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ブラジル地域研究方法論考

産能大学松本幹雄

ここでは、私が携わってきたブラジル研究の過程を振り返ってみて、地域研究

の方法と教育の問題について、研究ノートという形でまとめてみたい。

そのためには、私の研究の個人史を、理解のための土台として説明することが

必要のように思われる。私は学部レベルでは社会学を専攻したのであるが、終戦
」

直1炎の大学や学会での社会学の世界は、それまで隆盛を極めていたドイツやフラ

ンス社会学における対象と方法といった理論研究や学説史等の講義が主であった.

アメリカの社会学の流れを汲んで教える先生はきわめて少数であり、ヨーロッパ

流の理論研究の講義とアメリカ流の実証研究に基づく講義は、著しい対照を見せ

ていたといえる。一方、日本の農村研究が農村社会学として、歴史を考慮に入れ

た独特の実証方法によって、その存在が認められていた。こうした社会学研究の

流れは、当時のフルプライト法等による多埜の人材派遣教育等によって、アメリ

カ化への変化の兆候をも示し始めていた時期でもあった。

このような雰囲気と環境の中で学部の学生であった私は、今から考えると、古

典といわれる名著に接しながら文献のノート作りに時間を費やし、そこで徹底し

た理論化への方法的思考訓練を受けていたのであるが、何かこれのみが社会学の

研究ではないとも感得していたようである。

大学院（旧制）に進み、そこでの研究目的をアメリカ社会学の理論研究におい

ていたのであるが、いつしか社会学の範囲から外れた境界、またはその周辺分野

での研究へと関心が移っていった。

そのきっかけは実態調査との出会いであり、ある学会での研究プロジェクトに

参加した時のことである。新学校制度による義務教育の施行に対し、日本の大都

市の生徒たちの態度や彼らの関心がどのように対応しているかについて、その実

態を数量的に把握しようとするものであった。高名な教育学や教育社会学の研究
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者たちが参加されていたのであるが、この調査への参加を通し、次のことが私の

念頭に残った。一つは、数量的な考察においていえる限界とはどこまでなのか。

次には、教育という問題が独自の現象であり、あたかも独立して存在するかのよ

うに意識の根底で考えていないだろうか。三番目には、もっと全体的な関連の中

で、量的な結果と同時に質的な面について考察すべきではなかったろうか、とい

ったようなことである。一連の研究会の席上で、質的な内容面に関し、ある教授

が情緒的安定の場としての家庭の教育的役割に触れて、「チャプ台文化」といわ

れた言葉が強く印象に残った。

その次は、さる学会で行われた、より高度な統計的処理に基づく調査への参加

である。

この調査は、社会成層の移動に関して、全国的規模で行われた大がかりなもの

であった。私は主に調査表の入力や集計処理に協力したのであるが、ここで統計

学的知識や今日のコンピュータの始まりである高速電算処理機についての知識、

加えてパンチカードの作成等に触れ、その結果の表化や分析をも経験した。この

調査への参加から、社会学の大数的処理における枠組的な理解の仕方は得ること

ができたが、その分析と原因究明に対しては、一つの課題を有しているのではな

いかと思われた。それは、当時行われた分析は現時点的であって、質問紙には世

代間の移動が応えられているものの、本当の原因を探る場合には、一定の年限を

おいて同様な調査の実施が必要なのではないか。そして、その二つの調査を時間

的な軸においた比較の中で、より大きな国や社会の変化を併せて考慮することが

求められているのではないかということであった。

同時に、社会学者がこれらのデータを踏まえて、あまりにもきれいに理鏡的に

述べてしまうことにある驚きを感ずるとともに、歴史とか文化的な側面について

はどのように考えているのかについて疑問を持つに至った。

この頃の大学の研究室では、戦後の日本にとって新しいアメリカ社会学や関連．

分野の理論に関する文献が盛んに読まれていた。特に、第二次世界大戦終了に伴

う世界新秩序の建設（国連を中心とする）の声に呼応するように、人間に対する

新たな社会科学的認識として各専門分野にまたがる総合研究の必要性を述べたも

の、社会学や人類学および心理学にわたる共同研究に対する方法論、そしてウェ

ーバーからパーソンズヘと移るアメリカ社会学の代表的な理論研究等であった。

更に一方では、実証的な研究への新たな模索が試みられていた。この分野では、

アメリカの社会学界において、「噸実の収集」の名の下に、社会学者たちIこよっ
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て主に統計手法を用いた実証的な研究が進められ、多くの業緬が生み出されてい

た。しかし、そこでは数量的なデータが中心に集められており、それらに基づい

て柵成されるべき理論的研究は乏しく、また調査研究の前提となるべき理論の必

要が生じていた。

このように、理論との関連において捉えた新しい実証研究への進め方が、私を

社会と文化の関連についての研究へと方向性を定める作用を果たしたのであった。

こうした学会での調査への参加や研究室での文献による模索の時期に、アメリ

カを中心とする欧米諸国から多くの著名な学者が日本を訪れるようになり、よう

やく学術交流が進められるようになった。そこで、私はアメリカ人の教授から、

文化人類学について集中的な知的訓練を受ける機会に恵まれた。

このような状態で過ごした大学院の初期の頃を思い浮かべてみて最も心に残っ

ているものは、社会学や文化人類学の方法論的知識の修得もさることながら、医

学部の教授より受けた「精神分析学」の講義から得たことである。「理論と臨床

において、他の外科とか内科といった分科では対象がますます細分化され、人体

の部分である局部や局所に求められる中で、その臨床や理論が発達していく。し

かし、精神分析においては人体の全体としての中枢を対象とするために、臨床に

おいては患者のあらゆる部分の精密な診断や検査に基づき、その関連において精

神分析の問題として捉えることが必要である。それと同時に、その患者が活動す

る、またはしていた社会や自然環境との相互的影響の中に考えられていかなけれ

ばならない。これは理論的にも同様である。」と述べられたことであって、全体

と部分の関連、その総合や統合について、私は大きな示唆を受けたのであった。

こうした流れの中で、私のいた大学では、新制度による大学院の研究科として、

それまで各学部に配置されていた社会学および関連科目の教授たちを集めたより

範囲の広い社会学的研究と教育を推し進めることとなった。

こうした新制度の出発にあたって、この研究科を中心とした総合的な実証研究

が実施される運びとなった。この研究計画は、社会学を中心として政治学、法学、

経済学、社会心理学、歴史学（考古学を含む）、工学、公衆衛生学といった各専

門分野を網羅していた。対象としては、人口問題に対する基礎的な調査をねらい

とした、漁村の実証的な調査であった。

この調査の実施に先立って、研究室では多くのコミュニティ調査の文献が読ま

れ、理論的なものとさまざまなモノグラフが加えられた。このことが、社会学と

はいいながら、文化人類学的理解をもその範囲に包括する考えを持たせるに至っ

へ
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た。また一方では、これまでの農村社会学の研究に対して関心が向けられ、特に

歴史との関連が注意を呼んだ。それと同時に、人類学の中で社会人類学と呼ばれ

る分野が、方法的にみた対象、視点、その手法等について非常に近いことが見出

されたのであった。

このような中で、私は初めて「地域研究」という言葉に出会う。それは、その

言葉そのものを表題とした文献、Ｊ・スチュワードの《地域研究》－理論と実

際一（1950年）である。この文献は、多くの研究者たちとの共同によって行わ

れた集約的で総合的なプエルトリコの調査に基づいて考えられたと思われる方法

論の記述であった。そこでは、これまでの人類学的研究が、部族社会や地域とい

った対象を他から孤立した－つの全体として研究することが当然のように考えら

れていたのに対し、高度に複合化された社会もしくは国家に対してどのような接

近方法が考えられるかにつき、基本的に述べられているものであった。たとえば、

国家を個々のサプカルチャーのレベルで捉え、その近代化の過程を綿密に考察す

ると同時に、国家または国民レペルでの制度的研究を押し進め、それらの関迎の

考察を行いつつそれらを広い現代社会の動向に位置づけながら分析を試みる、と

いったそれまでの調査に基づく多くの仮説を提示し、概念的な理論的操作の問題

が書かれていた。また彼の考え方の根本的な姿勢は、終戦後の日本にいち早く伝

わり、地域研究の最初のモデルと一般的にいわれるＲ、ベネディクトによる《菊

と刀》に代表される文化統合の型の検証を目的とするものとは異なり、国民文化

の内容をその質的な分析において検証することに貫かれていた。

やがて調査は実行の段階に入った。ここで私は現地調査を担当させられ、３年

有余にわたって主に対象地の漁村に滞在し、漁民たちと一緒に生活しながら時折

大学へ戻るといった生活が始まった。調査は民族篭学的な参与観察と、各分野か

ら要請される質問紙や公的資料に基づく趾的な調査が併用されて進められた。ま

た各専門分野の先生方の短期的な調査が併行され、この現地での調整が私の仕事．

の一つであった。更にこの時期に、比較検討の意味で日本の広い地域にわたる漁

村への研究旅行がたびたび実施された。

この調査への参加を通じて、私は共同研究の困難さをつぶさに経験した。その

第一は、専門分野間における用語の意味の違いであった。一例をあげると、社会

学関係の研究者たちにおいては、調査といえば当然のように充分な仮説の検証の

上に調査を行い、その過程においても始めの段階では仮説の修整が行われ、全体

としての検証が共同的に進められると考えられていた。しかし実際には、他の専
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ｌｌＭ分野の研究者たちにおいては、具体的なr1的や対象に対して一応の理解はある

ものの、現地においてはそれまでの既成機念に基づいた実態調査的な手法を用い、

得られた結果に平面的な解説を加え、個々の専門分野の立場に基づいた報告を行

うという事態が生じたことである。極言すれば、同一の地理的な枠の中で、それ

ぞれの専門において勝手に行うということに他ならない。この鯛態は時間ととも

に解消されていったが、餓後まで残ったものは、用語の意味の統一であった。こ

れは、研究会の席上で、また記述の上にも多く見られた。

二つ目としては、いかに各専門分野の垣根を低くし、いかに共同研究を効果的

に進めるかの問題であった。これは研究の推進者としてのコーディネーターに課

せられた役割であり、その進め方と各専''１]分野からの参加者の協力と姿勢に大き

く|腱|わるものであると|｢illl#に、研究の目的に対する共ｊｍの理解の問題でもある。

それは、参加者間のインフォーマルな人間関係とコミュニケーションの問題にも

深く関わっていた。ここで考えられたことは、このような共同研究を実施する場

合には、仮説を踏まえた目的はもちろんのこと、具体的な調澁のガイドライン、

結果に雑づく整理への示唆および記述の方式等について、充分すぎるほど参加者

全口に対する理解の徹底化が図られなければならないこと。また研究過程におい

て、コーディネーターへのさまざまなＩｉＩｆ報のフィードバックとその調整が不可欠

であると同時に、研究者梱互の人間関係の調整への配慮等の必要性であった。

私が行った民族誌学的調査においては、この調査が社会学者のリードによって
~８－

進められたことから、その主点が対象地域の社会経済的Wi造の分|)ｆに求められ、

この解明の要請のための民族誌学的モノグラフの記述にならざるを得ず、人類学

において求められる民族誌学のモノグラフとは若干異なった記述となったこと。

また古文書に基づく歴史分析との関連において、どのように共通の基鑑を待つべ

きか。ひいては、日本のような国でコミュニティ調査を行う場合、歴史を含めた

民族誌学的なモノグラフィの記述を目的とする分析において、その過程で理解さ

れてくるより大きな全体からの影響、すなわち国家または同民レベルにおけるｉｉ１１

度的変化や、それ以前や以後に現われる政治、経済等の変化について、どのよう

に組み込んで記述を進めればよいか、といった諸問題を考えさせられた。

また社会学でいう実証研究は、綿密な理論研究に基づいて打ち立てられた仮説

の検証という、科学としての立場を強く打ち出す傾向を持つ。これに対し、人類

学的研究においては、もちろん社会学と同じように理論的な研究や仮説は持つが、

現地iiM雀の場ではこれらをいったん外におき、参与観察の結果や限られた|i'f報腿
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供者よりの生のIi1i報に基づいて対象コミュニティの社会や文化の全体的な意味を

分析し、解釈することがまずその第一歩である。これに基づき、初めて仮説の検

証が進められ、やがては理論化へと導入されるものである。ここに、人噸学者と

して、事態の客観視の立場と、よく訓練された主観による全体としての文化や社

会の意味の解釈が要求されると考えられた。特に異文化の人々を対象とした場合

には、社会学的な立場で臨むならば、理論的な枠組みに縛られて実態の部分を見

てしまい、繕果として問題別の課題へと入り込み、全体像への理解は薄れていく

と考えられた。また人類学の立場では、近代化が進められた国等において、コミ

ュニティを包摂するより大きな全体一たとえば国家一との関連づけは、歴史

を含めてどのように調査を進めればよいのか等の譜点につき、数多くの示唆を得

たのであった。

この漁村の共同研究が終末に近づいた頃、新たな農村での調査研究への参加が

始まった。この調琿とは、前述のＪ・スチュワード教授が来日し、彼の指那の下

に実施されたものである。これは、彼の計画する「文化変化の通文化的規則性の

研究」のテーマの下に、ナイジェリア、タンザニア、ケニア、ビルマ、マレーシ

ア、メキシコ、日本およびペルーの各調査地で、ほぼ同時併行の形で行われた大

かがりな調査であった。この調査にはさまざまな国の研究者たちが参加したが、

日本でも数人の主に若手の研究者が協力することとなり、私もその－日として参

加することとなった。日本での調査においては、充分な検討の結果、関西と東北

地方の二つの磯村が逃ばれ、それぞれの村落の文化的変化の過程を人類学的な調

査によって明らかにすることが当面の目的であった。

こうして、ほぼ２年をかけて行われたこの調査の間に、私は担当調査地である

奈良県下の農村に通算１年近く滞在し、調迩協力を行った。Ｊ・スチュワード教

授はこの調査の始まる前、前述の書《地域研究》の出版の後に、彼の理論柵成の

上で重要ないくつかの論文を著わしている。それらの中でも注目されるのは、

1955年に出版された《文化変化の理論》－多線的進化の方法論一である。こ

の文献(よ、彼がそれまでに行ってきた洲在結WLを仁'｡心として、彼の柵築した理論

的仮説を大胆に提示したものである。簸初に越本的な概念の説明と操作的方法論、

次いでその証明として、調査の結果から得られた実態がより単純な社会から複合

的社会へ、更に現代社会へと展開されている。それぞれの変化の段階において地

域の離れた二つ以上の社会について述べ、そこに併行現象を指摘し、世界規模に

おける進化的規則性を考察せんとしたものであ渦。日本における調rjEのねらいも、
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究極にはこの理論の証明にあった。

しかし彼の考えは、理論化の前提に対して、徹底した現地調査の桔果とそこで

得られた関連する各資料に基づいていることが一貫した姿勢であった。般初に、

それまでの彼の理論に対する理解の要請がなされ、そのためのオリエンテーショ

ンが何度も行われた。更に現地調査においては、その理論を直接的に意識し、そ

の照合を意図するような進め方は、暗に強く戒められたのであった。

私の担当した村落（自然村）は、地理的には調査当時、電車で大阪へ１時間強、

京都へは約２時間を要し、奈良へはバスで30分の所に位置していた。歴史的には、

班田収授の法の敷かれた時代の古地図を重ねると、道路や農地の区割り等がかな

りそのまま残っており、その後の時代においても多くの古文書や記録が存在する

という状況にあった。また、村自体においてもかなり以前からのさまざまな記録

を所持しており、個々の家々もまた農地の売買や貸借、副業の拡大等の栄枯盛衰

を示しながら、長い伝統を築き上げていた。

このような村の人類学的な調査を行う時には、現状の理解が得られれば得られ

るほど、歴史的理解の必要が生じてくる。同時に、この村落を取り巻く関連地域、

ここでは特に大阪という大都市との関連が目立ってくるのであった。

たとえば、水利梅と潅概の問題は、歴史的記録に基づくとおりのことが調査当

時も行われており、これらは周辺の村落と密接に関巡していた。水利、溢概に基

づいて稲作が進められ、彼らは村としての年貢を基準として各々の保有米を合わ

せて算出し、加えてその年々の水利の状況を永年の経験から判断し、それに基づ

いて村として、また個々の家々においても水田の一部を乾田にして換金生産物を

栽培し現金収入を得る、という進め方を伝統的に有していた。それは何時の時代

にあっても、大阪という市場に隣接しているという地理的条件に支えられて成立

していた。

またこうした事は、伝統的な生活上の習慣に加え、個々の家で早くから経営的

な才覚を養っていたことを示すものであった。更に大阪からの商人の来訪は、燈

火としての菜種の栽培と採油、衣料のための綿作、次いで家内工業的な織物産出

等へと、米作りを中心としながらも副業の発連を促した。村の内部からもまた、

主に地主階層よりさまざまな業種の派生が見られたのであった。

このように、基本的には人類学的なコミュニティ（共同体）調査の進め方に基

づきながらも結果的には歴史を含め、より広い地域の中にその共同体を位置づけ

て明らかにしていくことを招来させることとなり、これに加えて個人史的な調査
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の結果がかなり有効な手段であることも理解された。

この経験により、歴史を含めた人類学的調査をいかに進めるべきかについて改

めて考えさせられると同時に、日本の近代化については江戸時代中期にその原型

が形成されたのではないかと思われること、また人類学的な立場に基づく歴史的

な理解の可能性は近現代史的な範囲では可能ではないかと考えられた。これらは

また、より広い地域の研究への可能性についての示唆を与えた。他方では、近代

社会における人類学的な調査の限界と効用、ならびに共同研究の必要性につき、

ある種の理解に至っていることが自覚されたのであった。更にこの事は、村落の

レベルと国というレベルの間にあって、どのレベルで具体的な、統合的な繕節が

なされているのか、公的な制度との関連は、といった問題についても考えさせる

に至ったのであった。

以上に述べてきたような個人史的な研究経験と問題意識の遍歴を重ね、社会学

の立場からいうと最も文化寄りで、人類学からいうと最も社会学寄りの、強いて

いえば社会人類学ともいうべき専門分野に基づいて地域研究に向かう私の研究上

の成人式は、終わったのであった。

ブラジル地域研究のためブラジルに向かうに際し、スチュワード教授のアドバ

イスもあり、私の研究遍歴の中に香港の中国人社会、マレーシアの農村、モーリ

シャス諸島の砂糖黍農園で働く家族ぐるみのインド人出稼ぎ労働者、南アフリカ

におけるカラードに分類されていた混血人の生活、近代化された都市に住むズル

ー族の生活等が加えられた。短い期間であったが観察や面接の機会に恵まれ、比

較の視野が養われるとともに、拡大されていった。

ブラジルに着いてから、本格的な研究の準備が進められた。それは、サンパウ

ロの大学で大学院学生の識義に参加しながら、急速な語学の訓練と文献検索、ま

たこの国の文化に浸りながら観察者としての自己制御の訓練の同時併行の日々で

あった。この中には、人種の分類、混合、識別、地方的出自（移民を含む）、階

層上の位置づけ、宗教と生活の関係、ライフスタイル等に対する認識が含まれて

いた。また、私が日本人であるがゆえに、日系人から与えられるいろいろな燗報

については特に注意し、知らず知らずのうちにそれらを重視する傾向に陥らない

ための留意も常に求められたいたのであった。

約１年余を費やしたこの準備期間に、この国について研究者としてのさまざま

な基本的理解が得られた。語学については、一応の目標を新聞の理解とそのレベ

ルにおける会話能力においていたが、当時発行されていた１１の新聞を辞窃片手に
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読める段階に至ると、そのそれぞれがきわめて明確な性格を持っていることが明

らかになった。たとえば、政治的論評および意見にかなり紙面を割くもの、事件

的迎報を中心にするもの、ニュースがリオデジャネイロとサンパウロに偏ってい

るもの、比較的バランスよく記事を載せるもの、経済および国内外のいろいろな

相場を中心とするもの、ゴシップ、犯罪等を中心とする６の等があげられ、総じ

てこの国の新聞は事件の解説よりも論評が多いと思われた。よって、現在時的な

ブラジルの全体的理解の手掛かりとしてこれらの新聞情報を扱う場合には、各新

聞の個性というべき特徴を踏まえた上で、それらを綿密に再柵成し、それらをつ

なげて理解しなければならないこと、また写真を中心とするものや論評を主とす

る週刊誌が、情報の再構成に対して有効であることが分かった。また、多くの知

的階層の人々は、男女を問わず欧米の新聞や雑誌等をよく読んでいることも理解

された。

文献の検索過程においては、出発以前からこの国についての社会科学分野の英

語による何冊かの文献は読んでいたのであるが、特にそれらの索引に注目し、共

通してあげられているポルトガル語の文献を引き出し、現物に当たりながら再び

その索引に基づいてそれらに共通する文献を探す、という作業と手段を基本とし

た。これを土台とし、知り合ったブラジル人研究者たちからの憐報を加え、検討

しながら文献リストに竝要度を与えていった。こうして作られたリストは、かな

り広い分野にまたがるものとなり、結果として多量の文献を読まざるを得なくな

った。

また、この文献検索作業の過程を通じて得られたことは、ブラジルの学問的傾

向の理解であった。この国では、ヨーロッパ的伝統に基づく法学と政治学優位の

考え方が支霞的であり、それに同調するように記述的な歴史学が重視されていた。

他方では、この国の現実的要請からくる新しいアカデミズムの台頭として経済学

が考えられ、同様に技術的な面からの工学の台頭が認められたのであるが、そこ

ではよりよき発展への志向が働くためか新しい技術の文献が多く、基礎的なもの

は少ないという傾向が見られた。また私に直接関係のある社会学や人類学の文献

は、全体的に非常に少なく、社会学ではイデオロギーと繕ぴ付けた位置づけが現

実に支配的であると考えられた。また人類学においては自然人類学的なものが多

く、民族誌学的なものはインディオ研究がほとんどであった。そしてコミュニテ

ィ調査に関するものは、ほんの僅かしかなかった。

こういった一連の文献上の傾向は、ちょうどこの時期が学問的には子の流れの
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転換期を示していると考えられた。というのは、主に経済学関係の文献に見られ

たのであったが、明らかに二つのグループに分けることができた。一つは、経済

史的な記述中心のもの、他は当時アメリカを舞台に発達していた経済学の理論研

究を直接用いた文献である。

こうしたことから、学問的な考え方の主流が、それまではヨーロッパの影響を

受けていたものが、アメリカの影響を受け始めているものと解された。このこと

は、その後大学の教授連中や上流階級と考えられる人々との交際が深まるにつれ

て裏付けられた。すなわち、高齢の教授の大部分はヨーロッパの大学（主にフラ

ンス、ドイツ、時にポルトガル）への留学経験を持ち、若手教授の少数がアメリ

カに留学しており、若手の中には留学中の人も少なくなかった。上流階級におい

ては、年をとった人たちはポルトガル語の他にフランス語を話す人が多く、４０才

くらいまでの若い男女に英語を話す人が多かったことによっても理解されたので

ある。（この一連の記述は1960年、昭和35年前後のことである）

こうした文献上の傾向と問題は、文献に基づいて大まかなブラジルの全体像の

理解を得るという私の当初の計画と目標に対し、その知識の修得の仕方の変更を

もたらした。

つまり、歴史と地理を基軸にして、政治、経済、社会、文化、国民性または精

神文化といった項目による文献上の関巡的理解は、個々の文献の－通りの理解だ

けでは所々にかなり大きな穴があき、そのうめ込みをどのように進めるかが大き

な問題となった。なぜかといえば、ほとんどの文献が、ある一連の現象やデータ

に基づきながらも著者の解釈学的記述に終始しているためであって、その記述の

中から客観的な事実の部分と著者の解釈的記述の部分の類分けを考慮し、かつ著

者の思考や思想的背景を把握しなければならなかったこと。少し古い文献になる

と、その文体に修辞的な記述が多く、常に意味理解に困難が伴ったこと。また多

くのブラジルという名のつく文献においても、中を読むと個別の問題や部分と考

えられる問題、現象を例証としてブラジル全体を論ずる、という文献も少なくな

かった。

これらのことは、ブラジル人の生活を基盤にして彼らがどのように政治や経済

その他の分野に組み込まれ、支えているのかという、下から上へという私の考え

に対し、この国の文献は、主に政治とは、経済とは、という上からの見方による

記述が大部分を占めていることによる空白の問題でもあった。このような文献に

よる知識の空白をうめるために最も有効であったものは、外国の研究者たちによ
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るブラジル研究の文献であった。その主なものは、アメリカ人と英国人の手によ

って行われていた。

彼らの研究は、個別的な問題をテーマにしたものであったにせよ、比較的ブラ

ジルの全体像を把握した上で自己の関心を持つ主題に迫るという手法をとってお

り、ブラジル全体をバランスよく取り扱ったものも少なくなかった。また歴史の

文献においても、客観的な通史としての一貫性を備えたものが目立った。

これら外国人によるブラジル研究の文献は、私の研究上の空白に対して、脈絡

をつける役割を果たすと同時に、それをうめていく働きを持っていた。更に、国

民性や精神文化の理解については、ブラジル人の地方主義作家と呼ばれる人たち

によって著された、つい最近の過去の事例に基づいて各地方の特徴を登場人物や

作品全体を通じてセミドキュメンタリー風に描いたいくつかの文学作品が、後に

はこの側面の理解に非常に役立った。

また、統計的な資料についても可能な限りいろいろな分野のものを通覧したの

であったが、同じ馴が対象であるにもかかわらず、文献で使われているデータと

統計資料に現れたそれが異なることがたびたびあった。同様に、異なる機関で出

されたデータが異なることもあり、統計資料を用いる場合には、二重、三函のチ

ェックによってその信過性を確かめた上で使用しなければならないと思われたも

のであった。

この他、私自身がサンパウロに居を櫛えたこともあり、リオデジャネイロを含

むこの国で最も発連した東南部地方を中心としてブラジルを論ずる文献にかなり

影響を受ける傾向があり、この事はまた、この国の歴史的特徴である各地方に対

する知識や文献が未だ充分とは言えない状況にも遡かれていることを示していた。

このような文献検索、言い換えればいくつかの点を見つけ、それらを線で結び、

面への理解をもたらしていくような作業を通して、その全体像がかなり明らかに

されたと思った時には、すでに１年半の年月が流れていた。そして、前に述べた

空白の問題に対しては、ブラジルを地方別に分け、歴史で明らかなその地方特有

の変化過程の中にあるいくつかのコミュニティを訪ねて現地調査を行い、加えて

統計資料の人手とその援用によって、各コミュニティに共通する併行現象が認め

られ、更に、その地方の地方都市の機能と役割が明らかにされた時には、その地

方の社会、文化的な統合的把握が可能であると考えられた。

このような考えによる各地方での調査結果と公的制度の分析を関迎させつつそ

の共通性と異別性の検討を進めるならば、この国の全体像はかなり明瞭とな{）、
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文献上での空白をうめる働きを持つものであり、それに加えて、これらの調査桔

果とこれまでの文献研究との相互往復的な分析作業を進めるならば、ブラジル全

体像の把握を目的とする総合的な地域研究は可能であろうとする概略的な考えを

持つに至った。

ここで、この段階までの私の経験に基づいて、ブラジル地域研究に対する教育

の望ましい在り方について箇条書的に述べていくこととする。また、ここでは本

格的な地域研究の教育は大学院レベルで行うべきものと考え、学部レベルとは、

各専門分野をそれぞれ待つ学部を意味している。

学部レペルにおいては、それぞれの学部の専門分野の教育計画に加えて、

（１）どの学部にあっても、低学年の間に、学部の専門性に基づいた日本に

関する歴史を含めた概略的な識義を行えるような科目を設けておくこと。

この科目では、受験のために暗記に基づいているとはいえ、知識がま

だ忘れられずに温存されている段階で、専門的思考に基づいて再認識さ

せる意図と、自分の所属する社会や文化に対する見方や考え方を養わん

とするものである。

これが、やがて彼らが地域研究を志した場合、比較の視座の基盤形成

に寄与すると考えられるからに他ならない。

(２）一つの外国語（主として英語になると思われる）の訓練を低学年の内

に効果的に進め、その目標を新聞や文献が読める能力獲得に置き、その

ための優先の順位を与えること。

また地域研究を行うためには、二つ以上の外国語能力痩得の必要性を

あらかじめ理解させておくこと。

(３）ブラジルまたはブラジルを含めた地域に関する歴史の科目を設け、総

合的な歴史的理解の重要性について理解を与えておくこと。

(４）高学年の段階では、それぞれの専門分野に基づく教育科目編成の中に

おいて、科目名にとらわれずに、全体としてみた社会の中でその学部の

持つ騨門分野は何を対象とし、またどのような方法がとられるかにつき

確翌させ、他の分野との関連について説明を試みるといった内容を持つ

講義が求められる。

（５）上記（４）と同様、科目名にとらわれずに講義の内容において、実際

の人々の生活の中から、どのようにしてその学部の専門分野の対象とす

る問題は生じてくるのかを明らかにさせる目的に基づいて、人類学的な
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現地調査の方法を参考にした初歩的な調査経験を、日本において踏ませ

るような授業を行うことが求められる。

（６）もし、最終学年の学生が明確に地域研究を志した場合には、基礎的な

地域研究の概略について、集中的な授業または指導が行えるよう、制度

的にも、教員についてもあらかじめ考えて準備しておくこと。

またこの場合、対象地域の歴史と地理（自然）について理解させるこ

とを配慮すること。

（７）上記（６）と同様、対象地域の語学教育が集中的に行えるような準備

を進めておくこと（他の学部または他の大学への委託も含めて）。

大学院レベルにおけるブラジル地域研究教育

その基本として教えるべき柱

（１）地域研究の発展とその考え方について

地域研究が対象とする地域の全体的関連の理解を目標とすることにつ

いての理解と、その必要性について、この研究の発展過程から考えさせ

ると同時に、学部レペルでの専門分野で学んだ知識は地域研究において

どのように位置づけられるかにつき、明確な認識を与えること。

（２）人頚学的な考え方について（現地調査の方法を含む）

ここでは、各専門分野の中で、人類学の基本的な考え方が、対象が若

干異なるとしても、地域研究の意図する考え方に最も近いこと、また、

今までの地域研究の発展過程においても、この人類学的な考え方が貢献

したこと等に基づいている。

（３）ブラジルの通史的理解

ここでのブラジルの歴史の理解とは、政治や経済等のいずれかに重点

を置くというものではなく、可能な限り政治、経済、社会、文化の諸

側面をバランスよく展開させる通史的な理解である。

またこの歴史的理解に併行するように、地理的な理解が得られるよう

配慮することが求められる。

（４）ブラジルの政治と経済

（５）ブラジルの社会と文化

この（４）、（５）の教育については、現代史的な範囲において、そ

れぞれの項目に基づいた実態的な現象の理解を意図するものであって、

これらの授業が進められることによって、さまざまな雲因の絡み合いの
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中で現れる現代的な動きについての正確な理解を持つことを考える。

（６）ブラジルの官僚制について

ブラジルの国家としての機能と役割は、官僚制による公的な猪制度や

この官僚制の拡大として、主に企業を中心とした集団組織の中にもそれ

が見受けられる。

このことは、ブラジルの国レペルまたは地方レベルの分析において、

官僚制度の理解の不可欠なことを意味すると同時に、他地域（主に国家）

との比較においては、この官僚制を中心とする関連現象に対する研究が、

明砿な比較対照の視座を与えることが可能であると考えられることによ

る。

（７）ブラジル地域研究の進め方

ここでは、基本的なブラジル地域研究の文献を何冊か選び、それらの

理解によってさまざまな視点や考えの展開を考察し、これに歴史的な知

識を加えてその全体的な関連につき明らかにしていくという、総合的理

解を意図する。また、この理解を通じて、今後共同研究に参加した場合

のコーディネーターの役割を果たすことが可能となる基本的な訓練を配

慮して行うものである。

（８）ポルトガル語の集中訓練

この訓練の目標のレベルは、一応現地の新聞が読める能力に至ること

であって、工夫された方法によって、断続的に何回力､の集中訓練が行わ

れることが望まれる。

（９）文献の検索と情報の収集およびその整理・加工について（短期梁中）

日本でこの種の研究を行う場合、必要とする文献その他の資料は、特

定の大学、図誓館、その他の研究機関または企業等にかなり偏在してい

るのが現状である。このため、大学院の初年度に、一般的な図轡館学に

基づく文献検索の進め方の理解とともに、どこにどのようなものがあり、

その閲覧やコピーの機会を得るにはどのようにしていくかにつき、充分

に理解されていなければならないと思われる。

またこのような状況はブラジルにおいても同様であり、形の上では文

献や資料に関する集中的な情報サービスセンターが存在していても、実

際に充分な満足を得られる状態に機能するには至っていない。こういっ

た－迎の馴態は、研究者たちがアメリカの発達した情報サービスシステ
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ムをかなり多く利用する結果を招き、ともすれば二次的な資料の利用や、

主にアメリカ人のブラジル研究のフィルターを通してブラジル研究を進

めるという、安易な手立てに走る傾向を生じさせてしまうため、この点

についてしっかりとした留意が必要である。

また雑誌類や新聞、統計資料に関する情報についても同様であって、

そこに述べられている事態の比較、照合や確度、信懸性の確認、それら

に基づいて研究に用いるための情報jiu工等について、基礎的な訓練の必

要があると考えられる。

（10）各専門分野の方法的な理解

学部レペルで修得した専門分野の知識に基づいて、より高度な方法論

を中心とする理解を求めるものである。

このことは、職終的には地域研究の進め方に対して、専門分野の方法

論的理解から、どのような接近が可能かについて考えさせることを目標

とするものである。

以上が、ブラジル地域研究の教育に対する私の基本的な考えである。また大学

院での教育に関しては、上述の基本的な柱のうち、（１）～（５）と（８）およ

び（９）については、前期課程（修士課程）の１年度目に行われるべきものであ

って、（６）、（７）、（10）は２年度目に行われるのが妥当であろうという考

えに基づいている。

この前期課程（修士課程）の終了に際し、論文の提出が求められる場合には、

その審査基準として、一般的なものに加え、二カ国語にわたる文献の理解能力、

ブラジルに関する具体的な認識の程度、地域研究の方法的思考能力、の諸点が考

慮される必要があると考えられる。

また後期課程（博士課程）に入ってからは、なるべく早い段階で、各々のテー

マに基づく充分なオリエンテーションの下に、可能であれば１年以上にわたって、

現地における研究または調査を経験させることが必要であると思われる。そして

その結果に基づいて、個々の論文指導が進められることが理想であると考えられ

る。更に、この現地での研究、調査の実施に先立ち、同一あるいは類似するテー

マに関する日本での問題に対する理解を充分に得ておくことが求められる。それ

が、比較の視点の形成に対して大きな助けとなると同時に、自己の所属する文化

的偏りに基づく判断の修整にかなり役立つと思われる。

上に述べたような、主に大学院教育を中心とする私の考えでは、結果としての
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教育的効果として、次の二つの方向が想定される。一つは、自分の専門分野の垣

根をきわめて低くおさえ、他の専門分野の研究成果を取り入れながら、それらの

関連を歴史を踏まえて明らかにし、ブラジルの全体関連的な総合的研究、いわば

地域研究そのものを志す研究者と、他は、地域研究の方法を踏まえた理解に基づ

きながら、専門分野に基づく諸問題の考察に関心を寄せる研究者の輩出の方向で

ある。ブラジル研究において、前者は部分である個々のサブシステムの理解を通

して、全体としてのシステムへの研究を志向するものであり、後者は、全体とし

てのシステムの理解の下に、部分としてのサブシステムのより一層の理解を志向

するものであることに他ならない。地域研究の真の姿は、この二つの立場に基づ

く研究者たちが相補うところに生まれるものと私は考えている。特に、ブラジル

の国家レベルや地方レベルの研究に関しては、このような地域研究について充分

訓練された研究者たちの共同研究によって、その進展が見られるものと考えられ

る。

このように考えるならば、全体としてブラジルの考察を進めていく研究者は、

この共同研究において有能なコーディネーターとしての役割を果たすであろうし、

サズシステムについての研究者もまた地域研究の理解を持つがゆえに、共同研究

の成果に対し、きわめて効果的な貢献をなすものと期待される。

この教育計画は、教える側に対しては以下のような点を求めている。まず、各

教員が地域研究という研究と教育に対する積極的な熱意の持ち主であること。そ

の上で個々の研究に加え、教員自ら共同研究を頻繁に実施すること。そこでは、

研究ごとにコーディネーターを順次交替して進めることによって地域研究の相互

的な内容の向上を図り、それらの教育への還元を常に意図することである。

各授業に対しては、事前にその内容について個々の科目のみならず全体として

の計画化を綿密に進め、その実施の過程では、各科目の進行度や学生の反応等を

主題とする悩報交換を重ね、効果的な調整を図る必要がある。

またこのような研究と教育の場にあって、これに参加する教員や職員間の円滑

な人間関係による教育的雰囲気の醸成は、学生を含む全員に対して、かなり大き

な作用を与えるものであることは言うまでもない。

更に、この教育計画に対しては、その授業内容から考えられる他学部や他大学

との単位互換制度の利用も一考すべきであろうと考えられる。

以上、私自身の研究上の遍歴を通して総合的な地域研究の方法に近づくと同時

に、これまでの考えに基づいた教育について述べてみた。
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