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文明観の再定義としてのアジア高地文明試論
―東部ヒマラヤでの地域研究に期待するもの―

安藤和雄

文明ニッチと在地ニッチ
　制度としての「文明」と暮らしとしての「在地」
をキーワードに、アッサム、アルナーチャル・プ
ラデシュ、ブータン、チベットの 3次元的な広が
りをもつ在地の地域体系から、アジア高地文明の
特徴を抽出する。この課題を農業班全体の追求
テーマに設定したいと、班のメンバーに提案して
いる。ヒマラヤ・チベットの異なる地域での農業

（開発）と、民族移動に絡んだ地域間交流の史的
展開を、それぞれ縦軸と横軸に取る。高地から低
地に展開している暮らしの場を「在地ニッチ」と
設定し、国家・地方・地域を文明＝「力」が作り
出した制度的なニッチとして「文明ニッチ（制度）」
と捉える。在地ニッチに暮らす人々の視点からす
れば、「文明ニッチ」は上部構造となろう。下部
構造である在地ニッチは、文明ニッチから「開発」
というグローバリゼーションの影響を外発的に与
えつづけられてきた。内発的に在地はグローバリ
ゼーションへの適応を余儀なくされ、文明ニッチ
とたくみに調和した二重構造をたもつことで、暮
らしやいのちを、世代を超えて継続させてきたと
言えよう。アジア高地文明は、以下で述べるよう
に、地域体系の核となる在地ニッチの集まりが、
外部の文明ニッチとの接触により、萌芽的な文明
ニッチを上部構造として、発展させてきたと、私
は仮説的に考えている。以下で試論的に私が展開

しているアジア高地文明は、高所から低所にもっ
てきた水の入っていない栓のしてあるペットボト
ルを想像していただけると理解しやすいだろう。
誰もが経験するように、例えば 1500m ～ 2000m
の標高の高所から車でいっきに 50m以下の標高
の川辺の谷底平野や海岸沿いの低所に移動した
時、空のペットボトルは、凹み、もとの形をとど
めることはできない。しかし、栓をひらけ、空気
をいれてやると、ペットボトルはもとの形に戻る。
低地の中国やインドの文明的干渉である外気圧に
対抗し、取り入れるべきものはしぶとく取り入れ
ながら、高地の在地ニッチの内気圧をしぶとく高
め、上部構造としてのペットボトルである文明
ニッチをつくり出し維持している。これが私のア
ジア高地文明のイメージである。

現代文明は都市化
　素人談義をしたい。何を文明と呼び、何を文化
と呼ぶのかは、人によって様々だろう。高所プロ
ジェクトの研究会でも色々と議論されてきた。文
明の定義については専門的には山ほど意見がある
ことだろう。私は地域研究を専門とし、学生への
講義も行っている。地域研究を専攻している学生
たちへの講義では「日本語で考える場合、広辞苑
などの国語辞典を絶えず参照し、広辞苑に掲載さ
れていない言葉は、注意して使ったほうがよい」
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　アジア高地は、地域体系の核となる人々が暮らす土地である在地ニッチの集まりが、古くから現在
まで、中国文明やインド文明である低地文明と接触してきた。その結果、アジア高地の在地ニッチが
存在の危機にさらされることにより、低地文明の外圧に拮抗するように、内圧をたかめるために国家、
地方、地域などの制度をつくりだす文明ニッチを上部構造として、高地文明を発展させてきたと、私
は仮説的に考えている。本稿では、まず日本語で表現される現代の文明（西洋文明）の本質は、都市
文明であり、農村の都市化であったことを明示する。そして、私のアジア高地文明の特徴を確信する
契機となった 2008年夏の青海省での生業、暮らしと自然の景観に関する見聞に触れる。結論として、
アジア高地文明のエッセンスは、従来の都市文明では捉えられず、農村文明であること、老人にある
という私の考えを提示する。
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と言っている。地域研究という学問の性格上、世
の中で共有されている一般的な日本語が、日本語
で考える時の「地域研究の専門用語」の基準とす
べきであると説いる。この持論に従い、私なりに、
日本語の文明について整理してみたい。広辞苑（第
5版）（新村出編　岩波書店 2005）、文明は下記の
ように説明されている。

①文教が進んで人知の明らかなこと。「－の世」
②（Civilization）都市化。
㋐生産手段の発達によって生活水準が上がり、人
権尊重と機会均等などの原則が認められている
社会、すなわち近代社会の状態。
㋑宗教・道徳・学芸などの精神的所産としての狭
義の文化に対し、人間の技術的・物質的所産。
　→文化③
とあり、文化の③は
③（Culture）人間が自然に手を加えて形成してき
た物心両面の成果、衣食住をはじめ技術・学問・
芸術・道徳・宗教・政治などの生活形成の様式
と内容を含む。文明とほぼ同義に用いられるこ
とが多いが、西洋では人間の精神的生活にかか
わるものを文化と呼び、技術的発展のニュアン
スが強い文明と区別する。
扌自然。
→文明。

ここで注目したいのは、②に示されているように、
今日、文明（現代文明と置き換えることでより明
確になる）は、近代社会の出現を可能にした都市
化の意味の日本語として使われていることであ
る。では、都市の本質はなんだ、ということにな
る。

①みやこ。都会。都邑。
②（city）一定地域の政治・経済・文化の中核を
なす人口の集中地域。古代ギリシャ・ローマで
は国家の形態をもち、中世ヨーロッパではギル
ド的産業を基礎として時に自由都市となり、近
代資本主義社会の勃興と共に発達して社会生活
の中枢となる。「学園－」「城郭－」扌村落扌農
村→都市国家

　残念ながら、広辞苑（第 5版）には、もう一つ

のキーワードである近代社会は事項にあがってい
ない。近代という言葉は以下のように掲載されて
いる。

①今に近い時代。近ごろ。「－秀歌」
②（modern age）歴史の時代区分の一。広義には
近世と同義で、一般には封建制社会のあとをう
けた資本主義社会についていう。日本史では明
治維新から太平洋戦争の終結までとするのが通
説。
→近世
→現代。

　文明は漢字である。中日辞典（ZHONG-RI 
CIDIAN、SHOGAKUKAN）（第 1版）（小学館／
北京・商務印書館 1992）を参照すると、文明は
中国語にもある。中国語が日本語から借用したこ
とも考えられるだろうが、中国語（漢字）に日本
語以前に存在したと見なして議論を進めたい。今
日、文明は、下記の意味で使われているらしい。

①文明．文化．
②（扌野蛮）文明の開けている．文化の高い．
③＜旧＞西洋流の．モダンな．ハイカラな．

　中国語でも文明は文化と混同して使われてきた
ようだ。野蛮に対する対語としても使われている。
西洋的なことを文明というのは、恐らく、中国に、
近代西洋文明が流入し、新しい文明の定義が加
わったのだろう。
　広辞苑（第 5版）に説明されているように、日
本語の文明の意味の①でも、中国語同様、伝統的
には文明も文化もニュアンスの違いはあれ、明確
な違いはなかった。中国語ほどではないにしろ、
遅れた地域に対して進んだ地域を形容する内容の
単語でもあったと言えよう。明治に入ると文明開
化という言葉が登場する。西洋と接することで、
近代化や欧化主義が広まり、遅れた日本に対して、
西洋的なものが文明に値するものとなってきたこ
とは間違いない。②の新しい文明の説明は、西洋
的な都市・国家概念の導入により、日本全体が、
近代社会ではない非都市に位置づけられていたこ
とを物語っている。明治時代から現在において、
ひらがなで表記される「むら」や「まち」は都市
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でも農村（ここでは、英語の Ruralの意味で使っ
ている。したがって農業以外の生業が主となって
いる村々も含めている）でもなかったのだ。今日
では地方都市という単語が使われ、農村と都市は、
対概念として日本語に定着した。農村部で育った
私には、明治以降に導入された新しい文明の定義
は、それなりに納得がいく。農村や地方は文明生
活（近代生活）が展開する地ではない、と見なさ
れてきた。だからこそ農村を、地方を都市化する
必要があったのだ。日本の近代とは農村の都市化

（文明化）とほぼ同義といってもよい（都市と農
村と西洋文明については注 1を是非参照された
い）。
　以上から指摘できることは、日本や中国で古く

（？）から使われていた文明という言葉は文化と
混同されるような曖昧な単語だったが、西洋と出
会うことで、文明＝都市と明確化される。西洋に
おける都市は国家の中枢と同義語である。国家こ
そが文明によって制度的に生み出され、文明を支
えていると考えることも可能だろう。中国や日本
の国家が西洋の国家と同じであるとは私も考えて
はいない。しかし、文明は、すべからく国家的組
織を核にもつ、と私は考えている。文明がもつ組
織的形態に注目し、文明ニッチと在地ニッチとい
う考えに至った。
　文明は、通常、国家のように、領域的、地理的
な広がりをもって呼称される。アジアには大小
様々な文明が生まれ、消滅した。インドや中国の
ように、歴史のはるか彼方に発生し、現在も継続
している「文明」もあるが、多くは、他の文明ニッ
チとの緊張関係の中で、あたかも国家のように生
成と消滅を繰りかえしてきた。一つ文明ニッチと
他の文明ニッチがバランスをたもっている時には
よいが、バランスが崩れた時、ある文明ニッチは、
その核となる国家の消滅とともに現実の舞台から
消えさる。しかし、在地ニッチが消滅したわけで
はなく、在地ニッチからみれば文明ニッチの組替
えがおきただけとみなすことができるだろう。在
地ニッチは持続的である。本来の在地ニッチの特
質は、したたかなのである。しかし、在地ニッチ
の存在が外部の文明ニッチによって真に脅かされ
た時、人は立ち上がっていくことの選択肢しか残
されないことになる。

青海省での確信したアジア高地文明
　高地文明という言葉に高地文明プロジェクトの
研究会で出会った当初、私は、インドのアルナー
チャル・プラデシュ州やネパール、中国のチベッ
ト自治区を訪れた経験や知識のみで考えていた。
その時には、率直なところ、アジアには高地文化
はあるが、果たして、高地文明はあるのか？と半
信半疑だった。アジア高地全体に及ぶ領域的な

「力」や「制度」なり「国家的なるもの」の存在を、
直感的に、私は見出すことが出来ていなかった。
この考えは、2008年 1月に、ペルーのインカや
アスカの文明の遺跡を見ることでほぼ確信になっ
た。ペルーでの調査期間が 10日間と短く、農村
に十分に接することができなかったことも影響し
たのだと思うが、ペルーで強く印象に残ったのは、
西洋文明の犯罪的行為であり、インカとアスカの
遺跡と、すっかり西洋文明に飲み込まれてしまっ
た都市や農村の街であった。しかし、2008年 8
月に中国の青海省で標高 4000m近辺に展開する
チベットの人 （々蔵族）の暮らしの一端に触れて、
この考えは一変した。8月 10日の朝 9時頃、マチェ
ン（大武）の街（標高 3,735m）の北部のはずれジー
プに燃料を入れるためにガソリンスタンドに立ち
寄った時、近くの丘全体がチベット仏教のチョル
テンの群れに埋め尽くされ（写真 1）、大きなマ
ニ堂では、朝から、大勢のチベット人の人たちが、
マニ車に触れ、祈りの呪文を唱えながら、歩いて
いた（写真 2）。上海大学の羅二虎さん、総合地
球環境研究所の小坂康之さんと、上海から西寧

（シーニン）に、8月 5日に、入り、貴徳、甘徳、
興海の各県をざっと車でまわった。標高 4000m
を超えた台地に展開する、青い空にはためくチョ
ルテン、山の裾野の草原と稜線、テント、ヤクと
ヒツジやヤギの群れ（写真 3）、そして、白く聳
え立つ霊山（写真 4）。馬にまたがり、ヤクやヒ
ツジ、ヤギの群れを追う人（写真 5）、4000mを
越えた高地に展開する世界は、私や世界人口の大
半が住み、慣れ親しんでいる低地の都市的なるこ
とが文明である世界とは異なった「文明」の存在
を強く意識させた。ダライ・ラマをシンボルとし
たチベット仏教と山岳地形がつくる谷、峠、河川
にしっかりと根ざした生業と暮らしの様式がつ
くってきた在地に暮らし続けてきた人々の誇りの
ようなものが核となった、文明をかたどる「力」
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写真 1　丘全体がチベット仏教のチョルテンの群れ、マ
チェン（大武）の街にて（2008 年 8 月 10 日、筆
者撮影）

写真 3　山の裾野の草原と稜線、テント、ヤク（黒い点々）
とヒツジやヤギの群れ、（標高 4089m ＜ GPS で
の測定、以下同様＞、北緯 34 度 28.353 分、東経
100 度 24.027 分、からのながめ、2008 年 8 月 9 日、
筆者撮影）

写真 2　マニ堂のマニ車に触れ、祈りの呪文を唱えながら
歩く人々、マチェン（大武）の街にて（2008 年
8 月 10 日、筆者撮影）

写真 4　白く聳え立つ霊山であるマチェン・カンリ（アム
ニェ・マチェン）をのぞむ（標高 3929m、北緯
34 度 31.012 分、東経 100 度 04.081 分からのな
がめ、2008 年 8 月 10 日、筆者撮影）

写真 5　馬で、ヤクやヒツジ、ヤギの群れを追う、青海湖
にて（標高 3191m、北緯 36 度 51.111 分、東経
99 度 41.925 分、2008 年 8 月 13 日、筆者撮影）

や「制度」は、低地に対して際立った存在感を示
し、現在進行形の「文明の光」を放っていたので
ある。まさに、中国文明（それは現在では西洋文

明と置き換えても大意はかわらない）との武力を
使わない人間の誇りをかけた文明という「力」の
衝突であると直感的に理解することができた。だ
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からチベットの人々も、簡単に譲れないのであろ
う。

低地文明に外発的に意識させられた高地文
明
　チベット・ヒマラヤの高地は、地理的にインド
と中国の大国にはさまれている。このことは、西
洋文明の到来以前から、二つの大文明に絶えずさ
らされてきたことを意味している。中国とインド
の文明にはさまれたチベット・ヒマラヤ高地をア
ジア高地文明とくくることに、違和感を覚える方
も多いことだろう。川喜田二郎は、この地域の文
明をチベット文明とよび、文明をつくっている主
体的な人たちの文化の存在を重視した呼称を使っ
ている（注 2）。しかし、私は、この地域の文明
をチベット族という民族的な枠組みに押さえ込ん
でいくことに躊躇する。世界の現代文明が備えて
いる生態的特徴である低地に発生し、発展してき
たという点に対して、高地に生まれ、高地に限定
されて展開しているという特徴と、私がもっとも
驚き、尊敬の念すらもった、文明の源となってい
る「力」が、低地の大文明への反発力として持続
されてきたという特徴を見出し、敢えて、アジア
高地文明というくくり方をしたい。ここに西洋文
明、インド文明や中国文明との大きな違いを私は
見出している。私は、アジア高地文明の特質を都
市文明に見てはいない、むしろ農村文明（ここで
いう農村とは、前述したように Ruralであり、
Rural Civilizationである）に見ている。つまり、
文明ニッチというよりも、在地ニッチが外的な文
明ニッチの影響下で文明ニッチ化を余儀なくされ
てきたという冒頭で述べた仮説となるのである。
だから、アジア高地文明は、これまでの文明、な
かでも都市文明である西洋文明とはまったく異
なった魅力を発していることになる。私はそれを
前近代的文明だともしない、現代の文明の問題と
して設定したいのである。アジア高地文明は、都
市文明として発達してきたのではない。この視点
にたって、もう一度、チベット、アルナーチャル・
プラデシュでの自らの経験を振り返ると、その際
立った文明として特徴が見えてくるのである。

アジア高地文明のエッセンス―農村文明と
老人―と地域研究への期待
　私は、バングラデシュの村人や農業・農村開発
に関係する人々によって、一人の人間として人格
を鍛えられ、地域研究者としてもひとり立ちでき
るように様々なことを学んできた。そのために、
どうしてもバングラデシュを頭の片隅に置きなが
ら、物事を考えてしまう癖がある。チベットもそ
の例に漏れない。バングラデシュとチベットとの
関係は古く、チベット仏教の中興の祖とチベット
仏教徒から絶大な尊敬と崇拝の対象となっている
アティーシャ（注 3）は、980年に、現在のバン
グラデシュ、Vikrampurja県（District）にあった
と言われる Vikramapuraの Vajrayogini villageに生
まれたと伝えられている。ベンガルの人、アティー
シャが、絵画や像でチベット仏教の寺であるゴン
パやマニ堂にまつられている。青海省のマチェン
の街のマニ堂で絵画に描かれ、まつられていた（写
真 6）。11世紀の 1040年、60歳のベンガル人の
アティーシャは、ネパールに入り、チベットへと
ヒマラヤを越えた。そして、バングラデシュの故
郷の地に戻ることなく、老境の晩年をチベットで
過ごし、人生最後の力をしぼり出すように仏教復
興に力を注ぎ、73年間の生涯をチベットで閉じ
たのである。大学農学部を卒業し、バングラデ
シュ、ノアカリ県の NGOの農村開発事業に青年
海外協力隊員とし参加して以来、国際協力事業に
関わってきた私は、アティーシャの存在を知った
時のショックを忘れることができない。私は、ア
ティーシャを知る前までは、バングラデシュの素
晴らしさを伝える時、「ベンガルには、3つの英
知がある」と話していた。第二次大戦の戦後処理
を行った東京裁判でのパール判事、英国植民地政
府に果敢に挑んだチャンドラ・ボース、アジアで
最初のノーベル賞（文学賞）受賞者のタゴールで
ある。現代の 3英知は知られた存在であるが、そ
れに比べても、アティーシャの生きざまは強烈で
ある。抜きん出ているのである。悲しいかな、イ
ンド人として紹介されることが多いが、アティー
シャはれっきとしたベンガル人である。私がチ
ベットに惹かれる大きな理由の一つはアティー
シャをチベットごと是非とも理解したいのであ
る。チベットのラサから 1時間ほどの標高 4000m
くらいの場所に、アティーシャが滞在し、修行し
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たと伝えられている岸壁にへばりつく小さなゴン
パ（寺）群が大きな谷をつめたところにある（写
真 7）。周辺には、集落が広がり、私が、放送大
学の河合明宣さんと訪れた 2005年 8月～ 9月に
は、ヤクやヤギ、ヒツジが山に放たれ、谷筋の段々
状の畑では大麦とナタネの刈り取りの真最中で
あった（写真 8）。アティーシャの修行地を訪問し、
その足で、農具の聞き取りのために、直下の集落
を訪れ、一人の男性の老人にあった。自称 80歳
は超えているという。強い紫外線にさらされた顔
は年輪を刻んで、下界で接する老人から受ける印
象と異なっていた。言葉にうまく表すことはでき
ないが、確かな存在感が高地の風景に溶け込んで
いたのである（写真 9）。
　アティーシャがすわり瞑想の修行をしたと伝え
られる岸壁のゴンパの部屋からの眺めは、谷を一
望できた。アティーシャが日常的に見ていた風景
である（写真10）。この風景を見た時、アティーシャ
がチベットにとどまる決意をした気持ちが少しは
理解できたように思えた。チベットの魅力は、都
市にはないのである。谷と山、川がつくる農村風
景が文明として人を惹きつけていることを、本稿
を執筆している今は、確信できる。
　そして老人が、私の目に、ここでは存在感で輝
いてみえるのも不思議なほどである。残念ながら
現代の日本では、チベットのように、老人も農村
も輝きを放っていないように私には感じられる。
アルナーチャル・プラデシュで農業班のメンバー
が調査でお世話になっているチベット系のモンパ
族の出身のWangeさんが運営する旅行代理店の
Himalayan Holidaysの人物絵葉書は、男性も女性
も、年齢を重ねた人々であった。なぜ人物絵葉書
が若い男女でなく年齢を重ねた人なのか。私は、
Wangeさんには尋ねていないが、伝統的な衣装を
日常的に着用している人が老人に多いということ
も確かにあるが、絵葉書の被写体として、生き生
きと輝いていることが、もっとも重要な点なのだ
ろう。2008年 9月 4日に、京都大学医学研究科
院生の石本恭子さんと、二人で、アルナーチャル・
プラデシュ州West Kameng県 Dirang郡 Shangti村
で、60歳の独身の男性と 61歳の既婚の男性（と
もにチベット系Monpa族の人）に、「日本では年
を重ねた人が、年寄りと呼ばれたりすることを嫌
う傾向があるが、ここではどうですか」という趣

写真 8　ダク・イェルパの谷筋でみかけた大麦の収穫風景
（2005 年 9 月 2 日、筆者撮影）

写真 7　ラサから約 30km のところにあるダク・イェルパ
の岸壁のチョルテンやゴンパ群（2005 年 8 月 31
日、筆者撮影）

写真 6　青海省のマチェンの街のマニ堂で絵画に描かれた
アティーシャ（2008 年 8 月 10 日、筆者撮影）
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旨の質問を、同じくMonpa族で Dirang郡出身の
Pasangさんに通訳してもらうと、「ここでは老人
は尊敬されている」と年齢を重ねることは社会的
にも決してマイナスではないような返事をもらっ
た。Shangti村は水田とトウモロコシやソバの常
畑が広がるMonpa族のなかでも農耕民の Unpaと

呼ばれる人々が居住している（Unは畑または耕
地、Paは人、もしくは Dunpaとも呼ばれる。Dun
は定住する）。農耕民の世界では、水田や畑の境
界をめぐって揉めたりした時には、その仲裁や、
伝統儀礼のやり方については、老人のもっている
経験が重要であると説明してくれた。一方で、例
え年齢を重ね高齢になろうとも、世帯（家族）の
仕事をすることが重要で、老人に「仕事をしない
でいなさい」と言うことは、老人を馬鹿にしてい
ることと、老人には受けとられるという。96歳
のお婆さんは、ある場所への移動に 10回のうち、
3回は、歩いていくといって実際に歩いていくの
だと、Pasangさんは例をあげてくれた。限られた
見聞だけでは判断することは慎まなければならな
いが、農耕民のMonpa族では、老人は人生の最
後まで家族労働に従事することがよしとされてい

写真 9　ダク・イェルパの岸壁のゴンパ群の直下の集落で
出会った老人（2005 年 9 月 2 日、筆者撮影）

写真 10　ダク・イェルパの谷をアティーシャが修行した
と聞いた洞窟のゴンパから眺めた風景（2005 年
8 月 31 日、筆者撮影）

写真 11　アルナーチャル・プラデシュ州ディラング郡
の Bropa の若い夫婦（標高 3380m、北緯 27 度
19.058 分、東経 92 度 09.760 分付近、2008 年 9
月 3 日、筆者撮影）



文明観の再定義としてのアジア高地文明試論（安藤和雄）

― 168 ―

るようである。
　私たちが調査している Dirang郡は、高所（ほ
ぼ標高 3000m以上）で一年間移動牧畜に従事し、
高齢になったら冬場の定住村で年間を通じて定着
生活を行う、Monpa族の Bropaと呼ばれる人々が
いる（Broは遊牧、Paは人、写真 11）。彼らは高
所で、ヤクやヤギ、ヒツジの放牧を行い、乳を搾
り、チーズやバターを作っている。農耕民の
Unpaが低所（1500 ～ 2500m）に定住村や作り小
屋をつくり、移動牧畜には従事せず、以前は焼畑、
現在は、主に、一年を通して、里山（落葉性カシ、
マツなどの木々がはえている）から落葉を堆肥と
して畑にいれた常畑や、水田を耕作してきたこと
と際立った生業の違いがある。Pasangさんの話に
よれば、Bropaと Unpaの個別世帯は、特別な関
係で結ばれていて、Bropaからはチーズやバター、
Unpaからはトウモロコシ、小麦などが物々交換
されてきた。親戚付き合いとなっている場合もす
くなくないという（注 4）。Bropaの老人にはまだ
会ったことがないことと、Bropaの人々の暮らし
の中では、年老いた人々の経験がどれほど重視さ
れるかを尋ねていないので、現時点では何も言及
できない。ただし Bropaの人々は、老人と壮年世
代が高所と低所で別れて暮らさなければならず、
家族や社会での老人の役割は、恐らく Unpaとは
かなり違っていることは容易に想像できる。私の
目に映った老人の存在感は、農耕という生業がも
つものだけかもしれず、是非、Bropaの老人に直
接あって話しを聞きたいと次の調査を計画してい
る（注 5）。
　近代化である西洋文明では、農村や老人の存在
は薄く、積極的には、その社会的価値が評価され
ていない、と言っても、過言ではない。しかし、
アジア高地の私の限られた訪問地での経験を振り
返ってみても、農村（Rural）と老人が、現代文
明を謳歌しているアジア低地での扱いとは異なっ
ていることを指摘できる。それは一時代前の日本
の農村の姿に重なるところもあるが、アジア高地
文明のエッセンスは、農村と老人に集約されてい
くと思えてしかたがないのである。本プロジェク
トは、都市ではなく農村を、老人を総合的に理解
し、閉塞感が漂っている低地の現代文明がつくり
だした地球環境問題や、開発、貧困、民族対立な
ど諸問題を克服していくための文明的なメッセー

ジを高地の文明に学ぶ試みである。本プロジェク
トの農業班の研究のメインは、ヒマラヤ東部とい
う地域に焦点をあてた地域研究である。老人と農
村から文明のエッセンスを学び、それを現代文明
の環境問題解決の糸口にしていこうという課題設
定は、地域理解に終始しがちなオーソドクスな地
域研究の総合テーマにはない新鮮さを感じてい
る。高地、農村、老人のキーワードから、本稿を
結ぶにあたり、宮本常一の大切していた 10ケ条
からなる父の教えの第 10条を思い起こしている。

　人の見のこしたものを見るようにせよ。そのなか
にいつも大事なものがあるはずだ。あせることはな
い。自分の選んだ道をしっかり歩いていくことだ（注
6）。

　宮本常一は自分の足で日本の村々をくまなく歩
き、離島振興に尽力した。それを支えたのが、近
代化によって社会の片隅に追いやられようとして
いた日本全国の老人から学んだ知恵であった。本
プロジェクトが、宮本常一の実践を重んじた研究
者哲学の環境問題への大きな展開の一歩となれれ
ばと願っている。

注
（注 1）ジャン－ベルナール・シャリエ（有本良彦・
田辺　裕　訳）『都市と農村』（文庫クセジュ 408、
白水社、1966、参照したのは第 10刷 1980年発行
版）は、たまたま、手にした 1冊の文庫本である。
シャリエは、フランス人の地理学者であり、他の
学者は異なる意見をもっていることも大いに予想
されるが、文庫クセジュの出版意義に照らして、
少なくとも 1960年代のフランスでは、本書で述
べられている都市、農村、文明に関するシャリエ
のような捉え方は、影響力をもっていたのだろう。
もっとも明確にシャリエの考えが述べられている
のは「第 1章都市と農村・対立と連帯」（p10 ～
45）の章である。その中の「Ⅰ対立」に下記の文
章がでている。

2　農村の無気力性、都市の活動力―いたずらに命
脈を保つことが農村の宿命であり、革新することが
都市の宿命であるかのように、いっさいが運ばれる。
蒸気機関からテレビにいたるまで、新しいものはみ
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な、都市からやってきた。M・デリュオはうまくいっ
ている。「都市はある生活様式を入念に作りあげる。
その諸要素の多くが、いくらかおくれながら、農村
にとり入れられていくだろう。」
　これは思想や文化的に新しいものについても同様
である。キリスト教（異教徒 Paganus-異教徒 PaÍen-

農夫 Paysan）、イスラム教、ルネサンス、宗教革命、
社会主義等々を最初に受けいれたのはみな都市的な
生活の場であった。こうした文明の諸要素を、都市
は農村へ伝播させたが、そのばあいには、多かれ少
なかれ、抵抗と無気力とに出会うのであった。―そ
して、農村でいちばん邪魔だての少ないところとい
えば、じつは都市にいちばん近いところなのであっ
た（「邪魔だて」の意味が明確ではないが、恐らく、
文明の要素の浸透に障害となる、という意味ではな
いかと思う：筆者の注）。
　じっさい、文明はみな、都市が生んだものである。
都市的水準より下には、民族学者によって用いられ
ることのある定義を使うなら、「文化」、つまり、ほ
とんど永遠に同じままで存在しつづけるという性質
をもつ物質的・精神的な諸形態が、認められるだけ
である（下線は筆者による）。歴史上最初の文明―
シュメール、エジプト、インダス川流域の諸地方―
はみな、すでに都市的水準に達していた社会が入念
につくり上げたものであるし、ギリシャ文明も古代
ギリシャのシュノイキスモス（集住：ギリシャ語で

「集まり住むこと」を意味し、古代ギリシャ人によ
れば、彼らのポリスはすべてこれによって成立した
ものであった。＜本文の注＞）の子であり、また、
ヘレニズム期の君主たちも、明らかに都市という基
盤の上に、ギリシャとオリエントの総合を進めるの
である。そして、ローマの興隆期は帝国内に多くの
都市ができた時期にあたっている。
　これに反して、ローマ帝国の末期に、農園に貴族
たちが力を入れるようになると、ラテン文化は消滅
する。すでにギリシャ人が知っていたことであるが、
思想は他の思想との接触から、したがって人間が集
まってくることから生まれてくるのだということに
よる。孤立は人間の進歩によくないのであり、孤立
は保守性しかつくりださないのである。そして、じっ
さい、農村は保守的である。農村では古風なしきた
りが、みないつまでも温存される。政治面において
も、農村は、都市の時代の動きを十年か二十年おく
れて再現する。そこから、いろいろな劇的な結果を

伴う局面の転換がおこることになる。フランスでは
たとえば 1848年や、パリが「農村議会」（＜本文注
＞略）と衝突する 1871年がそうである。六月事件（＜
本文注＞略）やパリコミューンのドラマはまた、地
方がパリを理解できず、農村が都市を理解できな
かったドラマでもある。これと反対に、1900年ご
ろには、農村が急進的になるが、これこそ共和国の
もっとも確実な担い手なのである。
＜中略＞
　しかし、こんにち、歴史の歩みはしだいに速度を
ましており、それはまた、都市－農村の接触が速度
をますことを意味している。農村の古いやり方には
逃れ場所がもうほとんどなくなっている。ブラック
アメリカでも、古い部族構造は都市化の前に崩壊す
る。「部族の内部から都市に向かって、黒人の流れ
が切れ目なく出ていった。そこで、彼らは、部族生
活の土台をなし、それを意味あらしめていたものか
ら離れてしまい、自分たちの古い習慣をすてさって、
新しい習慣をとり入れたのである。」こんなぐあい
に、A・パットンは、アフリカ南部での都市化のド
ラマを書いた。もちろん「都市化」がいつもこれほ
ど劇的だとはかぎらないが、都市と農村とは、常に
異なった、強い意味での習慣、存在の様式をもって
いるのだから、都市化が何の損傷ももたらさないな
どということはめったにないのである。（p13 ～ 16）

　そして、「Ⅱ連帯」では、都市と農村の接触と
西洋文明の特徴が述べられている。

1　接触―じっさい、都市が自分の中に完全に閉じ
られていることは決してない。都市が、その農村部
にかこまれながら真の「嚢胞」として行動すること
は決してないのである。しかしながら、都市とその
農村との結びつきは、いろいろな程度にゆるめられ
ることもあるのであって、この結びつきの性質と強
さによって、都市を類型化してみる場合の最も確実
な基礎をおくことができるのである。
＜中略＞
　ヨーロッパでも、山奥の谷、「新しいものの考え
方や、工業化が農村生活に対してひきおこす大変動
をまだ知らない世界の一隅」（H・イスナール）には
人里離れた多くの村がまだなくならないでいる。け
れでも、全体としては、ブローデルのことばを借り
るなら、このように広汎に都市文明が農村の原始的
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「文化」をとらえることができたのは、ヨーロッパ、
とくに「西欧文明」の大きな成功であった。都市の
文明は、ヨーロッパでは他のどこよりも、農村世界
にはっきりした反響をひきおこしている（下線は筆
者による）。都市と農村とがたがいに影響しあって
おり、一方なくして他方を理解することができなく
なっている。（P27 ～ 29）

　上記から、西洋文明（引用では西欧文明）にお
ける文明は都市に生まれ、農村を都市化していく
ことに他ならないことがよく理解されることだろ
う。農村の都市化ないし、農村に住む人々に都市
に目を向かせることができたのは、西欧文明の大
きな成功であったというシャリエの指摘している
ことは注目に値する。いみじくもシャリエが書い
ているように、西洋文明は都市文明であり、農村
文明ではないのである。グローバリゼーションと
いう世界全域の近代化あるいは西洋文明化は、農
村が核となった各地域に固有なものをぶち壊して
いく営みであると言えよう。シャリエは、これが
西洋文明の大きな成功といっているが、私には大
きな皮肉としか映らない。西洋文明の病理的性格
ではないだろうか？文明＝現代文明＝都市文明、
という世界に定着させてしまった常識を打ち破る
可能性をもっているのが、アジア高地文明だと考
えている。

（注 2）本稿を執筆するにあたり、ヒマラヤ・チベッ
ト地域に関する文明論的記述の文献をあさってい
て川喜田二郎著作集第 11巻『チベット文明研究』

（中央公論社、1997）にであった。川喜田も当初
から文明という言葉をチベット文明に与えていた
わけではない。第 11巻の「第Ⅲ部　チベットの
文化生態学」の「チベット文化の生態学的位置づ
け」の章（P273 ～ 336）（初出　川喜田二郎・梅
棹忠夫・上山春平編『人間―人類学的研究』1966
年 8月中央公論社）で、「チベット社会の生成と
展開」で、以下の書き出しで、チベット文化を定
義している。

チベット社会の自然的基礎
チベット文化はアジア高文化の一タイプであり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、そ
4

れは部族文化のレベルにあるものではない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（点は本
文）。この社会文化統合体の生成を考えるうえに、

チベット高原の広漠たる規模の大きさと、それがア
ジアの中央部を占める位置づけとは、根本的な重要
性をもつ。さらにその冷涼乾燥、そして希薄な大気
が大きな意味をもつ。＜以下略＞（P273）

とし、「チベットに隣接する諸高文化―そのタイ
プ・分布・環境的基盤」で、アジア高文化の種類
を以下のように述べている。

チベット高文化、あるいはそれを含むシャーマニス
ティック高文化に隣接するのは、イスラーム高文化、
中国文化、および、ヒンズー高文化である。＜以下
略＞

同書の「ヒマラヤへの技術協力を通して考えたチ
ベット文明」（P515 ～ 524）（初出『チベット文化
研究会報』第 10巻 2号 1986年 4月、チベット文
化研究所）には、チベット高文化ではなく、チベッ
ト文明が使われている。そして、同書の「第 11
巻へのあとがき」（P527 ～ 541）の中で以下のよ
うに述べている。

国家観・文明観・世界観
　まずもって、チベット社会は素朴社会のレベルに
あるのではなく、もう一段高い文明級の社会である。
ただしここにいう「文明」は、すでにのべたように
前近代的文明としてパターンとして完熟し文明圏を
なしたものを指す。近代化というのはこの基礎の上
に最近急激に発展し始めたものにすぎない。それは
もうグローバルなスケールのものであるが、成熟度
からすればまだまだ未熟である。だから完熟した意
味での「近代文明」など、どこにもないのだ。この
こと自体が、少なくとも私（川喜田：筆者注）にとっ
て大発見であった。
　チベット文化が文明級だということは、ヒマラヤ
近辺を見れば判る。この著作集でも再三触れたよう
に、ヒマラヤ土着の素朴文化を持った諸民族は、海
抜 2000 ～ 2500メートルを境に、低い南半ではヒン
ズー文明を、高い北半ではチベット文明を受け入れ
つつあったのである。そして日本の神仏混淆やカナ
交じりのように、重層文化を形成している。
　チベットは遠い過去、つまり七世紀前後から、主
としてヒンズー文明を受けいれ始めた。そして、い
つ頃を文明としての完熟期と見るかは難しいが、私
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（川喜田：筆者注）はダライ＝ラマ第五世の頃（17
世紀）と考えてはどうかと思っている。しかもチベッ
ト帝国として隆々と栄えたのは 7世紀から 3ケ世紀
ぐらい昔である。それから仏教の立場からする「暗
黒時代」がやってきて、それを通過してやっと仏教
チベットとして完熟したのである。
　多少チベット語を勉強した人なら、誰でも知って
いるお話である。それなのに、チベットは未開野蛮
で世界の屋根に孤立しているかのような日本人の

「常識」は、いったいどこから生まれたのか。＜以
下略＞

さらに続けて、

文明の衝突
＜前略＞
　最近、サミュエル・ハンチントン（Samuel 

Huntington）教授が「文明の衝突」という危惧を述
べたことについて、あちこちで話題になっている。
＜中略＞
　私（川喜田：筆者注）にいわせると、チベットと
中国との衝突が、その文明間衝突の第一号というべ
きものなのだ。それなのに、『歴史の研究』で有名
な A・J・トインビーでさえ、その膨大な本のどこ
にも触れられていないぐらいにチベットを見落とし
ている。
　そしてそのチベット問題が暴力と詭弁のエスノセ
ントリズムで葬り去られようとした時、かつてチ
ベット人との魂の会話を交わしてきた私は、いても
たってもおられない思いで、対社会的にいささか強
硬な発言をした。そのために、イベット・ジローと
かをもじって「チベット二郎」というあだ名でつけ
られてしまった。＜中略＞　チベット問題を端緒と
して、実はさらにグローバルな嵐がおこりそうであ
る。それは冒頭にも触れた世界観の大転換という問
題である。西欧近代文明のエートスのなかで、その
ままグローバル化がおこると、たとえば個人の尊厳
とか個人の人権だけのグローバル化ばかりが、あた
かも錦の御旗のように扱われる。＜中略＞
　何が問題なのかというと、個人すらも生命を持つ
たくさんの細胞が何段階か編成された生命体である
し、民族や文明圏、さては生物共同体も高次元の生
命体なのだということである。つまりこの世はそも
そも、そういう生命の多重構造をもち、そこで創造

と保守の循環的葛藤のなかにそれらの伝統体が生々
流転するのだという世界観が問われねばならない。
＜以下略＞

　以上、川喜田二郎のメッセージは明確である。
細部においては違う意見もあるが、大筋において、
私が青海省で直感的に捉えたことを川喜田二郎の
メッセージの中に発見できた。恐らく、現場にた
てば誰もが直感的に理解できることなのだろう。
高地文明研究が是非ともやり遂げなければならな
い課題は、少なくとも、現代の日本人の文明観な
り世界観を西洋文明観から解き放ってやる、誰も
がある程度納得できる文明の再定義である。その
ための地道な調査研究の積み上げであることを確
信した。

（注 3）詳しくは、BANGLAPEDIA（http://banglapedia.
search.com.bd/HT/D_0238.htm、2009 年 2 月 15 日
を参照）。英語表記では Dipankar Srijnan, Atishが
フルネームで 980年～ 1053年に生涯をおくった
と言われている。

（注 4）Dirang郡では、通訳の Pasangさんの話し
では、領地は、Unpaの特定のクラウンが所有し
ているので、Bropaの人々は、領域内で放牧の許
しを得ているという社会慣行が成立しているとい
う。また Bropaの人々の扱う家畜には国境はいま
だ存在せず、山道によって、ブータンとの家畜の
交換、ブータンとの婚姻関係は今なお継続してい
る。Unpaの人々の暮らしの変容はグローバリゼー
ション思想や制度の波の影響を受け、著しいもの
があるといわれている。たとえば、貧困問題撲滅
のために導入された米の配給制度により、Unpa
の人々の主食は、トウモロコシ、ソバから米へと
近年変化した。
　生活習慣病や風土病などの著しい発生はいまだ
問題になってはいないようであるが、Bropaと
Unpaの人々では、高齢時には、顕著に体の障害
が異なると地元では言われている。Bropaの人々
は、目の障害を、Unpaでは、体の節々の痛みが
老人によって訴えられているという。どうも、
Bropaと Unpaでは、暮らしの様式の異なりから
くる長年の蓄積から老年になると異なった健康問
題が意識されるようである。農業班は、＜暮らし
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といのち＞をテーマにした総合調査に、Dirang郡
での Bropaと Unpaの暮らしと社会の比較研究を
中心課題に据え、開発＜グローバリゼーション＞
が引き起こしている高所の Bropaと低所の Unpa
の暮らしと社会、健康の問題の実態を、Bropaと
Unpaの村において広域かつ集中的に調査村を設
定することで、事実として明らかにしていきたい
と計画を進めている。

（注 5）本稿の最終原稿を、月原 敏博さん（福井
大学教育地域科学部）、大西信弘さん（京都学園
大学バイオ環境学部）に読んでいただき、きわめ
て有益なコメントをいただいた。記して感謝致し
ます。特に、チベット社会を長年に渡ってインド、
ネパールでのフィールドワークから、調査されて
きた月原さんから、私のアジア高地文明試論につ
いて、今後、実証的に考えていかなければならな
い、大きな課題をいただいた。詳しくは、本特集
に掲載されている月原さんとの往復書簡『安藤論
文「アジア高地文明試論」をめぐる往復書簡』を
参照されたい。月原さんのコメントから、私のア
ジア高所文明論はまだまだ試論の域をでていない
ことがよく理解されることだろう。ただし、チベッ
ト＝ヒマラヤ語派を話す人々やチベット＝ビルマ
語派を話す人々が暮らす土地を訪れた印象はぬぐ
い難く、本稿を、高所プロジェクトにおいて「高
地文明論」が活発になるための契機となればと思
い、まだまだ事実の収集と、考察への議論が決定
的に不足しているにもかかわらず、あえて、現在
の私の考えをまとめてみた。月原さんのコメント
の中で、老人評価については、私も Bropaに、儒
教に染まっている中国人（漢民族？）とは異なる
ような、月原さんの指摘の内容があるのではない
かと、予想している。私は老人の社会的評価につ
いては、生業や暮らし方の文脈の中で、じっくり
と調査をする必要があると痛感している。私自身
も、儒教的な敬老の精神を、諸手をあげて賞賛す
ることには躊躇する。儒教の敬老と孝行の精神は、
社会制度化された習慣であり、個人としての老人
の存在をどれぐらいうやまっているかには、私は
疑問を感じている。敬老や勤勉が儒教の世界では

「制度化」されているからだ。恐らくそれが中国
文明の重要な要素の一つなのだろう。しかし、私
がチベットで直感しているのは、老人を社会的に、

制度的に敬う、重苦しさではない。仮説的だが、
現地に足を踏み入れた者の直感として言えること
は、あえて表現するなら、個人の自由さの中で老
人の存在が輝いているのではないかと、予想して
いる。これは、アルナーチャル・プラデシュ州の
標高約 2000mのアパタニ谷の Ziroに住む、水田、
常畑、Blue Pine、竹林の里山が美しいチベット＝
ビルマ語族系のアパタニ族の老人にも感じたこと
である。通訳をしてくれたアパタニ族 Hari村の
Komoさんの父は、70歳はゆうに超えていた。父
上に案内をたのみ、水田の畦を歩き、里山まで案
内してもらったことを思い起こしている。軽やか
な身の動きには、ついていくのが精一杯だった。
とにかく軽やかなのだ。また、父上には、寡黙な
なかに「年輪をへてきた者の誇り」のような雰囲
気も感じることができた。儒教的な敬老や孝行の
雰囲気とは無縁のものだった。今後、是非、取り
組んでいきたい課題である。

（注 6）佐野眞一『宮本常一が見た日本』NHK出版、
2001：35。第 10条につづいて、佐野眞一は、以
下のように、説明している（同上　文献）。宮本
常一が大切にしていた人生の哲学であり、研究活
動の指針が、第 10条であったことが、よく理解
できる。

　これは（十ケ条にわたる父の教え：筆者の注）、
宮本の回想的自叙伝『民俗学の旅』にも全文紹介さ
れ、『家郷の訓』のなかにもエッセンスが引用され
ている。それだけ宮本の心のなかに強く刻みこまれ
た言葉だった。最後の言葉は、後年宮本が教え子た
ちによくいった言葉でもあった。
　民俗学とは、すぐれた庶民の叡知を発掘する仕事
でもある。後年、宮本が文字をもたない民衆のなか
に入り、口承のなかに庶民の結晶のような言葉を求
めていったのも、父・善十郎の十ケ条の教えが宮本
のなかに強烈な印象として残ったためだろう。
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Summary

Essay on Asian Highland Civilization As An Alternative Civilization: 
Expectation of Area Studies in Eastern Himalaya

Kazuo Ando

Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

    The ZAICHI Niche or “Niche to exist locally” is the land where the local people make up the core of a local 
system lives. The ZAICHI Niche of the “Asian High Altitude” has been interacting with the Lowland Civilizations 
such as China and India since ancient times. Accordingly, group of ZAICI Niche has developed the Highland 
Civilization as an upper structure for institutions such as “Nation”, “Locality” and “Region” to act as the “inner 
counter-pressure” against the “outer presser” coming from Lowland Civilization, which has tried to assimilate the 
people of the Asian High Altitude.
    This paper explains why the concept of GENDAI NO BUNMEI or Modern Civilization in Japanese ( ＝ Western 
Civilization) means the urban civilization of the “Rural”. It discusses this process based on my experience of 
listening to the peoples of the natural landscape in Qı－nghˇi of China as well as observing their lives. Finally, it 
argues that the essence of Asian Highland Civilization cannot be explained by traditional civilization concepts 
like Urban Civilization, but it is better considered in from the perspective of “Rural Civilization” and the “Aged 
People”.
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