きていただいているクライナー先生の︑

を考えるときに︑長く民博にかかわって

−民博も開館から三〇年経って︑その次

クトを強く受けます︒ショーケースに入

と芸能のところへ行くと︑祭りのインパ

います︒例えば︑﹁日本の文化﹂展示の祭り

ますが︑これでいい︑今でも通用すると思

紹介する必要がある︒

た影響は非常に大きかったから︑これを

パ展示です︒ヨーロッパから日本が受け

後手を入れてもらいたいのは︑ヨーロッ

っていない点が非常に大切だと思う︒今

お考えをお聞かせください︒

文化外交としての博物館機能
わたしは︑梅樟先生の頭のなかで少し
グローバリゼーションを紹介する必要

ずつ民博のかたちができあがってくる誕
生前から民博と親しい関係にあるし︑日
があるという議論もありますが︑日本文
は︑また別の博物館が必要になるでしょ

化のグローバリゼーションを展示するに

うね︒

いパートナーだったし︑先生でもあった︒
そういう関係にあるから︑これからの民
−日本展示の最後に︑特別展﹁多みんぞく

本研究を続けてきた三〇年間︑民博はい

情にも大きな興味をもっているし︑わた

外国人の展示をやるという手もあります︒

しが何か少しでも恩返しできればと思っ
民博の展示について言うと︑展示され
民博は日本にひとつしかない民族学の

二ホン﹂のような企画をもってきて︑在日

ているモノが多すぎるという意見もあり

大事なのは︑博物館をもっていること

ております︒

博物館ですから︑一般の人はもちろん︑政

文明学の二部門の谷口シンポジウムが

用︑助言も出すことができないから︑両

だけれど︑長い日の基礎研究がないと応
方必要ね︒
1歳近は︑短期間で成果を出せという︑悲

ああいう︑今すぐ何か成果を出さなく

走っていた︒
てもいい長い目での共同研究プロジェク

しい風潮があります︒

く︑非常に大切な一面であることを意識

トを民博は続けていってほしい︒二一世

自体が研究所にとって迷惑なものではな

紀の今︑民族とは何かを考える必要があ

でね︑ドイツの大学でも︑日本研究をやる

治家や外交官のシンクタンクの役割を果

政治家にアピールしてね︑民情に来ない
両輪だったのですが︑最近は﹁博物館をも

−かつては博物館と研究センターが車の

る︒例えばバルカン半島に行くと︑共通

たさないといけない︒ですから︑多民族文

とサミットに参加できない︑というくら
っている研究所﹂という言い方をするよ

ケ・ブランリー︵ケ・ブランリー博物館︶に

識している︒新しくできたミュゼ・デユ・

研究とおっしゃって︑日本民族学会・人類

ーガナイザーとして学際的に当時は共同

試みじゃないですか︒渋沢敬三先生もオ

ム以来の︑しかも規模をはるかに超える

治家向けシンクタンクの提案は応用研究

ちろん応用研究も必要で︑さきほどの政

長い時間幅で続けなければならない︒も

学がずっと抱えている基礎研究を民博は

まり︑民族とは何か︑というような民族

基層文化は同じでも工トノスは違う︒つ

場合によっては殺し合うまで戦っている︑

っている︒いい意味の場合もあるけど︑

ドイツではどうされているのでしょう︒

はない存在価値をアピールするために︑

か︑ということですが︑単なる成果主義で

−それに対してどんな対抗手段を講じる

じゃないか︑とかね︒

ると遥かに少ない︑じゃ予算はいらない

ぐ問われる︒ドイツ文学をやる人に比べ

化日本の問題を強く出した特別展などを︑ することです︒

いにする︒民博は自信と使命感をもって

と︑毎年卒業生は何人︑博士は何人︑とす

は元ミュゼ・ドゥ・ロム︵人類博物館︶にあ

学会の連合を進めた︒戦後は︑六学会とか

これは日本だけでなく世界中でも同じ

やらなくちやと思います︒

うになっています︒これは戦略の変化です︒ の文化をもっているけれど激しく競り合

ったモノを展示してある︒フランスは外

九学会連合の共同調査があったけれども︑

−文化をとおした外交︑一種の文化外交

交としてああいう博物館・美術館をもっ

残念ながら時代が変わって︑学会同士の

た機能を果たしていますか？

く新しいひとつのかたちにしなければな

の議論があるけれど︑展示と研究をうま

誕生以来︑民博は博物館か研究機関か

−以前は︑佐々木高明先生が中心で進

生もいたりした︒

でなく︑歴史︑情報科学︑考古学出身の先

にしても︑民族学︑文化人類学の出身だけ

ないとできないんじゃないかな︒研究者

少なくともフランスは︑他の国より意

長期の学際的共同研究を

ているし︑アピールしますよね︒

連合の必要が少なくなり︑海外調査の可

ですね︒ヨーロッパでは博物館がそうし

−今のお話は︑民博は︑ただ民族学の博物

能性も増えたので︑九学会連合は解体・解

らない︒そうすると外国の博物館に対し

めた﹁日本民族文化の源流の比較研究﹂︑

おそらく︑民博はアチック二︑︑ユーゼア

館や研究所というだけではなく︑外交と

散した︒今や︑学際的な研究はこの民博で

ても大きな意味をもってくる︒モノを集

祖父江孝男先生などが推進した﹁現代

大学よりも︑博物館には利点がある︒ド

か国際的な関係のなかでの立場を考える

め︑整理し︑展示するだけでなく︑モノを

日本文化における伝統と変容﹂という

1940年オーストリア・ウィーン生まれ。法政大
学特任教授。ドイツ・ボン大学日本文化研究所所
長などを経て現職。ヨーロッパのみならず世界
における日本研究の泰斗。著書は『日本民族学の
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べきだ︑ということですね︒

生産している文化を研究する︑こんなに

ふたつの特別研究にくわえ︑民族学と

大きな研究部をもっているところは︑外
国にないですよ︒

ヨーゼフ・クライナー

いいサラリーマン

きに行く︒チケットで博物館にも入館で

を一層つことができる︒ きる︒そこで新しい人が育っていくんです︒
教養のあるサラリー

出するときに︑博物館は大学とはもがう

−そういう人たちを引きつける魅力を演

れの文化を反映した日本学は︑ちがうか
たもをとっているはずだ︑というわけで
諸外国でも一冊の本が注目を浴びるこ

すね︒
とがある︑中根千枝先生の﹃﹂apa⊃eSe
SOC致y︵日本社会︶﹄︑そのもとは﹃タテ
社会の人間関係﹄ですが︑ルース・ベネデ
ィクトの﹃菊と刀﹄︑ケンペルの﹃日本誌﹄︑
みな∃1ロッパ中で読まれています︒フ

−クライナー先生は︑ボン大学を定年退

メタ・サイエンス
としての日本学

機能を果たしているんですね︒

マンの家族や子とも
たちは︑博物館︑美術
館が近くにないとい
や︑山の奥には行き
たくない︒文化は経
ですよ︒

済の基盤にもなるん
−アメリカでも最近︑

職後に法政大学の21世紀COEプログラ ルトが︑﹃ラ・アンピール・デ・シー二ユ︵印
ムにかかわっていたそうですが︑どんな
の帝国︶﹄を出してフランスでベストセラ

ランスの日本研究者︑人類学者ロラン・バ

リチャード・フロリ

ーになった︑ところがアメリカでタイト

業がハイテク工場や本社をどこへもって

ありコンサートが聴ける︑文化的な楽し

も︑クリエイティブな人たちは︑美術館が

経済階級の台頭﹄も出ていますが︑そこで

本語訳﹃クリエイティブ資本論−新たな

いう本を書いた︒日

日本のどこにもない研究です︒日本でも

問自体を研究対象とする学問︶ですね︒

学についての研究︑メタ・サイエンス︵学

と︑日本についての研究ではなくて日本

ンターの二番煎じになる︒でもよく見る

れは下手をすると国際日本文化研究セ

うテーマで予算をいただいています︒こ

ち︑基本になっている教養や学問体系を

る︒そこから文化における学問のなりた

のとアメリカでは全然もがうところがあ

−同じ日本研究でも︑ヨーロッパでやる

は全然ちがうからかな︒

教義のある人の文化とアメリカのそれと

法政大学では﹁国際日本学研究﹂とい

研究をされているのでしょうか︒

行くのか︑結局文化が栄えているところに

みができる町に住みたいという︑同じよ

諸外国でも︑日本学という学問はどうい

CreatFe C一ass﹄と

ダが︑﹃↓he Rise Of

もって行く︒例えばフランスではマルセイ

うな分析をしています︒似たようなこと

か土地のこととか経済の要因もあります

いたんですよ︒もちろん︑交通アクセスと

もそこにくる︒テレコムはボンに本社をお

残した︒文化の中心はボンにあって︑企業

てボンには新美術館とか近代史博物館を

中心がベルリンに移ったときに︑土産とし

を呼んで沢山の人を集める︒ふだん博物

工ルトン∴ンヨンなどポップの一流の人

に音楽会を開く︒クラシックだけでなく︑

五月から九月の気候のいい時期に定期的

ボンでも新美術館の前にテントを張って︑

シック音楽会をやる︑それでいいんです︒

博物館でも︑バッハ︑ビバルディなどクラ

博物飴でもイベントを催す︒東京国立

いといけない︒

文学者も経済学者も参加してもらわな

の学問体系全体を考えねばならない︑独

本研究の性格や本質を語るには︑ドイツ

ものではなく︑例えばドイツにおける日

そういうテーマです︒でも︑すぐできる

れぞれの国での日本研究の相違は何か︑

う条件の下で生まれ育ってきたのか︑そ

研究かも知れませんが︑日清戦争のあと

ょう︒﹃親志倭人伝﹄もある意味では日本

における日本研究はまったくちがうでし

ツとフランスにおける日本研究と︑中国

野を広げすぎるとまとまりにくい︒ドイ

いう問題意識があるけども︑あまりに視

館に行かない人が工ルトン∴ンヨンを聞

たくいなかったとも言えないですね︒大

確かに増えていますが︑むかしはまっ

−ドイツ︑フランス︑イギリス︑それぞ

った︒みなトランスナショナルですね︒

ランスで活躍して最後はエール大学に移

ッパとはまたちがうでしょうね︒

法政大学の研究プロジェクトでもそう

が︑文化も非常に大切ですね︒

で出版したら全然売れない︒フランスの

ユよりもパリですし︑ドイツだったら地方

がボンでも言えるのですね︒

ルを英語読みにして﹃﹇ヨPire Of S茸⊃S﹄

博物館でもいい︑文化のあるところです︒

イツでもときとき世論調査をやるが︑大企

ボンが非常に強いのは︑東西統一で政治の

あぶり出せる︒

−従業員とその家族︑あるいは経営者が

に日本が注目されるようになったヨーロ

住みたい町という意味ですか？

−そうですね︒1AWS︵Lapa⊃A⊃thrOPOgy

ンガ︑アニメ︑コマーシャルとかのポッ

の農村研究をする人が少なくなって︑マ

Japa⊃i⊃﹂apa⊃︶なんかを見てると︑日本

本に残った︒ロシアの工リセイエフはフ

留学してきたニコライ・ネフスキーは日

正四︑五年ごろに帝政ロシアから日本に

ゃないが渡りをする研究者が出てきてい

多かったけれど︑ワンダーフォーゲルじ

−むかしはずっと同じところにいる人が

WOrk ShOP︶やAll︵A⊃thrOP〇一〇gy Of

−グローバル化の時代では日本研究はど

プカルチャーを研究する人がものすごく

トランスナショナルな
日本研究者

うなるか︒これまでは︑自分たちの文化ア

増えていると思います︒

たけど︑たいていの学生は黒澤明の映画

す︒わたしは五〇年前に日本研究に入っ

これは︑むしろ歓迎すべきだと思いま

イデンティティを一所懸命さぐろうとし
トのなかで日本文化を考えようという意

た︒しかし今は︑グローバルなコンテクス
識が強くなっていますね︒

ヨーロッパ︑アメリカでは地元の文献学

れは︑日本は近代化しているし︑フジヤマ・

ージをもって日本研究に入った︒われわ

に刺激されて︑サムライ︑ゲイシャのイメ

者が日本研究を始めたけれど︑この人た

ゲイシャとちがうんだ︑と強く反対しま

一九世紀後半︑日本ではお雇い外国人︑

ちは往々にしてマイノリティに属した研

今は学生の半分以上が︑将来はマンガ

したが︒

ユダヤ系︑ドイツでもユダヤ系︑オースト

究者だった︒例えばロシアの日本研究は

学方面には進めなかった︒ところが︑周辺

度教養ある家系の出身でないと医学や法

いう学生は多いです︒

は入り口として良い︒ボン大学にもそう

始める︒その意味ではポップカルチャー

りたい︑聞きたい︑そこで日本語の勉強を

家になりたい︑マンガの翻訳をやりたい

領域の研究で故郷に錦を飾ったのは︑そ

−最近の日本研究を見ていると︑日本研

リアでは周辺のチェコ︑クロアチアの人

ういう背景のない人たちだった︒アメーリ

究者にはトランスナショナルな人が増え

とか︑アニメのドイツ語訳が正しいのか

カではドイツ系移民の人たちがライデン

ているように思います︒クライナー先生

皆が疑問をもっていて︑オリジナルを知

大学で研究しアメリカに日本研究をもっ

の場合も︑もともと伝統的なウィーン学

ですね︒わたしの解釈では︑当時はある程

て行った︒ロシアから亡命してしばらく

たち︑フランスではアルザスの人が多い

パリにいてアメリカに行ったS・工リセ
でも今は研究者としての地位が確立し

ような人が増えてきているように思いま

れてボンに行ったり日本に来たり︒同じ

イエフ等々︑そういう人たちがやっていた︒ 派の民族学を修めた人が︑ウィーンを離
た人たちが日本研究をしている︑そして

女性がたくさん日本研究をしていますね︒ すが︒
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自分の可能性を求めたい︑あるいは︑も

ひとつの現象かな︑若い人も含めて︒

バル化の波に乗って行き来する︒これも

る︒労働者だけでなく︑研究者もグロー

ーンのハイネ＝ゲルデルンという歴史民

ありますが︑教えていただいたのはウィ

ネイ︑ボルネオ︑サラワクに入ったことが

わたしも︑稲作研究でフィリピン︑ブル

が結局行き詰まったのは︑その点ですよ

うれしくなってね︒日本のフォークロア

論文を引用したブロンズ板が貼ってある︑

の展望台に行くとハイネ＝ゲルデルンの

畑の棚田は今世界遺産になっていて︑あ

う伝統が今はちょっと薄れてきている︒

点におられたような気がします︒そうい

る︑比較研究という点ではひとつの結節

しシフトしたかたちで日本文化を考え

そこで民博の話に戻りますが︑日本の

族学の大家です︒フィリピン奥地の段々
民族学の一〇〇年の歴史を再評価する必

本民族文化の源流の比

−民博では特別研究﹁日

てるんですね︒

韓国︑朝鮮半島を調査し

稲作を視野に入れたり︑

文も中国︑東南アジア︑

最後は宮田登や坪井洋

です︒岡本太郎は太陽の塔で有名だけど︑

−最近感銘を受けたのは︑赤坂憲杜氏が

ところは民情だけじゃないですか︒

ってくるんじゃないかな︒それをやれる

これからの日本の民族学のあり方がわか

いかんですよ︒その研究をやったうえで︑

治史︑外交史︑植民地も含めてやらなきや

単なる芸術家ではなくて︑パリで一九三〇

書いた﹃岡本太郎の見た日本﹄という本

その評価はどうなんで

年代にマルセル・モースについて民族学
を勉強したし︑彼の親友はジョルジュ・

昭和の初めからを考え

儀式を受けたりしたという体験をもって
日本に帰ってから︑近代主義に汚染され

いる︒

シリーズですよね︒もち

た日本文化でなくて︑底にある日本文化を

−そういう意峠では︑

は出てないですね︒

しい研究プロジェクト

れるけども︑その後は新

海上の道﹄を書いておら

からの日本文化︵上︶新・

に注目する︒生命力にあふれた人びとの生

村境に二本の棒が立っているチャンスン

りタ辛に感動する︒次に朝鮮半島に行き︑

が転がっているところに神が降りてくる

する︒次に沖縄に行って︑ただ木と石ころ

には嬉々とした生命力のあることを発見

これを踏まえたうえで﹃南 知りたくて東北に行き︑縄文の狩猟民文化

ろん︑佐々木高明先生は

てみる総決算のような

非常に高く評価している︒ バタイユで通過儀礼というか秘密結社の

少なくともわたしは

しょうか︒

較研究﹂がありましたが︑

言われ方をしますけども︑ 要がある︒民族学自体だけじゃなくて︑政

ね︒ 国民俗学﹂という

っと勉強したい人たちですね︒むかしの
ドイツのハントヴエルク︵手仕事︶では︑
マイスターになる前に放浪してあちこち
の徒弟になって技術を身につけねばなら
なかったようにね︒

比較研究の歴史を踏まえる
−インテリの移動もそうだけれど︑グロ
ーバル化すると︑日本研究というだけで
はアイデンティティが保てなくて︑中国
研究とか韓国研究︑ひいてはアジアのな
かの日本研究という位置づけを戦略とし
てもたないとやっていけないようなこと
があるんでしょうかね︒
柳田国男先生は﹃民間伝承論﹄のなか
で︑我々のやっている学問は将来︑比較
民族学まで発展する必要があると昭和
一〇年に言っている︒柳田自身はそのス
テップまでもっていけなかったけれど︒
岡正雄先生も︑君たちの日本研究はおか
しいとしょっちゅう怒っておられた︑先
生はアラスカとかよく行っておられた
から︒わたしも努めて周りを視野に入れ
ようと思っていますが︑やはり一人では
できない︑そこで共同研究が必要だと思

しいですね︒

活がそこにあるんだと︒これは民族学者と

なものがない︒梅樺先生の学説がどうい

岡正雄は柳田国男を少

があるのではないかと思う︒例えば中国︑

っています︒

しての岡本太郎を掘り起こした面白い本

サイエンス︑トランスナショナル︑ある
いはトランス・デイシプリナリー︵学際

−メタとトランスの思想が重要で︑メタ・

的︶な取り組みで︑文化人類学者だけで

う影響を与えたのか︑自分で考え直した
ーが必要だったかも知れない︒残念なが

はない研究者たちと一緒に刺激し合う

か︑整理したか︑そういうことのフォロ

自分がどういうものであるか︑それこ

が先頭に立ってこういう企画を進めてほ

ら谷口財団の予算が切れたので︑続かな

体制が不可欠ですね︒このあたりが先生

インド︑ヨーロッパに︑民族学者だけで

そ坪井正五郎あたりが構築してきた研究

かった︒

の今回のお話のポイントですね︒

なくいろいろな分野の人を送って︒民博

の歩んできた道を基礎に︑民博で続けて

ですよ︒

しい︑そこでは若い研究者も育成するん

−日本では比較文明学会があって︑ささ

で︑岡正雄にもつながってくる︒

ほしい︒

やかな企てではありますが︑関西支部を
たちあげて一年ほど前か

フォード大学にニッサン・インスティテ
ュート・オブ∴ンヤパニーズ・スタディー

います︒ローカルな集まり

ら定期的な活動を始めて
ですが︑これをグローバル

には各地にブランチ主︑ユージアムを作
ろうという構想がありましたが︒

ズ︵日産日本研究所︶がある︒民博も初期

−企業はやってますよ︒例えばオックス

皆で一緒に考える
今︑ヨーロッパはひとつになってきて
いる︑議員たちも交流を深めている︒で
も日本の議員の方々は︑ヨーロッパに対

はドイツ大統領と一緒に日本に来たこ

かとまとっていて出遅れている︒わたし

パートナーシップ︑というような︑ネッ

という考えもある︒コラボレーション︑

う少し広げて︑例えば展示会を交換する︑

せんが︑民博がもっている協力体制をも

思っていたんです︒でも︑

ができるのではないかと

民博の学風︑民博スクール

考えています︒

たちにもっていきたいと

化に対応した国際的なか

とがあった︒晩餐会で︑日本の大臣すべ

トワークを作る︑これがグローバル化時

ブランチを作るのは難しいかも知れま

てが︑ケンペル︑シーボルト︑ヘルツ博士

代のひとつのやり方でしょうかね︒

する日本の位置づけをどう言えばいい

を引用する︑日本はドイツから学んだこ

あの文明学シリーズで

とばかりのぺる︒でも近現代に入ってか

られましたね︒あれも海外研究者とのコ

明学部門にも二〇年くらいかかわってこ

梅梓先生もおっしゃって

なかなか難しいことだと︑

あの歴史を引き継ぐのは

ャストインタイム生産方式︵トヨタ自動

ら ド イ ツ は 日 本 か ら ト ヨ タ イ ズ ム と か ジ −クライナー先生は谷口シンポジウム文
車が考え出した︑必要な物を必要な時に

ました︒でも︑もういっぺ

究はすぼらしいけれど︑一

ん努力してみてはどうで

握の砂は指のあいだから

ラボレーションで進めてきたわけですが︑

それぞれの日本語版︑英語版の成果は

こぼれ落ちてしまう︒一致

必要な量だけ生産するという効率的な方

出ていますし︑梅樟先生は最後のまとめ

団結して個々の研究を超

式︶とかたくさん学んできた︑と大統領
今は︑誰が一歩先を歩いているか︑誰

を書いておられますけれども︑フォロー

えたレベルで民博として

しょうか︒民博の個々の研

が後ろにいるか︑他者を見て何を学び取

アップが必要だったかもしれません︒海

ていったらいいのでしょうか︒

ることができるかという時代ではありま

外からも人が来て︑二〇年で二〇〇人近

今後︑ああいう研究をどう継承発展させ

せん︒大変な問題を皆で一緒に考えない

の研究をさらに進めて欲

が強調した︒

といけない時代です︒

く参加したでしょう︑でもOB会みたい

そこで日本は外国に研究所を置く必要
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