱりとけじめをつけ

るべき文明の基盤になると考えていいのです︒
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たいと思います︒それどころか︑ヨーロッパにもその奥深くに息

カ・オセアニアに通じるものでもあることをここで確認しておき

はインドネシアに限らず︑広くアジア・アフリカ・ラテンアメリ

査してきたジャワの人々の文化︵広義︶も同じです︒しかしそれ

し︑日本語に比べたらずっと少ないんじゃないかなと思います︒

ば︑英語にしても︑オノマトペがないわけじゃありません︒しか

う興味深い番組を放送していました︒もちろん他の言語︑例え

える時や何らかの技術を教える時にもすごく役に立っているとい

先日︑
﹁クローズアップ現代﹂で︑オノマトペがスポーツを教

親和的な言語です︒

づいていることを確認しておきたいと思います︒現代文明の限界

オノマトペを多用する日本の言語文化が︑自然が発する音︑た

こうした特性はなにも日本人に限りません︒私が住み続け︑調

が見え始めた今︑そうした文化︵広義︶の再生に期待していま

とえば川のせせらぎを良いと感じる感性にもつながります︒日本

日本語文化に見る感性と自然性

しを聞いたことがあります︒自然の音は雑音なんですか︒われわ

です︒しかし西洋の人からは﹁あれは雑音でしかない﹂という話

す︒

私は日本語そのものにも文明以前の姿を見ます︒日本文化は︑

れにとっては雑音じゃないんです︒庭に作った池に小さな滝を作

人はあれを心地よく聞くんですね︒自然の動きに音楽を感じるの

自然主義的な文化です︒自然の動き︑自然の流れ︑これをよしと

り︑水が水面に落ちる音を楽しむ人がたくさんいます︒まるで音

欧米語は︑私たちから見れば︑性︵ジェンダー︶だとか︑時制

する文化だということです︒日本語は基本的に︑あるいは本質的

語には擬声語︑擬態語が六八七個あるとのことです︵五味︶
︒
﹁カ

だとか︑人称変化だとか︑単複の区別だとか︑語順など︑やたら

楽のように聞くのです︒それは人間︵作曲家︶が規則に従って作

ーカー﹂
︑
﹁ちゅんちゅん﹂などの鳥の声や﹁ぶくぶく﹂
︑
﹁ほかほ

と規則︵文法︶がやかましいですね︒その点︑日本語は厳しい文

に︑感性的な言語です︒それは擬声語や擬態語︵オノマトペ︶が

か﹂などの自然の動き︑あるいは﹁おずおず﹂とか﹁すらすら﹂

法に捉われない自由さが持ち味です︒主語はなくてもよいのが日

った人工的な西洋音楽とは対照的です︒

など人間の動きをそのまま具体的に音声で表現した︑擬声語や擬

本語ですね︒私たちから見れば︑
﹁何で主語がなきゃいけないの﹂

豊富なところにうかがうことができます︒五味によれば︑日本

態語はまさに感性的言語の面目躍如といえます︒日本語は自然に

四一

です︒そもそも﹁主語﹂などという考え方がないんですよ︒述語

って思いますね︒日本語は︑必要なければ主語がなくてもいいん

ね︒しかし︑そこから必然的に︑論理的で客観的表現ができる言

文脈に依存しない言語とならざるを得ないのです︒不自由です

かく説明しなきゃならなくなります︒ロウ・コンテクストつまり

四二

だけでいいんです︒それを言ったのは三上章でした︒これは卓見

語になります︒それは日本語が苦手とするところでした︒
は

で自動詞はその否定的である
transitive verb

intransitive verb

英語などの欧米語では他動詞が主で︑自動詞は従です︒他動詞

だったなと思います︒英語やフランス語やドイツ語などヨーロッ
パの言語とは根本的に違うのだということですね︒特に英語は主
語がないと文章が成り立たないのです︒だから︑無理してでも主

ですね︒だから﹁形式主語﹂とか﹁仮主語﹂などといいます︒実

とは何なのですか︒この単語には意味はない
there

出てきます︒欧米語では

合︑他動詞のほうが主ですから辞書でもまず他動詞の意味が先に

ができます︒他動詞と自動詞の両方の意味をもっている動詞の場

がついているところにそれを見ること
in

質的な意味はないにもかかわらず︑立てなければならないのが英

ることにお気づきでしょう︒新幹線の︑
﹁次の停車駅は○○︵駅︶

といい︑否定を表わす

語の悲しさです︒日本語だったら﹁本︑机の上にあるよ﹂でい

です﹂というアナウンスを英語では︵私が常々気になっているの

語を立てるわけです︒例えば

い︒
﹁形式主語﹂など要らないのです︒それでいいじゃないです

ですが︶ we will make a brief stop at ...
という表現を使います︒

とい
“There is a book on the desk”

か︒私たちが中学で英語を学び始めた時に︑苦労したことの一つ

なぜ︑ make
を使うのかという疑問ですね︒
﹁止める﹂という作

欧米語というのは︑主語を立てれば︑どうしても︑それが﹁ど

はありません︒この事実は日本語が自然に親和的であることと関

日本語は対照的ですね︒日本語は自動詞が主であり︑他動詞で

う文章︒あの

ですよね︒なぜ意味のない主語がなければならないんだという疑

為性を強調するのはなぜなのでしょうか︑という疑問です︒

うなんだ﹂とか︑
﹁どうした﹂などと様態を示す述語が必要にな

係しています︒日本語は﹁する﹂よりも﹁なる﹂を使うほうが素

などが多用され
make, take, have, get

問ですね︒

ります︒だから主語・述語がセットにならざるを得ません︒しか

直に聞こえます︒

にせよ︑私鉄にせよ︑車掌は﹁ドアが閉

も述語は必ず動詞でなければなりません︒しかも︑自動詞よりも
他動詞が主です︒ですから目的語が必要になります︒必然的に細

まります﹂と自動詞を使ってアナウンスするのが一般的です︒ま

J
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の車掌です︒だんだん変わってきているんですね︒

と他動詞を使う車掌がいることに気づきました︒例として京王線

て自然に聞こえるからでしょう︒ただ︑最近︑
﹁ドアを閉めます﹂

を使って当然ですが︑自動詞を使うのはそのほうが日本語とし

掌が安全を確認したうえで﹁閉める﹂のです︒論理的には他動詞

せんが︑ドアは自然に閉まるものではありません︒あくまでも車

るで自然現象のような語り方ですね︒しかし︑言うまでもありま

目下であれば﹁これ︑もらうよ﹂のように﹁もらう﹂ですが︑相

とか﹁差し上げる﹂となります︒
﹁受け取る﹂にしても︑相手が

すが︑相手が目上ならばこの動詞は︑絶対使えません︒
﹁上げる﹂

り目下であれば﹁これ︑やるよ﹂のように﹁やる﹂でいいので

ん︒相手にものを﹁与える﹂という動詞にしても相手が自分よ

い分けなければなりません︒しかしそれは敬語だけではありませ

敬語のある日本語では自分と相手の上下関係や親疎関係で使

頼する﹂にしても︑相手が目下であれば﹁それ︑取ってくれよ﹂

手が目上ですと﹁いただく﹂とか﹁頂戴する﹂となります︒
﹁依
上下関係抜きの日本語はありえない

のように﹁くれる﹂ですが︑目上ですと﹁下さい﹂となります︒

この﹁下さい﹂が実によく使われていてほとんど気にも留めない

日本語は相手が誰であるかが決まらなければ発話ができない︑
相対︵あいたい︶性を特徴としています︒相手あっての言語とい

でしょうが︑この語には上下的感覚が付随しています︒英語の
とは違うのです︒
please

えます︒そこに親しみや尊敬の気持ち︑あるいは逆に侮蔑や憎し
みなどの感性︵気持ち︶が豊かに盛り込まれて当然です︒敬語に

英語の

手に任せるという意味になります︒これは﹁イスラム﹂の意味︑

す﹂ということばによく表れています︒文字通りにはすべてを相

本語文化の特徴は日常的に頻繁に使われる﹁よろしくお願いしま

に日本語に必然的についてくる現象ですね︒対者に中心を置く日

て日本語ではこの上下的関係がつきまといます︒もちろん

て話者と話し相手の上下的関係は問題になりません︒それに対し

問題になりません︒英語にとって重要なのは行動そのものであっ

く違います︒英語では形式ばった表現はありますが︑上下関係は

相手との関係にこだわりなく使えますが︑日本語はそれとは大き

などは︑目上だとか目下だとか︑
give, get, take, ask

それを見ることができます︒最近よく聞く﹁おもてなし﹂はまさ

すなわち︑すべてをアラーに任せるという﹁絶対依嘱﹂に似てい

に対応する日本語として﹁与える﹂があります︒ get
や

に
take

give

ます︒任せる相手は違いますが︒

四三
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日本語は上下関係が含意されません︒中立的です︒ですから︑書

としては﹁依頼する﹂などという日本語もあります︒このような

対応する語としては﹁受け取る﹂や﹁得る﹂
︑ ask
に対応する語

ない﹂という屈辱感あるいは無念の思いがこもっているのではな

す︒
﹁負うた子に教えられ﹂という言い方に﹁本来あってはなら

という動詞そのものにすでに対等性がないのではないかと思いま

ころですが︑そういうことばがないのです︒そもそも︑
﹁教える﹂

四四

き言葉として使うことはあっても︑日常会話では使いません︵使

日本語は上下関係に敏感です︒ですから敬語がエスカ㆑ートし

いでしょうか︒

人に対して﹁これをお与えします﹂などという言い方はまず聞

ても当然でしょう︒たとえば﹁～させていただく﹂という表現︒

えません︶
︒目下の者に対して﹁これ︑与えるよ﹂とか︑目上の
かれないはずです︒もっぱら﹁やる﹂と﹁上げる﹂
︑
﹁もらう﹂と

使役動詞﹁～させる﹂と謙譲語﹁いただく﹂の抱き合わせた﹁二

りにも高圧的でぞんざいな言い方と感じて︑使うことに抵抗があ

は﹁教えてあげる﹂を使うのです︒それは﹁教えてやる﹂があま

の関係からすれば﹁教えてやる﹂でいいはずです︒しかし実際に

が︑それでは親子の関係が逆転していることになります︒親と子

す︒例えば子供に向かって﹁教えてあげる﹂という母親がいます

す︒それがどこまで意識されているのかについては疑問がありま

す︒それは対等関係を成立させない言語ということを意味しま

語はかなり徹底して上下関係がつきまとっている言語のようで

て拡張し︑いろいろな場面で使われていることが判ります︒日本

げる﹂
﹁教えてやる﹂
﹁書いてやる﹂のように他の動詞と結びつい

戦国という歴史的事実が大きく作用していることはいうまでもあ

﹁アメリカ従属外交﹂は︑戦勝国と︑無条件降伏を受け入れた敗

しば指摘される︑戦後の日本人の﹁アメリカ追随外交﹂ないし

でこそ成りたつのであって︑異文化間では期待できません︒しば

美徳かもしれませんが︑それは同じ文化を共有している人間同士

は横柄に対応しがちです︒ともに謙遜し合うというのは日本では

ないでしょうか︒人間というものは卑屈に振る舞う相手に対して

らせる態度は欧米語を話す外国人には卑屈に見えてしまうのでは

もしれません︒しかし︑こうした敬語に密着している︑自らを謙

することはできるでしょう︒その限りでは気にする必要はないか

もちろんこのような﹁過剰敬語﹂を使うことで人間関係を円滑に

重敬語﹂とも呼べる敬語は過剰ではないかと私は思っています︒

るからかもしれません︒だとすれば対等な言い方を選びたいと

この﹁上げる﹂
﹁やる﹂はたとえば﹁教えてあげる﹂
﹁書いてあ

﹁いただく﹂
︑
﹁くれ﹂と﹁下さい﹂なのです︒
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になっていることも大きく作用していると思われます︒

りませんが︑ことさらに卑屈に見える﹁過剰敬語﹂的態度が習性

ます﹂といったときには﹁自己主張﹂的になります︒反対に﹁私

心があり︑内向的で﹁後退的﹂です︒ですから︑
﹁私は︙と考え

極的︑能動的に自己を表現することを奨励する文化の持ち主との

れは同じ文化を共有している同士であれば問題ないとしても︑積

が表れています︒謙遜はよくいえば相手を立てる態度ですが︑そ

主張﹂がネガティブな意味合いで理解されていることによくそれ

から︑あるいは︑断言するほどの自信がないからでしょう︒それ

民が﹁思う﹂を多用するのは︑多分︑自己主張性を押さえている

すが︑多くは﹁思う﹂を使っています︒インタビューを受けた市

あるいは国会で議員たちがどちらを使うか︑注意して聞いていま

のニュースなどでインタビューを受けた人々がどちらを使うか︑

は︙と思う﹂というと﹁自己主張﹂性は弱まります︒私はテ㆑ビ

間となると誤解が生じます︒
﹁この日本人は何も考えることがで

はそれでさほど問題はないのですが︑議員の質問で﹁思う﹂を多

謙遜の精神は自己主張を避けさせます︒日本ではこの﹁自己

きない愚かな人ではないか﹂とさえ思われてしまうかもしれませ

いようです︒他方︑
﹁考える﹂だけを使う大臣もいました︒恐ら

用するとインパクトが弱くなるということに議員は気づいていな

謙遜の精神は﹁考える﹂よりも﹁思う﹂ということばを多用

く彼は﹁思う﹂と﹁考える﹂の違いに気づいたのでしょう︒確か

ん︒
するところにもうかがえます︒この二つの似たような動詞のうち

に︑彼には主張がしっかりしているという印象を与えたように思

謙遜の精神から生まれる卑屈さは﹁先進国﹂の人々に対してで

日本人は﹁思う﹂のほうを多用しているのではないかと私は思っ

言い表わしました︒彼は︑
﹁考える﹂は﹁あれかこれかという比

あって︑逆に﹁途上国﹂の人に対しては︑横柄さに逆転します︒

います︒私はこの﹁考える﹂という積極的人為こそが文明の基礎

較の観念︑あるいは組み立て︑構成の気持が含まれている﹂と

私はかつてジャカルタの日本大使館に勤務したことがあります

ています︒この二つの動詞は意味がオーバーラップしますが︑よ

し︑
﹁思う﹂は﹁胸の中の一つのイメージをじっと大切にしてい

が︑インドネシアの人々に対する大使館員にそれを見ました︒一

だと考えています︒そこに強い人為性があるからです︒

ること﹂といいました ︵大野：八︶
︒このように︑
﹁考える﹂は表

言でいえば︑横柄でした︒優越感に満ち溢れていました︒もちろ

く検討すると違うことが判ります︒大野晋がこの違いを見事に

出的︑工作的で︑前進的です︒それに対して﹁思う﹂は内心に重

四五
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もそれを助長したでしょうし︑更に強めたともいえるのではない

おかしくないのですが︑謙譲語の世界に生きてきた日本人の態度

で連合国の支配下に完全に組み込まれたのだから卑屈になっても

敗戦国であった日本が昭和二〇年九月二日に結んだ﹁降伏文書﹂

随路線﹂で行くか︑の戦いだったといっています ︵孫崎：六～︶
︒

在するアメリカからの圧力に対して﹁自主路線﹂を貫くか︑
﹁追

わたって外交官を務めてきた孫崎は︑戦後日本の外交は絶えず存

わけ大企業の社員︶にも共通して見られる態度でした︒四〇年に

んそういう態度は大使館員に限りません︒日系企業の社員︵とり

神をもつユダヤ教︑キリスト教︑イスラムなどユダヤ系の宗教に

主義的な日本語を使う日本人が神道に親しみを感じ︑能動的な主

自然観の宗教である道教や神道と親和的です︒自然主義的で感性

要としません︒それはすべてが自然発生的に存在するかのような

す︒他方︑そうした関係を必ずしも要しない自動詞は目的語を必

係であり︑それは主従関係といってもいいような関係になりま

高じて征服するなどというところまで行くともう支配被支配の関

ありません︒ただ︑働きかける︑手を加える︑管理する︑さらに

の間にも再現されました︒もちろん自然は人間が創れるものでは

でいます︒創る存在と創られる存在という主従関係は人間と自然

四六

かと思います︒

このような作為をもった超越神を考えると︑欧米語が超越神

違和感を持ったとしても不思議ではありません︒

さが見えました︒それはオランダ植民地時代からの習性のようで

的視点の発想を持っていることが理解できます︒日本のある大学

残念なことに︑日本人に対するインドネシアの人々にも卑屈
す︒いつになったら対等につきあえる時代が来るのかと思ったも

で教鞭をとっているアメリカ人の友人が研究のためにロンドンに

と見
you

とあり
you find yourself in London, it’s nice to meet over there

向かう直前︑次のようなメールを送ってきました︒それには︑ if

のでした︒
他動詞文化と自動詞文化

は見る主体である
you
られる客体である

ました︒この文章の主語である

します︒働きかけるという能動性︑作るという作為性は超越する

工衛星から見るように︑自分自身を見るのです︒対象を突き離し

何かに働きかける他動詞︑この動詞は主語も目的語も必要と
神が被造物を﹁作る﹂という発想に関係するように思います︒神

て見るそのような見方︑こうした見方を森田は﹁高みから下界

に分けられます︒そして主体はまるで人
you

は自らの姿に似せて人間を﹁創った﹂というユダヤの宗教が絡ん

はさらに超越神が下界を見下ろす意味合いを込めて﹁神の視点﹂

を一気に見下ろす鳥類型﹂︵森田：一七四︶と呼びましたが︑金谷

﹁神の視点﹂をもつのであれば︑全体を見渡せるはずで︑主語

に置くことでさらに﹁客観﹂が強まるのではないかと思います︒

適宜変えていくことの許される恣意性の高い︙︙爬虫類型﹂︵森

は︑森田によりますと﹁蛇のように前へ進みながら進行方向を

す︒なぜ主語中心の発想に傾いてしまったのか︑この問題につい

ば︑主従関係ではなく︑自他を対等に見る関係が生まれたはずで

もし主語だけでなく目的語も同等な比重をもって見られるなら

に傾くとは限らないはずですが︑そうならないのは不思議です︒

と呼びました ︵金谷：三一～︶
︒いわゆる﹁神の全能の目﹂
︵ Eye of とともに目的語にも目配りでき︑必ずしも主語を中心にする発想

田：一七四～︶で︑金谷によりますと︑
﹁虫の視点﹂の言語 ︵金谷：

てはここではこれ以上掘り下げず︑いずれ別稿で論じたいと思っ

︶に象徴されている視点です︒それに対して日本語
Providence

三一～︶となります︒
﹁鳥類型﹂ないし﹁神の視点﹂と︑
﹁爬虫類

﹁虫の視点﹂の言語文化では︑状況そのものの中にいるのです

ています︒

から周囲の状況に対する感性は高くなりますが︑それは現代文明

型﹂ないし﹁虫の視点﹂の違いは︑たとえばどこか道に迷ったと
ということばと︑
﹁ここはどこ？﹂という
where am I?

きに呟く

ことばに端的に表れます︒前者では︑どこか高いところから自分

日本文化が作為性から遠いのは容易に理解できます︒自然の成

の眼ではありません︒しかし来るべき未来の文明はそうした感性

っているからです︒自分は見慣れない風景を目の当たりにして当

り行きに沿う生き方では︑自分で働きかける︑開拓する︑開発す

が︵道に迷っている︶自分自身を見ているのに対して後者では︑

惑するだけです︒このように︑前者では自分を突き離して自分を

るという発想は出てこないのです︒他動詞に不自然さを感じるの

の高い見方が重視されなければならないと思います︒現代文明に

見る客観的な眼を持てます︒こう考えると︑
﹁客観﹂というのは

も当然でしょう︒こうした日本語の特徴は欧米の文明に接した明

︵迷っている︶自分の目から見ています︒後者にあっては︑自分

高みから見下ろす垂直線的目線ではないかと思うのです︒日本人

治時代から欠陥と認識されたようです︒明治の初め︑時の文部大

欠けているからです︒

は﹁客観﹂というのを水平的目線で考えているのではないでしょ

臣・森有礼が日本語を廃止して英語に置き換えようとしたと言わ

四七

うか︒それでも﹁客観﹂となるのかもしれませんが︑自身を高み

を見ることはできません︒話者自身と迷っている自身が一体にな
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れていますが︑恐らく作為性のない日本語に気づいたからでしょ

は猫である﹂なんて言い方は︑明治になって定着してきたんじゃ

にあったというふうに聞いておりますけれども︑それこそ﹁吾輩

四八

う︒結局︑今に至るまで彼の提言は実現しませんでした︒

ないかと思います︒

という言い方︑あるいは︵例えば﹁どこ行くの？﹂に対する﹁新

よね︒
﹁です・ます﹂ですね︒あるいは︑ぶっきらぼうな﹁～だ﹂

る﹂という言い方︒日常会話では﹁～である﹂なんて言いません

ます︒開国して新しい表現が開発されたのです︒例えば︑
﹁であ

もわかります︒このような日本語は開国以前にはなかったと思い

のです︒それらの文が日常会話の日本語と異質であることは誰で

どに主語ははっきり明示されていますし︑述語も明示されている

できます︒これらの文章はほとんどそのまま英語に直訳できるほ

た︒新聞記事の文章や学術論文の日本語にそれをうかがうことが

しかし︑日本語の欠陥を補う努力は営々と続けられてきまし

たざるを得ません︒私たちはこのことを十分に心に刻んでおかな

った今も変っていないことです︒これからの日本に憂慮の念をも

た感性主義︱ 気分主義といってもいいですが︱ は戦後七〇年経

て﹁考える﹂ことができなかったのです︒残念なことに︑そうし

考えるにつけ︑悔やんでも悔やみきれません︒
﹁思い﹂が先走っ

け︑あの大戦争を引き起こした大罪が自然主義的文化の結果だと

崎：二〇～二五︶
︒今もなお多くの禍根を残しているのを見るにつ

て敗戦を迎えるに至った歴史を思うにつけ︑痛恨の極みです ︵孫

ま︑単に願望と甘い見通しだけで太平洋戦争を引き起こし︑やが

ん︒その感性だけで旧日本軍の軍部が綿密な戦略も立てないま

日本語の基底が感性を豊かに湛えていることに変わりはありませ

そうした努力もあって文明化は進んだと思います︒とはいえ︑

宿﹂と答えるだけの︶簡単に指示する単語だけの言い方︑どれ

ければなりません︒

新しい日本語・論理的日本語

かです︒
﹁である﹂という言い方で︑日常会話で話しできますか︒
何か変な感じです︒論文調の言語になっちゃうんです︒だけど︑
かにして日本語で客観的表現として表現できるか︑そのために作

て文明を築いてきました︒現代文明でその極に達した感がありま

人類はますます理性を発達させ︑技術を発達させ︑それによっ

自然に親和的な日本語が来たるべき文明の基盤となる

り出したのではないかと思っています︒一説では︑室町時代に既

﹁である﹂というのは多分︑私の推測ですけど︑英語の表現をい
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すます技術が発達していますから当然です︒これまで技術の発達

ます激化し︑地球への負荷に限界が見えてきているからです︒ま

す︒といいますのも︑資源の枯渇︑環境破壊︑温暖化などがます

明は矛盾の塊りなのです︒

のが﹁先進国﹂の産業なのです︒ここにも矛盾が見られます︒文

き立て︑市場が拡大し︑商品がたくさん売れることを願っている

器ともなります︒食料問題にしても︑もし世界の七〇億人がアメ

文明には光と影があります︒人間にとって利器ともなれば凶

とです︒一例を挙げるならば︑ジャワ語文化です︒ジャワ語はイ

ジアの文化は日本の文化と同じく自然に親和的な文化だというこ

根底に置いた文明となるでしょう︒ここで付け加えておけば︑ア

とはいえ︑もはや地球の負荷をこれ以上に大きくすることはで

リカ人並みの生活をするとしたら地球が五個も六個も必要といわ

ンドネシアの主要民族であるジャワ人が日常的に使っている言語

とそれがもたらす恵みを人類は肯定的に受け止め︑享受してきま

れています︒しかし中国をはじめいわゆる新興国が目指している

です︒その数は一億人を越えますので日本語を使う人の数とあま

きなくなっています︒人類は新たな文明の構築を余儀なくされて

のはまさにアメリカ人のような生活です︒インドにして然り︑ブ

り変わりません︒そのジャワ語はきわめてオノマトペが豊富なこ

した︒しかし今︑それが大きな問題を随伴していることに気づき

ラジルにして然り︑インドネシアにして然りです︒もちろん彼ら

と︑敬語が発達していること︑
﹁～なる﹂というような表現がよ

います︒新たな文明は自然に親和的な文明でなければならないこ

のそうした要望に対して私たちは﹁待った﹂を掛ける権利はあり

く使われ︑自動詞が他動詞よりも普通に使われるなど日本語に似

始めました︒東日本大震災で水素爆発を起こした福島第一原発事

ません︒食料問題だけでなく︑資源問題︑環境問題などが日ごと

ています︒敬語の発達に優雅さ︵ジャワ語でアルース︵ alus
︶と

とは誰の目にも明らかです︒そうした新しい文明は日本の文化を

に深刻さを増している現状から﹁待った﹂を掛けたいところです

いいます︶を大事にする感性的価値観を見ます︒民族数が三五〇

故に私たちはそれをはっきり見ました︒

というのが私たちの真意でも

あることを知らなくてはならないでしょう︒彼らの発展を望んで

り︑コミュニケーションは難しくなりますので︑インドネシアは

もあるために同じインドネシア人でも民族が異なれば言語も異な

が︑実は︑
﹁待った﹂ではなく

いるのです︒なぜならば厖大な数の人々がますます欲望を膨らま

全国民がすべて使える国語︑公用語︑共通語であるインドネシア

四九

せ︑モノを買うことを歓迎しているのですから︒彼らの需要を掻

O
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五〇

うような語順を基本にしているとか︑後ろから形容するという語

巧みに他動詞的に変換させることができるとか︑主語＋述語とい

自然に親和的な言語といえます︒ただ︑面白いことに︑自動詞を

になる﹂という表現もよく使います︒そうしたインドネシア語も

一﹂
︵インドネシア語では

アは多様性の国です︒この国のモットーは﹁多様性のなかの統

シアと関わって四〇年になります︒ご存知の通り︑インドネシ

化から成る文明を参考にするとよいかと思います︒私はインドネ

その点で︑アメリカ︑中国︑インド︑インドネシアなど多文

それは︑単一性を強調する日本人にとっては︑なかなか理解しに

順︑それに関連して関係代名詞や関係副詞に似た言い方があるな

す︒このモットーが示すように︑インドネシアの人々が信じる宗

語を制定し︑その普及に努めてきました︒共通語ですからややこ

ど英語のような性格もあわせもち幅が広いのが特徴です︒この言

教はイスラム︑カトリック︑プロテスタント︑ヒンドゥー教︑仏

くいのではないかと思います︒

語は人工性の高い言語ですから当然かもしれません︒彼らが英語

教︑儒教︑土着の宗教など多様です︒また︑民族も文化も言語も

しい敬語はほとんどありませんが︑オノマトペはあります︒
﹁～

に慣れやすいのもこんなところに原因があるのではないかと思い

多様です︒建国して七〇年近くというこの若い国がこれほどの多

うした文化は︑西洋起源の文明に覆われ︑支配されているために

と協力して新しい文明を確立できるのではないかと思います︒そ

私は日本語とそれに付随した文化がこうしたアジアの言語文化

は散々聞かされてきました︒しかし分裂することはありませんで

いは文化間の対立は頻繁に起こりました︒他民族を悪く言う語り

います︒確かに︑この七〇年︑宗教上の対立や民族間の対立ある

様性を一つの国家にまとめ上げ得たのは奇跡といってもよいと思

といいます︶で
bhinneka tunggal ika

ます︒

その価値がしばしばないがしろにされていますが︑これからの文

した︒国家的統一は達成され︑ますます強固になっていると思い

に異文化に接し外国語に馴染みやすいといった特性をもっている

多様性のなかに生きることで︑インドネシアの人々は日常的

だん進んでいるところに見られます︒

ます︒対立を乗り越えた民族融和の一例は異民族間の結婚がだん

明構築の土台となることは確実と信じています︒
文明と多様性

もう一点︑文明という観点から見た日本文化の弱点を挙げてお
きます︒文明のもつひとつの特徴は多様性にあると思いますが︑

文化の起源・文明の起源

日本人の多くにとって英語は相変わらず遠い言語であり続けるこ

それにアメリカの出版物は即時に日本語訳が出るくらいですから

せん︒日本のテ㆑ビではオバマ大統領も日本語で話しています︒

が︑それが逆に欠点になっていることにも気づかなければなりま

す︒確かに︑標準語が全国どこでも通用するのは大きな利点です

ように思います︒その点で日本人にはハンディキャップがありま

なりました︒

し︑今や地球全体の問題となっていることは誰の目にも明らかに

的過程をますます激化させています︒そこに大きな問題が発生

は大きな違いです︒今日︑世界化した現代文明はその動態性︑動

包します︒そのために動態性を特徴とします︒静的な文明以前と

生成過程にあります︒文明は多大なエネルギーを要する格差を内

文明はその後︑世界のあちこちに発生し︑世界化した今もなお

自然を支配するどころか︑破壊し続けてきた現代文明に限界が

とになります︒英語だけではなく︑どの外国語も遠い言語であり
続けることでしょう︒日本人が日常的に異質な文化に接する時代

見えてきた今日︑自然の流れに沿う文明を構築する方向へと向か

れに沿うような︑自然を大事にする文化に注目し︑これを活用す

は来るのでしょうか︒
結論

ることが︑これからの人類にとって必要なんじゃないかと思いま

わねばならないと私は考えます︒日本やアジアにある︑自然の流
動 物 に も 見 ら れ る 萌 芽 的 文 化 で は な く︑ 全 体 と し て の 文 化

す︒その点で︑インドネシア語文化︑ジャワ語文化と手を取り合

ーロッパのものだと思っていますから︑なかなか理解してもらえ

の発生に﹁文化の起源﹂を見ました︒ボノボの生態に照らすと

他方︑
﹁文明の起源﹂を人工的社会の形成すなわち都市の発生

ないのです︒自分たちの過去にボロブドゥールを築いた文明があ

って協力し︑創造していくことを提案します︒インドネシアの人

に見ました︒ただ︑単に技術の面だけでなく︑精神面の発達を

ったことをしっかりと認識していませんし︑今また自分たちが新

二六〇万年前の石器製作者に﹁文化の起源﹂を見ることができま

も考え合わせますと︑大思想・大宗教の発達があった︑今から

しい文明を築き上げつつあることを自覚していません︒私は彼ら

にも︑それを言うんです︒ただ︑彼らも﹁文明﹂というのは︑ヨ

二五〇〇年前に﹁文明の起源﹂を見ることもできるのではないか

に向かってよく足元を見るように呼び掛けています︒

す︒

とも述べました︒

五一

し︑それを全世界に発信していくのです︒そうすることで︑二一

文明の創造を呼び掛けます︒私たち自身がもっている文化を自覚

今︑日本の人たちに︑日本語で︑自然の流れに沿う︑新しい

らないようです︒文明はプロセスですから︑人々の心が高尚にな

うのはまだまだ昨日のようなもの︑もっと長い目で見なければな

い︑漂っています︒否︑世界中に蔓延しています︒一世紀半とい

れも一種の汚染物質といえないでしょうか︒それが日本中を覆

五二

世紀の今日の文明的危機を乗り越える一つの方向性を出せるんじ

るにはまだまだ長い時間が掛かるようです︒
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