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Social Relationship and Southeast Asia: 

An Essay on Social Anthropology 

I はじめに

本稿は社会人類学という分野から社会的関係というその学問の目的ともい

える問題を考えるための教育用のエッセイである。

社会的関係という時の社会的 (social)は公共的あるいは福祉的なニュア

ンスを持つ[cf.森2008:3]。ネットワーク (network)という語で示されるよう

な個人的な人間関係の繋がりはその個人が消滅すると一緒に消えてしまう

が、社会的関係の束としての社会構造は個人が消滅しでも持続する。人類学

における社会構造論の創始者であるラドクリフ=ブラウンの記述は社会的関

係 (socialrelationship)と社会的ネットワーク (socialnetwork)を明瞭に

区別しておらず、定義自体からは考えにくい。むしろ、この区別をしないが

ためにラドクリフ=ブラウンはアンダマン島まで行ったともいうことができ

る。

個人の人間関係がすべて社会的関係であるならば、社会自体は変化しない

だろう。実際には、ネットワークが潜在的に働いていて、いざという時に社

会化するので社会は変化するのである。こうした社会的関係の束としての社

会構造をラドクリフ=ブラウンは観察可能なものだと考えていたが、それを

観念の構造ととらえて構造主義を主導したのはレヴイ=ストロースだ‘った

[レヴイ=ストロース1972(1958) ]。し治、しな治宝ら、レヴィ=ストロースは
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これを心理学的なものとは考えずに交換の問題と捉え、 「社会的」なものと

して社会人類学の看板を変えることはなかった。このパラダイムの転換は

M モースの『贈与論』を引き継いでおり、それは当然の帰結であったと言

えよう。

交換をなにか物と物の単純な交換と考える唯物論的な思考を停止すれば、

人間の一生いや社会そのものについてもそれらは交換の連続であり、私たち

は自分をも交換の対象にしながら暮らしているのである。神様に供物を供え

て功徳、を請い、労働を交換し合い、貿易を行い、情報を交換し、威信や名誉

も交換し、恩や義理を便宜や利益と交換し、国際政治という交換を行い、婚

姻という交換を行っているといった具合である。

こうした構造主義を踏まえて社会的関係とは負債の関係であると喝破した

のはEリーチであった[リーチ1985(l982)(esp.5章)]。リーチはポランニーのい

う互酬制とレヴイ=ストロースの言う限定交換・一般交換論を踏まえて、日

本語なら恩とか義理とかいうような「負債」の関係として社会的関係を説明

した。

筆者の知る限り、互酬制のない社会は報告されていない。わずかに、フィ

リピンのイロンゴットが首狩りをするとき、自分たちの仲間が相手に何人や

られたとかいうことなしに「怒りJ (liget)でそれを行うという事例を知っ

ているだけで、イロンゴットにせよ日常はまったくの互酬制を前提にした社

会に生きている[Rosaldo1980]。考古学者がよそから持ち込まれた陶磁器や

員貨などの交易品を見つけたとしたら、当然反対給付があると思うのは、互

酬制の普遍性を根拠にしているのである。

ポランニーの互酬制の議論をさらに細分化して分析概念として提示したの

はM.サーリンズだ、った。サーリンズによると互酬制は、一般的互酬制、均

衡的E酬制、否定的互酬制に分けられる[サーリンズ1984(1972) 図参照]。

次節ではあいさつを事例として取り上げ、東南アジアの例で説明してみた

し、。
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Figure 5.1. R町 'iprocityand Kinship ResidentiaJ Sectors 

図 サーリンズによる互酬制の3分類

Sahlins1972:199， G.R.=Generalized Reciprocity 

E あいさつと社会的関係

あいさつを例にとってみよう。あいさつとは一種の儀礼的行為[青木1984

esp.1章]であって意味のあるコミュニケーションではない。 i今日はjとい

われて i22日です」と答えたり、 「有難う」といわれて「何が滅多にないの

ですか ?Jと聞い直してみたりしたら喧嘩になるかもしれない。

あいさつのない世界。私の研究しているハニ族にはほとんどこうした形式

的あいさつがない。感謝しているのは喜んでいる顔が物語っており、親族呼

称や実際の名前を呼べば特に「今日はjなどという必要のないくらい村落内

の人々は親密である。逆に言えば、我々の社会では、名前がわからない、ど

んな風に世話になっているかわからないので、取りあえず挨拶しているとい

うことに気づかされるのである。私たちはある種の互酬制を前提とした社会

的関係を確認しているのだということができょう。

先述したサーリンズの三分類のうち、 「こんにちは」とあいさつをして
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「こんにちは」と返ってくる関係は通常、均衡的互酬制を想定している。つ

まり、限定交換の関係であり、対等であり、お互いに負債を抱えていないこ

とを確認し、かっ新しい負債をお互いに交換できる可能性を暗に示してい

る。

「こんにちは」と声を掛けられて、相手がむすっと通り過ぎた場合、これ

は二つの可能性がある。ひとつは身内であるという認識で一般的互酬制の範

囲にあることを示しているというものである。もう一つは否定的互酬制にあ

り、 「お前の世話にはならない」という社会的関係の拒否を示している場合

である。親に反発してあいさつをしない子供はこの二つを混同しているとい

える。

あいさつには形式的に相手が社会的関係、つまり「負債」を交換できる可

能性を確認する機能がある。あいさつをしない人に何かをやってみてもおそ

らくは「余計なお世話」であって、彼はいかなる社会的関係をも拒否してい

るか、彼が信ずる別の同心円の中にいるのであって、私はその同心円の最も

外側にしか位置していないのである。つまり、 「余計なお世話」とは要求し

ない「負債」を負わされているということになる。

一旦否定的互酬制に分類した社会的関係においては、相手からの無償の贈

与はモースのいうポトラッチのように暴力的な印象さえ持つ。送った方は一

般的互酬制だとすら思っている場合さえある。社会的関係がこじれることと

はこの二つの混同にあり、人は均衡的互酬制を好む。これが決済を可視的に

する市場経済を生み出し、人間の経済を社会的関係から離床させるのである

[ポランニー1975.2003]。

一般的互酬制の場合、もう少し深い理解がある。 I情けは人の為ならず」

という諺があるように、人間は目の前にある恩や義理だけでなく、回り回っ

て受けている恩があるのだということなのである。一見すると特に何も恩義

を感じていない相手に対して、ひょっとすると自分の知らないところで自分

の不始末を黙って処理していたりしていないとも限らないという判断をして

ヮ“
戸同

υヮ“



社会的関係と東南アジア 一社会人類学についてのエッセイー(稲村 務)

いるということなのである。社会が複雑になるとますますその可能性は否定

できなくなる。ともかくも、あいさつというのをするのは実はこれを確かめ

るためなのであって、目の前の均衡的互酬制で義理を果たしたと思っている

ことが、浅はかなことであることは年を取るにつれてわかってくるものなの

である。

タイではタンブン(積善)というものがある。人は貯蓄のようにブン(功

徳)を積もうとし、今日は悪いことしたから2ポイントなくした、代わりに

いいことを2ポイントしようというような感覚がある。そうしたブンは僧と

王がたくさんもっており、人は僧に食べ物を喜捨したり寺院に寄進したりす

ることによって多くのプンを得ょうとする。

これはポランニーのいう人間の経済のうち再分配 (re-distribution)であ

り、ポランニーは人間の経済において互酬制と再分配を実質的だとし、市場

経済をその奇形とした[ボランニー2005]。この再分配の形態は特に目に見え

る物財でないものを交換し合うことで、人間的な集団を構成し村や「くに」

といったものを作り出す。

特にタイのように華人や山地民を除くと、範囲を明確化した親族集団を発

達させない社会ではこうしたモーラル・エコノミー[スコット 1999(1976)]の

ようなものが発達している。社会はメンバーシップの厳格な社会集団を持た

なくとも小さな集団が創られたり消えたりしながらも続いていく。

E 東南アジアにおける社会的なるもの

先日、カンボジアのプノンベン大学で大学時代の友人に招かれて、ゼミに

参加させてもらった。そこは開発研究の部門の大学院で院生たちは熱心に英

語でアメリカ的なハンドアウトを作り発表していた。これは社会学が中心な

のだが友人は人類学者なので一応は社会学と人類学を中心に国際関係や教育

学の教師が学生をみているということだ、った。学生の発表はHIV問題、孤児

問題、学校教育など社会問題が並ぶ。社会学の教師はアンケートのサンプル
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数と問題文と研究目的の整合性などについて矢継ぎ早に修正を求める。

日本からきた稲村先生どうですかときかれて、孤児へのアンケート用紙に

「あなたはなにが欲しいか」とありますが、答えは「お母さんとお金」に決

まっている。こんなアンケートをして統計を作ってどうするのですかと聞い

た。社会学の教師は iNGOに提出するのです。大学院はそのための訓練だ

から英語でやるのです」と答えた。

カンボジアの経済状況が悪いのはもちろん明らかであり、要するにNGO

を通じて各国のODAなどの経済的援助に対するアピールのための資料作成

の技法を学んでいるのであって、重要なのは数字が並んだ、統計表を作ってい

ることなのである。そうは理解したけれども、私は続けて、人類学の学生は

是非とも伝統部門に目を向けて、寺院と孤児の集団の関係を調査してほし

い。真の解決は新しい行政機構を作ることではなくて元からある機構を見直

すことであり、ポル・ポト以前のフランス植民地時代の資料を検討してほし

いとコメントした。しかしながら、ポル・ポトそのものが急進的復古主義

だ、ったわけで、振り返りたくない過去であることは理解できる。とはいって

も、援助に依存するだけでは復興もありえないのである。

仏教社会の目に見えないブンの互酬制、再分配に対して、華僑の互酬制、

再分配ははっきり金額で示される。廟に行けば寄進者の名前と金額がずらり

と並んでおり、宗親会や同郷会にいけば、少しの寄付をするだけで会計簿の

コピーやら会館のパンフレットやら随分資料を頂ける。それは日本人にはあ

からさまで、金を持っていることの顕示にみえるが、持っていることを隠す

ようなことこそ慎まなければならないのである。気前よく福利厚生のため寄

進し、社会の発展に寄与することが人間の使命なのであると華僑社会は教

えており、それはそれで、極めて合理的でもっともなことだといえよう[稲村

2000， 2003参照]。

助け合いとか福祉といったものの根幹には社会的関係があり、それはたや

すくイデオロギー化する。その一方で見えない形で存在するのもまたこうし
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た「社会的」な関係なのである。自律に向かうような効果的な援助のありか

た、 win-winな形で、の日本と東南アジア諸国の関係構築、再び大国に振り固

されそうになる今日の国際関係のなかにあって社会的関係を改めて考えるこ

とはとても意味のあることなのである。

U むすびに代えて 琉球大学における社会人類学という学問名称

社会人類学という名称は日本を代表する社会人類学者であった馬淵東一先

生が琉球大学にこのコースを創られて以来の伝統と栄誉ある名称である。も

とは東京都立大学の社会学から分かれた経緯もあって「社会人類学」であっ

たわけである[馬淵1988:230・23日が、琉球大学の2008年の地理歴史人類学専攻

の改組で社会学からはやや遠くなった。

私の母校の出自であった「民族学」という名称も2004年の学会名称、の改変

で日本中の大学から消え、ほとんどは文化人類学という名称になった。琉球

大学では社会人類学、民俗学、考古学の 3つの学聞を総称してアメリカ人類

学式に文化人類学と呼んでいるので今のところ社会人類学を文化人類学に改

称せずに済んでいる。地理歴史人類学専攻の「人類学」は自然人類学を含ん

でいないという意味で「文化人類学」の略記である。

しかしながら、馬淵先生が最初に創った東京都立大学(現首都大学東京)

でも親族・村落の研究は機能主義とともに凋落の一途を辿り、そういう意味

での社会人類学の看板は有名無実となりつつある。とはいっても、 「社会的

なるもの」の重要性が薄れているのではない。家族、親族、村-落といったも

のごとの悩みは深まる一方で‘あり、電子媒体を中心としたソーシャルネット

ワークは目に見えて巨大な広がりを見せている。フィールドワークというも

のを考え直しさえすれば、課題は無限にある。 i社会的なるもの」の重要さ

を考えてみると、やはり社会人類学という看板を下ろす気にはなれないので

ある。とはいっても冒頭で述べたような福祉的ニュアンスを持つ「社会的な

るもの」について、高嶺豊先生とはまったく違って、私自身何もしてこな
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かったことに気が付かされるのである。

高嶺豊先生とは短いつきあいであったが、世話になったような気もするも

のの自分では大きな「負債」は負っていないと勝手に思っている。しかし、

前述のようにあの笑顔で、黙って私の不始末かなにかをなにかの時に処理して

頂いたのかもしれない。また、そんな気がするあの笑顔なのだ。これから先

生は琉球大学の社会構造からは徐々に離れていかれる。今後は先生の社会的

ネットワークの一人に私もいれて頂きたいものである。そしたら、あの笑顔

から本当はね…と何か出てくるのかもしれない。いつか東南アジアかどこか

で。ありがとうございました。
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