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多文化主義におけるエスニシテ ィの編成
一 ・「フォーマル ・エスニシティ」 とシンガポール 「多人種主義1

鍋 倉 聰

はじめに

第三世界の新興諸国は、独立を達成して以来数十年の問、ナショナリテ ィの創出に努め

て今 日に至っている。その過程で、国家の領域内にエスニック集団が複数存在 し各々に対

する原初的愛着が存在 し続けることは、ナショナリティの創出を妨害すると考 えられるこ

とが多かった。例えば、 「新興諸国は、原初的愛着に基づいた深刻な人心の離反をきわめ

て受けやすい」(ギ アツ1963→1973:259ニ1987:118)と'し たかつてのギアツがその典型

である。それ以前から国民統合に取 り組んできた先進諸国においてもまた、国家の領域内

にネイシ ョン以外 に複数のエスニ ック集団が存在することが問題 とされるようになった。

これらエスニ ック集団の存在は、人種暴動や民族紛争など多 くの問題が生 じる原因と、見な

され、国民統合の足枷 となると考えられてきた。つまり、新興諸国において も、先進諸国

においても、エスニック集団の存在は、ナショナリティの創出 ・育成のメカニズムにとっ

てマイナスに作用すると考えられたのである。このような考 え方に基づいて、エスニシティ

研究が発達 してきた。

しかし、こうした中で、国家の領域内における複数のエスニ ック集団の存在 を、ナショ

ナリティの創出 ・育成にとってマイナスであると見なす どころか、逆にむ しろ政府がナショ

ナリテ ィの創出 ・育成に積極的に利用 しているユニークな例が存在する。 「多人種主義

(Multi-racialism)」 と呼ばれるイデオロギーに基づいた、シンガポール政府による一連

のエスニ ック政策である。シンガポールでは、 「華人」 「マ レー人」 「イン ド人」 「その

他」 という政府公認の 「人種」Pの 生成 を政府 自らが積極的に推進 し、,こ れ ら四つの 「人

種1の 調和を政府自らが演出 し、住民に四つの 「人種」のいずれかに属することを強制す

ることによって、ナシ ョナ リティの創出 ・育成を促進 している。シンガポール政府にとっ

て、 「人種」/エ スニ シティは、ナショナリテ ィの創出 ・育成 と同 じメカニズムで働いて

いると言えよう。

ここでシンガポールの 「多人種主義」 に注目するのは、そのユニークさのためだけでは
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ない。シンガポールの 「多人種主義」やエスニシティをめぐる諸問題は、単にシンガポール

という限られた領域における特殊 な問題ではな く、エスニシティや多文化主義(Multi-

culturalism)に ついての議論をさらに展開 してい く上でのポイン トが含まれるからである。

近年、マイノリティのエスニシティやエスニ ック文化を政府が公認 し保護すべ きだとする

考 えが広 まり、多文化主義の名の下、こうした考えに基づいた政策がカナダやオース トラリ

ァなどで行 われている。政府側からのエスニシテ ィに対する積極的な働 きかけという点で

は、シンガポールの 「多人種主義」 と共通 している。 シンガポールの 「多人種主義」では、

政府 との関係の下で編成されるエスニシティをめぐる課題や問題点が明確に示されるのであ

る。

エスニシティや多文化主義については、'研究が進み、多様なアプローチがなされてきた。

しかし一方で、アプローチが多様化するあまり、議論が混乱 しているのも事実である。そこ

で、本稿では、はじめに、エスニシティ理論一般 を整理 した上で、そのポイン ト及び問題点

を明らかにする。その上で、シンガポールの 「多人種主義」及びエスニシティを、多文化主

義におけるエスニシティの編成 という文脈の下、より広い枠組みで考えていきたい。

1エ スニシテ ィ理論の検討

1-1エ スニシティについて

「エスニ ック(ethnic)」 を名詞型にした 「エスニシテ ィ(ethnicity)」 は、比較的新

しいことばであ り2)、 「エスニシテ ィ」 という語を用いて活発に議論 されるようになった

のは、ようや く1960年 代末か ら1970年 代にかけてのことであった。その背景 として、単純

な近代化論が覆されたことが挙げられる。エスニック ・コンフリクトの噴出という現実を目

の当たりにして、近代化にともないエスニック集団はより高次のネイションに一元的に統合

されるという単純な近代化論が覆され、それにかわる考え方が求められるようになったので

ある(李1985:191-192)。

こうして、196Q年 代末以降、エスニシティについて様々な議論が展開され、今 日に至っ

ている。そこで最大のポイントとなったのが、エスニシティをどのように捉 え、どのように

アプローチしていくのか、ということであった。本稿では、まず、近代化論以後のエスニシ

ティについての議論を、六つに区分 し三組にまとめて整理 し、各々のポイント及び問題点を

明らかにする。三組 とは、主観的アプローチ/客 観的アプローチ、原初的アプローチ/用 具

的アプローチ、連続的アプローチ/非 連続的アプローチである。以上三組のアプローチは、

それぞれ、1970年 代、70～80年 代、80年 代以降 を代表するアプローチだと言えよう。

なお、近代化論以後のエスニシティ論では、自説の正当性を際だたせるために、近代化論

Kyoto Journal of Sociology V/December. 1997



鍋倉:多 文化主義におけるエスニシティの編成 153

を引用 し、これを批判することがよく見 られるが、ここでは、そのパ タンはとらない。 と

いうの も、本章の目的は、近代化論 と近代化論以後のエスニシテ ィ論 とを比較することで

はなく、近代化論以後の様々なエスニシティ論を比較検討 した上でその問題点を明らかに

することだからである。

1-2主 観的アプローチ と客観的アプローチ

1960年 代末以降エスニシティについての議論が活発になった要因の一つに、バル トの論

文(バ ル ト1969=1996)が ある。それまで、エスニック集団は、言語 ・宗教 ・慣習 ・出自 ・

八種 などの属性 を共有する集団 として解釈 され、それらの属性は客観的に観察できる、と

されることが多かった(竹 沢1994:16)。 バル トは、 これに異議を唱え、 「エスニ ック集

団は、行為者自身による帰属及びアイデンティフィケーションのカテゴリーである」 とし、

成員の主観的な帰属とアイデンティティを概念の中心に据 えたのである。さらに、 「研究

の重要な焦点は、それが取 り囲む文化の中身ではなく、集団を規定するエスニック境界 と

なる」と述べ、エスニック集団間の境界の重要性を指摘 した(バ ル ト1969:10、15=1996:

26,34)a

バル トのアプローチは、客観的に観察できる属性 よりも、む しろ集団の成員の主観的な

帰属意識やアイデンティティを重視する 「主観的アプローチ」であ り、従来のアプローチ

とは大きく異なっていた。これはエスニシティ研究に大 きな影響を及ぼ し、主観的アプロー

チは、1960年 代か ら1970年 代初頭 にかけて、支配的なポジションを占めるようになったの

である(vandenBerghe1978:401)。 これに対 して、エスニック集団を、言語 ・宗教 ・

慣習 ・出自 ・人種などの属性 を共有する集団として解釈 し、それらの属性は客観的に観察

できる、 とするアプローチは、 「客観的アプローチ」 と言 うことができる。

1970年 代以降 しばらく、主観/客 観がエスニシテ ィについての議論の一番重要なポイン

トにな り、主観/客 観という二分法にしたがって議論 されるようになった3)。 その典型的

な例が、イサ ジフである。イサジフは、客観的アプローチ と主観的アプローチとを区別 し

た上で、エスニシティについての様々な定義 を検討 した。エスニック集団の構成要素 とし

て用いられている文化的属性を抽出し、客観的アプローチに従い、エスニシティを 「同一

文化 を共有する人々からなる非自発的集団」だと 「一般的に定義」 したのである(イ サジ

フ1974:115-121=1996:81-91)。

しか し、イサジフは、このように客観的アプローチに従いながらも、その後で、北 アメ

リカのエスニシティを定義するにはそれでは不十分だとして、 「同一の非自発的集団に属

すると自らアイデ ンティファイする、そして/あ るいは、他者によってアイデ ンティファ

イされる人々の子孫」 という主観的アプローチに従 った 「特別な定義」 を付 け加えなけれ
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ばならなかった(イ サジフ1974:122ニ1996:93)。 このことは、客観的アプローチと主観

的アプローチ とが、ともに単独では不十分なアプローチであることを示 している。それで

は、両者は、 どのような点が不十分 なのであろうか。

まず、客観的アプローチには、李の指摘 した次のような欠点がある。エスニック集団を

限 られた属性群によって固定的に規定 して しまうので、集団の変動過程が十分に捉 えられ

ないという欠点、属性が衰退 してきているにもかかわ らずエスニック集団のメンバーシッ

プが強調されエスニシティが活性化 しているという事態を説明することがで きないとい う

欠点である。 また、客餌的属性がい くら共有 されていても、成員に所属意識が欠如 してい

れば、その集団はエスニ ック集団 とは言えないにもかかわらず、その点 を客観的アプロー

チは捉 えることがで きないとい う限界がある(李1985:195)。

一方、主観的アプローチには、成員の主観的定義に頼るとあ らゆる集団がエスニ ック集

団にな り得ることにもな りかねない、という問題がある。 「これは、軽率に、主意主義

(voluntarism)の きわみにまで導かれて しまう」(Hobsbawm1990:8)。 また、エスニ

シティをめぐる関係にも、冗談を言い合ったりする関係から血を流す関係まで様々なので

あるが、 「エスニシティをアイデンティティの認識として定義すると、エスニシティの[こ

うした]程 度の違いを覆い隠 したり、あるいは、無にしさえしてしまうのである(Cohen

1974)o

このように考 えていくと、結局、 「エスニック集団やエスニ ック ・アイデンティテ ィに

関するすべての定義は、主観的 と客観的双方の要素で構成されていなければならない」(ロ

イス1982=1996:213)と いう当た り前の結論に落ち着いて しまう。そ して、客観的アプ

ローチと主観的アプローチというように二分法式に考えるのは、ほとんど役に立たないば

か りか、多 くの研究者の思考を害する(vandenBerghe1978:401)と いう意見が当然

出てくる。こうして、主観/客 観の二分法は、エスニシティについての議論の主要な論点

ではな くなっていった。客観的アプローチには、エスニック集団を固定的にしか捉 えられ

ないという問題があ り、主観的アプローチには、エスニック集団 と他の集団の区別がつ ぎ

に くいという問題があったのである。

1-3原 初的アプローチと用具的アプローチ

前節の最後に取 り上げた問題点 を踏 まえて、1970年 代から80年代 にかけて、先の主観的

アプローチの変動性を活かしつつ、エスニック集団が他の集団とはどこが違うのかを明 ら

かにしようとする新 しいアプローチが現れるようになつた。この新 しく出てきたアプロー

チについては、エスニシティは非合理な感情的紐帯 を基盤 としていると見なすアプローチ

と、エスニシティは付帯現象に過 ぎず現実には利益集団として機能 しているとするアプロー
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チとに、大 きく分けて考えることがで きる(竹 沢1994:18)。 実際、このように二つのア

プローチを区別分類 し対比 させるのが、1970年 代から80年 代にかけてのエスニシティ理論

において最 もよく見 られるパタンであった4)。 本稿では、前者を 「原初的アプローチ」 と

し、後者を 「用具的アプローチ」とする。

まず、原初的アプローチについては、そもそ も 「原初的(primordial)」 という語を初

めて用いたのはシルズであ り、ポス ト植民地時代の新興国家の政治生活において、所与と

して受けとめられたアイデンティテ ィについて議論するのにこの語を用いたのが、ギァッ

であった(Keyes1976:211)。

ギアッは、 「原初的愛着(本 源的紐帯、primordialattachment)」 を、 「社会的存在

の 「与件」から生 じたもの」 と定義 した。これは、 「主 として直接的接触 と血縁関係 を意

味するが、さらには、特定の宗教集団に生まれたということ、特定の言語、場合によって

はその うち一方言 を話す ということ、あるいは特定の社会慣習に従 うといったことに由来

する所与性 を意味する」。 「血とか言語 とか慣習 といったものを同 じくするということは、

それだけで、口では言い表せない時には圧倒的な強制力をもっていると考えられ」、 「そ

うした結びつきは社会的相互作用から生まれるというよりは、むしろ自然な 人によっ

ては精神的なと言 うのであろう 親近感から生 じるように思える」のである(ギ アッ

1963--1973:259-260=1987:118-119)a

同様に、アイザ ックスは、 「一般的に大ざっぱに 「エスニック集団」 と呼ばれるものに

所属することから派生するアイデンテ ィティ」である 「基本的集団アイデンテ ィテ ィ」 を、

「「原初的な親近と愛着」と呼ばれるものから構成 されている」 とし、 「人間が生まれな

がらに してもっているか、生まれたときに身につけるか したものから成 り立 っているアイ

デンテ ィテ ィである」 とする(ア イザ ックス1975:29-30=1984:42)。 また、デ ィボス

は、 「エスニシティとは、そのもっとも狭 い意味では、過去 と連続 しているとい う感情、

ある人の自己定義の本質的な部分 として維持されている感情である」とし、 「エスニシティ

は、特別な過去の遺産に方向付けられている」 とした(DeVos1975:17-19)。 その他 に

も、カイズは、 「エスニ ック集団は、出自(descent)集 団の一 タイプとして認識されなけ

ればならない」 として、出自を出発点にして議論を進めた。カイズにとって、エスニシティ

は 「出自を文化的に解釈 したもの」である(Keyes1976:208、1981:5)。 さらに、ヴァ

ン=デ ン=バ ーグは、エスニ ック感情を 「kinselection(血 縁選択)の 拡大」だと見なし、

エスニック集団を 「血縁選択の延長 として発達 してきた」 とした(vandenBerghe1978:

403-405)o

一方、用具的アプローチは、人類学の分野ではA.コ ーエ ンらが担 い手とな り、また、

政治社会学の分野ではヘ クターらが担い手 となって発達 した。
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A.コ ーエ ンは、政治関係や経済関係 と相互に関連づけてエスニシティを研究すること

を主張する。彼によれば、エスニシティは、 「何 らかの理由で自分たちをフォーマルに組

織化できないような利益集団の組織的機能をはっきり言い表わすために用いられる」。 し

たがって、 「都市におけるエスニ ック集団の形成には、関係や習慣のダイナミックな再編

成が含 まれ、これが文化の保守性 ・継続性の結果ではないのではないことは、明らかであ

る」(Cohen1974)。

また、 「先進産業社会でエスニックアイデンティティが維持 されることの説明を求め、

このような感情を支えるような構造的要因について研究 した」のが、ヘ クターである。彼

によると、中核地域 と周辺地域 との間の格差が 「文化的分業」5)を生 じる。そ してその結

果、周辺地域出身者が 「自分たちの不利益はエスニックの特徴のために起 こるのだ」 など

と考えるようになった り、 「雇用者の方でも、文化的に特徴のある集団の方が、エキゾチ ッ

クでない土着の労働者 よりも、訓練するのが困難なことに気づ くようになる」などして、

エスニックアイデンティティが確立 し、エスニ ック間の敵意のレベルがエスカレー トして

い く。 したがって、 「現代におけるエスニシティの起源は、究極的には、資本主義の世界

経済における不平等に由来 している」のであ り、また、 「エスニックの結び付 きの現れは、

広 く社会 における構造的差別のパタンを認識 した際の反応として現われるのだから、それ

を、伝統的だ とか原初的だ とかい う感情 として考えるのは役に立たない。それ どころか、

エスニックの結び付 きは、文化的分業を改善することを求める集団の側の高度な政治意識

を表 しているのである」(Hechter1974:1177、1976:215-221、1978:299)。

ヘクターの研究以後、 「国内植民地論6)は 、人種およびエスニ ック関係 を分析するのに

ますますポ ピュラーな概念 とな り」(Stone1979:255)、 例えば、EthnicandRacial

Studies誌 において、創刊後初の特集 として2巻3号 で国内植民地論が取 り上げられた。国内

植民地論は、その後、概念としての精密さに欠けるため理論的考察の対象 とされることは

あまりな くなったが、用具的アプローチは、政治社会学的な分野では、分割労働市場論、

中間マイノリティ論、エンクレイブ論 として発達 した(堤1993:180-185)。

用具的アプローチにはLそ の他 にも1ナ ガタらによる状況的選択論がある。ナガタは、

「エスニ ック集団は、特別な種類の準拠集団で、個人がはっきりと縛 られる固定 された支

え(anchor)と いうよりもむしろ、より広い社会状況の うちの特定の要因によって様 々に

変わる呼びかけ(invocation)で ある」 とする。そ して、どの集団 を選択するかは、便宜

(expediency)そ の他の事情によって様々であるとして、 「状況の要求次第のエスニック

揺れ動 き(oscillation)モ デル」 を提唱 した(Nagata1974:333-347)。

原初的アプローチは、エスニシティが人々を固定化 した枠組みに押 し込め定着 させる際

に発揮する力の強 さを説明するのに適 している。 しかし、変容する社会状況 に直面 しなが
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らも、なぜ、そ してどのように、エスニシティが存続 し維持 されるのかを説明するには不

十分である(竹 沢1994:19)。 例えば、ヴァン=デ ン=バ ーグは、エスニ ック集団間の関

係 を考える場合、血縁選択のほかに、威圧や強制 を持 ち出さざるを得なかった(vanden

Berghe1978:403)。 また、カイズも、出自を出発点に してエスニック集団間の関係 につ

いて展開 しようとしたが、1976年 の論文では、レヴィース トロースの交換 についての理論

を付け加えなければならなかった(Keyes1976:208-210)。 一方、用具的アプローチは、

エスニシティが存続 し維持 されるのを説明するのに適 してはいるが、それでは何故、ほか

ならぬエスニシティがそれだけの力を発揮す るのか、十分に説明されていない。

このような問題 を解決するため、原初的アプローチ と用具的アプローチを足 して組み合

わせようとする試みが行われた(Mckay1982な ど)。 しかし、これだけでは、問題 は解決

しない。それどころか、問題はさらに悪化することも考えられる。 というの も、原初的ア

プローチと用具的アプローチの一番の問題点は、原初的アプローチ=静 的=客 観的、用具

的アプローチ=動 的=主 観的と無条件 に結び付けて考えられやすいことだからである7)。

原初的アプローチの うち、確かに、アイザックスなどは、 「人間が生まれながらにして

もっているか、生まれたときに身につけるか した ものから成 り立っている」などと、エス

ニシティを静的 ・客観的に捉えていると言える(ア イザックス1975:30=1984:42)。 し

か し、エスニシティを出 自の文化的 「解釈」だと捉えるカイズや、エスニ ック感情 を親族

「選択」の延長だと捉 えるヴァン=デ ン=バ ーグは、動的 ・主観的に捉 えている。例 えば、

カイズにとって、 「エスニシテ ィは、血縁判断(kinshipreckoning)の 一形態であ り、

祖先ない し出自を共有 していると信 じている者とのコネクションは、系図を正確 にたどる

ことではない」。 したがって、 「出自によって定義 された血縁集団に、二つ以上所属する

ことがあるように、ある人が、二つ以上のエスニ ック集団に所属することも可能だし、ま

た、ある個人が どのエスニック集団に も所属 しないということも可能で、それはよくある

ことである。出自をたどることによって可能 となる集団の生成の可能性 は、出自に基づい

た集団アイデンティティが文化的に形成され社会機能を与えられることによって、初めて

実現されるのである」。また、 「どのような文化的性質がエスニックアイデンテ ィティの

象徴 として特徴づけられるかは、神話的祖先や歴史的先祖の経験や行為についての解釈次

第なのである」(Keyes1981:6-8)。 このように、カイズなどは、出発点を原初的なとこ

ろに求めて明確にすることによって、む しろ自由に動的にエスニシティを捉えていると言

えよう。

用具的アプローチの方が、むしろ一見、成員の戦略などを重視 していて動的に捉えてい

るようだが、実は、静的に捉 えている側面が強い。例えば、ヘクターは、文化的分業が確

立 した後については、確かに、移住労働者、現地労働者、雇用者たちがエスニシティを戦
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略的に用いられてい く様子を動的に捉 えている(Hechter1976:218-221)。 しかし、文化

的分業の下では 「文化的に特徴のある」移住労働者がその他の者から区別 されるとされる

が、その 「文化的特徴」 とは何なのだろうか。結局、 これは、 「観察可能な文化的特性や

目印」 という 「客観的な文化的特徴」であり、つまりは 「宗教関係 と言語の分布」にすぎ

ない(Hechter1974:1154-1155)。 言いかえれば、当事者たちの 「客観的な文化的特徴」

を前提にして議論が進められてお り、その文化的特徴について、当事者たちがどの ように

捉 えているのかという 「主観的な文化的特徴」 については、議論の対象外 となっているの

である。 また、ナガタらの状況的選択論 も、成員が複数のエスニック集団の間を自由に揺

れ動いているようだが、選択の幅は実はかな り狭い。マレーシアにおけるマレー人、イン

ドネシア人、アラブ人、イスラム教徒のインド人 という非常に限られた範囲でのエスニシ

ティの状況的選択を扱 っているにす ぎないのである。

このように、原初的アプローチ/用 具的アプローチの限界や問題点が明 らかになると、

それ とは違 ったアプローチが、1980年 代以降出現 した。

1-4非 連続的アプローチ と連続的アプローチ

1980年 代以降、 「「伝統」は、古いように見えた り、あるいは、そうであることが求め

られたりするが、その起源は実は最近であることが多 く、時には捏造される(invented)

こともある」(Hobsbawm1983:1=1992:9)と するホブズボウムの 「伝統の創造」論

や、 「ナショナリティは、ナショナリズムとともに、特殊な文化的人造物」であ り、 「日々

顔付 き合わせる原初的な村落 より大 きいすべての共同体は(そ して本当はおそ らく、こう

した原初的村落ですら)想 像されたもの」なのである(Anderson1983→1991:4-6=1987:

14-17)と するアンダーソンの 「想像の共同体」論の影響 を受けたアプローチが盛んになっ

た。これらは、近代以前と近代以後の非連続性に着 目する 「非連続的アプローチ」だと言

えよう。

エスニシティについても、1980年 代半ば以降、 「非連続的アプローチ」を採用 した議論

が現われるようになった。例えば、ソロスは、 「エスニシティの創造(TheInventionof

Ethnicity)」 というタイ トルの本を編集 し、その序文で次のように述べた。 「エスニ ック

集団は、自然で真実で不滅で安定 していて静的なユニ ットであるかのように、一般 には想

像 されている」が、 「それほど、昔からの根深い、歴史的過去か ら生 き残った力なのでは

ない。 … それが示すのは、可視的で固定的なコミュニティに取って代 わって獲得され

た近代的所属感であ り、その血族関係的象徴性を、エスニシティは、 もっと自然に見せて

動員することができる」のである(Sollors1989)。

このような理論的枠組みの下、エスニシテ ィの近代性や過去との不連続性を明らかにす
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るような議論が、現在急速に発達 している。確かに、近代以降創 り出されたようなエスニ

シテ ィは数多いようである8}し 、非連続的アプローチによって、エスニシティの過去との

つなが りを分断 し、エスニシテ ィを相対化 し、その流動的 ・可変的な側面を捉えることが

可能になるとい うメリットがある。 しか し、そもそもエスニシテ ィは、その全てが近代以

降創造 されたのであろうか。

この ような疑問から非連続的アプローチを再検討するのが、 「連続的アプローチ」であ

る。 「連続的アプローチ」として、ここではスミスの 「エスニー(ethnies)9)」 に関する

議論を取 り上げる。

ス ミスにとって、エスニーは、古代から延々と続 くものである。 しかし、ここで重要な

のは、続いているという 「意識」である。 「共通の習慣 と儀礼、言語、芸術、祈祷 を通 し

て、神話 ・象徴 ・価値 ・記憶の複合体が、共通のエスニシティという意識、共通の出自や

所属の意識が生 き残るのを確実 にし、 「運命共同体」 を特徴づける」。 また彼 は、 「比較

的同質なエスニック ・コア」のところで、次のように述べている。 「私たちは、 ここで、

実際の出自について言 っているのではないし、いわんや 「人種」について言っているので

もない。そうではなくて、人々がもつ祖先やアイデンテ ィティの意識について言っている

のだ」。スミスによれば、 「客観的な」要因よりも、 「より 「主観的な」要因に目を向け

なければならない」のである(Smith1986:3、1989:346、353)。

このように見ていくと、スミスのアプローチは、前項で取 り上げた原初的アプローチに

近いことが分かる。彼自身、 「原初主義」 を 「永続主義(perennialism)」 と 「もっとラ

ディカルな 「原初主義」」 に分類 し、自らは、 「集合的文化的感情の古さを適切 に指摘す

る」 ものの 「こうした結び付 きや感情が普遍的だ という仮定にまでは達 していない」前者

の立場を取っている(Smith1986:12)。 原初的アプローチの一つとして、連続的アプロー

チを位置付けているのである。

非連続的アプローチに対 して も、用具的アプロ.一チに近い立場からの批判が生じそれが

説得力 をもっているとい うことは、非連続的アプローチにも、用具的アプローチと同 じよ

うな問題点があることを示 している。すなわち、エスニックアイデンティティの強 さに対

して説得力がない、とい う欠点である。確かに、非連続的アプローチは、エスニシティの

流動的 ・可変的な側面 について、用具的アプローチや原初的アプローチ とは違った新 しい

切 り口を示 しは した。 しか し、エスニシティの もう一つの側面すなわち人々を固定化 した

枠組みに押 し込み定着 させる側面の捉え方が不十分だったのである。
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2「 フ ォー マル ・エ ス ニ シテ ィ」 と 「イ ン フォ ーマル ・エ スニ シテ ィ」10)

前章では、これまで展 開されてきたエスニシテ ィについての様々なアプローチを整理し、

それぞれの問題点を明らかにした。各アプローチはエスニシティの一面を捉えたものであっ

たが、あ くまで一面にすぎなかったのである。 また、単に各アプローチを組み合わせるだ

けでは十分でないことも明らかになった。

エスニシティの もつ多様な側面のうち、中でも重要なのが、人々を固定化 した枠組みに

押 し込み定着させる側面 と流動的 ・可変的な側面という二つの側面である。客観的アプロー

チは、エスニ ック集団を固定的にしか捉 えることができず、後者の側面 を捉えられなかっ

た。それに対 して、主観的アプローチには、エスニック集団と他の集団の区別がつきにく

い という問題があ り、前者の側面を捉えることができなかった。また、原初的アプローチ

は、前者の側面のうち、人々を固定化 した枠組みに押 し込め定着させる際に発揮する力の

強さを説明するのに適 しているが、変容する社会状況 に直面 しながらも、なぜ、そして ど

のように、エスニシテ ィが存続 し維持されるのか を説明するには不十分であった。一方、

用具的アプローチは、何故、ほかならぬエスニシティがそれだけの力を発揮するのか、説

明していなかった。 さらに、非連続的アプローチは、後者の側面について、用具的アプロー

チや原初的アプローチ とは違った新 しい切 り口を示 しはしたが、前者の捉え方が不十分だっ

た。最後に、連続的アプローチには、原初的アプローチと同様の問題があった。

以上挙げた問題点 を踏 まえることによって、エスニシティ論に伴 う多 くの混乱を回避 し

整理 し直す一つの方法が見えて くる。すなわち、人々を固定化 した枠組みに押 し込み定着

させ る側面 と流動的 ・可変的な側面という二つの側面にあらか じめ分け、その上で両者の

関係 を改めて捉 え直 してい くことによって、エスニシティについて考 えていくのである。

前者の側面からエスニシティについて考 えてい く際に有効なのは、政府の働 きを考慮に

入れ、政府 との関係の中で捉 えることである。 というの も、社会科学の分野だけではなく、

各国の政府 もまた、エスニシティに対 して様 々なアプローチを行 ってきたのであり、その

際に利用 されるのが、前者の側面だからである。 このように政府との関係 において捉 えた

エスニシティを、 「フォーマル ・エスニシティ」 とする。 「フォーマル ・エスニシティ」

を取 り上げることによって、人々を固定化 した枠組みに押 し込み定着させる側面からエス

ニシティを捉 えてい くことができる。また、 「フォーマル ・エスニシティ」 によって、エ

スニシテ ィに対する政府の働 きを視野に入れることができる。現在、エスニシテ ィについ

て考 えていく上で、政府の働 きを無視することはで きない。

しか し、 「フォーマル ・エスニ シティ」は、あ くまでエスニシティの一側面にす ぎない。

後者の側面すなわち流動的 ・可変的な側面からエスニシティについて考えてい くためには、
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「フォーマル ・エスニシティ」 とは違った視点に立ってエスニシティを捉 える必要がある。

そのための視点 として有効 なのは、原初的アプローチ と連続的アプローチに立った上で、

主観的アプローチを重視することによっ七、エスニシティを動的に捉えてい くことである。

カイズやヴァン=デ ンニバーグのように、エスニシティを、出自(descent)の 文化的解釈

に由来(Keyes)し 、血縁選択の延長 として発達 して きた(vandenBerghe)と 一旦 し

た上で、その変遷 ・展開を見ていこうとするのである。こうした立場を取ることによって、

エスニ ック ・アイデンティティを流動的 ・可変的に捉 えることができると同時に、ほかな

らぬエスニシティが発揮する力強さとを同時に考慮することが可能になる11}。このようにし

て捉えたエスニシティは、人々が 自前で意味を付与 したエスニシティであり、先の 「フォー

マル ・エスニシテ ィ」に対 して、 「インフォーマル ・エスニシテ ィ」だと言えよう。

「フォーマル ・エスニシテ ィ」は、人々を固定化 した枠組みに押 し込み定着 させる側面

を説明するのに適 しているが、それがなぜエスニシティでなければならないのかについて

説明することができない、とい う欠点がある。これに対 して、 「インフォーマル ・エスニ

シティ」 は、エスニシテ ィに対 して抱かれる感情の強 さを説明するのに適 しているので、

この欠点を補 うことができるほか、人々の主観的な思い込みを踏 まえた上で、それを動的

に捉えることができるというメリッ トがある。 しか し、同時にまた、原初的アプローチの

ところで述べたように、エスニシティが存続 し維持される過程が うまく説明で きないとい

う難点があるの も事実である。この難点は、逆に 「フォーマル ・エスニシティ」 を考慮す

ることによって、補 うことができる。 というのも、エスニシテ ィが存続 し維持 される過程

で政府が重要な役割 を果たし、エスニシテ ィをその政府 との関係の中に位置付けて捉えた

のが 「フォーマル ・エスニシテ ィ」だか らである。

このように、 「フォーマル ・エスニ シテ ィ」 と 「インフォーマル ・エスニシテ ィ」 は、

相補的な関係 にあ り、両者について考えることによって、エスニシティの流動的 ・可変的

な側面と、人々を固定化 した枠組みに押 し込め定着させる側面 とい う二つの側面のほか、

エスニシテ ィが存続 し維持 される過程について も、考慮 してい くことができる。 また、

「フォーマル ・エスニシティ」 と 「インフォーマル ・エスニシテ ィ」のように異なった側

面 を矛盾な く併せ もつ ことは、そのままエスニシティ理論によって捉えようとしたダイナ

ミズムを示 していると言えよう。

3「 フォーマル ・エスニ シテ ィ」 とシンガポ ール 「多人種主義」

本 稿 で は、 こ れ まで 、 エ ス ニ シ テ ィ に関 す る様 々 な ア プ ロ ー チ を整 理 す る こ と に よっ て 、

「フ ォー マ ル ・エ ス ニ シ テ ィ」 と 「イ ン フ ォー マ ル ・エ ス ニ シ テ ィ」 を 同時 に捉 え る こ と

京都社会学年報 第5号(1997)



162 鍋倉:多 文化主義 におけるエスニシティの編成

の重要性を明らかにしてきた。 「フォーマル ・エスニシティ」 と 「インフォーマル ・エス

ニシティ」の間の実際の関係 を、具体的な事例 に基づいて検証することが、次の課題 とな

る。

その際、シンガポールの 「多人種主義」が格好の材料 を提供する。とい うのも、シンガ

ポールの 「多人種主義」とは、政府が中心となって 「華人」 「マレー人」 「インド人」 「そ

の他」 とい う 「フォーマル ・エスニシテ ィ」 を活性化する試みであ り、 「フォーマル ・エ

スニシテ ィ」が明確 な形で現われるからである。

シンガポールの 「多人種主義」は、言語政策、教育政策、団地政策など、様々な政策に

反映 されている。そこで 目指 されるのは、 「華人」 「マ レー人」 「イン ド人」 「その他」

が調和 して暮 らす 「多人種社会」である。各 「人種」 には平等な地位が保障 される一方、

シンガポールの人々は、いずれかの 「人種1で なければならない。シンガポールの 「多人

種主義」政策には、人々をいずれかの 「人種」 に所属 させる強制的な側面があるのだ。

例 えば、 「華 人」 に分類 される人々は、福建人、潮州人、広東人な どから成ってお り、

福建語、潮州語、広東語などの華語方言12)を 日常語とする人が多い。1980年 の国勢調査に

よると、華人を世帯主 とする家庭のうち、華語方言 を用いる家庭は76.2%に 上 り、マンダリ

ン(標 準華語)を 用いる家庭は13.1%に す ぎなかった(SingaporeCensusofPopulation

ユ9903巻:6)。 「華人」 といっても、実際には、各方言をはじめとする様々な言語 を

用いていたのである。これに対 して、政府は、1979年 に 「スピーク ・マンダリン」 キャン

ペーン(推 広華語運動)を 始めた。 「華人」に対 して、 「華人」の 「母語」 としてマンダ

リンを使用するこどを呼びかけたのである。 「多人種主義」 における 「華人」は、政府の

意図した形での 「華人」、この場合、マ ンダリンを 「母語」 とする 「華人」でなければな

らない。福建語、潮州語、広東語 といったマ ンダリン以外の言語を 「母語」 としてはいけ

ないのである。同様 に、 「マレー人」はマレー語 を、 「イン ド人」はタミル語 を 「母語」

としなければならない。このように、 「多人種主義」政策の下、政府の意図 した 「人種」

から成る 「多人種社会」に実現が図られているのである。

「多人種主義」政策は、1980年 代以降さらに強化 された。代表的なのが、エスニ ック団

体の結成 を促進する政策であ り、1981年 に 「マ レー人」 を代表する団体としてMENDA

KIが 結成 され、1991年 には 「インド人」 を代表する団体 としてSINDA、1992年 には

「華人」を代表する団体 としてCDACが 結成された。また、1988年 の総選挙からGRC

(グループ代表選挙区)制 度が導入され、総選挙の立候補者のうち一定の割合を 「マレー

人」としなければならな くなったのである(Brown1994:66-288、Hill&Lian1995:91-

112,Vasi11995:38-157)o

「多人種主義」政策は、このように多岐にわたるが、本稿では、団地混住政策に注 目す
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る。なぜなら、団地混住政策が 「多人種主義1政 策の重要な柱であると同時に、シンガポー

ル住民の86%が 団地13)に居住 しており(Singapore1996:190)、 シンガポールの多 くの

住民の日常生活が団地において営 まれているからである。団地において営 まれるシンガポー

ル住民の 日常生活に注目することによって、 「フォーマル ・エスニシテ ィ」 だけでな く、

「インフォーマル ・エスニシテ ィ」を取 り上げることができ、両者の関係 を明 らかにする

ことができる。

シンガポールでは、1959年 の総選挙で初勝利 して以来、人民行動党(PAP)が 政権を

担当 し、様々な政策 を行ってきた。その中で も、団地を大量 に建設 し住民を居住 させる団

地政策は重要な柱であり続けている。1960年 には、HDB(HousingandDevelopment

Board=住 宅開発庁)が 設立され、積極的な住宅政策が始まり、1960年 には9%だ ったHD

B団 地居住者の割合が、1993年 には87%に 達 した(Singapore1996:190)。

団地政策が 「多人種主義」政策としても重要なのは、団地混住政策が含 まれるか らであ

る。シンガポールでは、かつて、 「人種」別 ・方言集団別の住みわけが行 われていた

(Hodder1953:25-36)。 団地混住政策 とは、こうした住みわけが団地において行われな

いように、すべ ての団地の中に各 「人種」 を振 り分けて住まわせる政策にほかならない。

団地混住政策は、実は1970年 代から行われていた。新たに建設 された団地の入居者のう

ちマレー人の割合を20%と することが非公式に決められていたのである。1987年 になって

初めて、首相によってこのことが公にされた(Hill&Lian1995:126)。 さらに、1989年

には、HDBが 当時各団地にマレー人だけでなく各 「人種1を 適切 に配分するよう努めて

いたことが、国土開発(NationalDevelopment)大 臣によって明らかにされた。団地混

住政策が相次いで公にされたのは、1980年 代後半以降、 「多人種主義」政策が強化 された

ことの一環である。こうした流れの下、団地混住政策はさらに強化 され、1989年 には、H

DBフ ラットを再売却する際に、 「人種」別 に制限が加えられるようになった。すなわち、

各地区(Neighbourhood)に おける 「華人」 「マ.レー人」 「インド人及びその他」の割合

が、それぞれ84%、22%、10%と 定められ、各ブロック14)における割合 も同じく87%、25

%、13%と 定め られ、これらの割合を超 えた 「人種」 にはフラッ トを再売却できないこと

になったのである(Ooi1993:4-24)。

団地混住政策の目的は、各団地において、 「華人」 「マレー人」 「インド人」 「その他」

が調和的に暮 らしていることを実現することである。 したがって、ある団地に特定の 「人

種」が集住することは許 されない。同じ団地の中に、 「華人」 「マ レー人」 「インド人」

「その他」が隣 り合 って生活 しなければならないのである。団地混住政策は、団地 レベル

で 「フォーマル ・エスニシティ」 を活性化する試みだ と言えよう。

前章で強調 したように、 「フォーマル ・エスニシテ ィ」は、 「インフォーマル ・エスニ
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シティ」と同時に捉えることによって初めて意味をもつ。 シンガポールの団地に関 して言

えば、団地混住政策によって活性化 される 「フォーマル ・エスニシティ」だけでなく、団

地に住む人々が自前で意味 を付与 した 「インフォーマル ・エスニシティ」にも注 目しなけ

ればならない。

両者の関係を明らかにするのに有効なのは、シンガポールの団地でのフィール ドワーク

である。シンガポールの団地での最近のブイール ドワークには、ライの研究(Lai1995)が

ある。

ライは、事例の一つとして各戸の玄関先の通廊の装飾を取 り上げた。玄関先の通廊の装

飾は、各家庭の好みを外に示し、 「装飾は、エスニック ・アイデンティティやエスニシティ

の違いのシンボルとなる」のである。例えば、 「イン ド人」 に分類される家の玄関には、

マ ンゴーの葉が掛けられることが多い。 これは、単にマンゴーの葉を好んで掛けているの

ではな く、イン ド人の家の玄関先にはマンゴーの葉が飾られることが多いことを意識 した

上で、自らの家がイン ド人の家であることを示すために、玄関にマンゴーの葉を飾るので

ある。あるイン ド人の次のような発言が、このことを端的に表わ している。

「マン'ゴーの葉か ら、これがインド人の家であることが分かる。もしそ うでなければ、分

からない。全部が同じ!以 前は、家の外 にベナナの木 を置いていたわ。以前は、バナナ

の木がインド人の家 を意味 したからよ」。

「イン ド人」の家であることは、植木鉢が青いことによっても示 される。 「イン ド人」以

外にもまた、 「マ レー人」は食用植物によって、 「華人」は 「幸運の(goodluck)」 植物

や竜の飾 りによって示 されるのである(Lai1995:38-40)。

こうした玄関先の装飾は、政府の促進する 「フォーマル ・エスニシテ ィ」 に沿ったもの

であ り、 「フォーマル ・エスニシティ」に対 して団地住民側か ら積極的に関与 しているの

だと見 なすことがで きる。 「インド人」的に装飾することを意図した住居が、 「華人」的

に装飾 された住居や 「マレー人」的に装飾 された住居 とが隣 り合 うことがあれば、まさに、

団地の住民の間で、 「フォーマル ・エスニシティ」 に沿った政府にとって 「理想的なエス

ニック関係」が営まれていることになるのである。

しかし、これだけでは、 「インフォーマル ・エスニシティ」の捉え方が十分でない。団

地住民の主観的な意味づ けに もっと注 目する必要がある。そ うすれば、団地住民が単に

「フォーマル ・エスニシティ」に関与 しているだけでないことが明 らかになるであろ う。

例えば、 「華人」の中で も日常会話で福建語を用いる家族が、中国福建省出身と伝 えられ

る天上聖母(嬬 祖)を 装飾に用いる場合、ここで付与される意味は、実 は 「華人」 という
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よりもむしろ 「福建人」 としての出自の共有に基づ く原初的愛着である。 また、アラーを

讃えた書(khat)を 玄関に飾る 「インド人」居住者は、ヒンズー教徒の 「インド人」より

もむしろ、イスラム教徒の 「マ レー人」 に親近感 を抱 いているか もしれない。彼 らの家に

飾られている書は、 「多人種主義」によって 「イン ド人」に分類されることか ら逃れよう

とする意味が込め られているとさえ見なすことができる。 このように、 「フォーマル ・エ

スニシティ」に積極的に関与するどころか、それを無視 した り、それから逃れようとする

意味が付与 されていることもあ り得るのである。

しか し、このような意味づけにもかかわらず、天上聖母(嬬 祖)や アラーを讃えた書 を

飾るという行為は、他者 には 「フォーマル ・エスニシテ ィ」に積極的に関与する行為だと

捉えられることが多い。こうしたことの積み重ねが、団地住民の自前の意味づけと 「フォー

マル ・エスニシティ」を結び付 け、 「フォーマル ・エスニシティ」の働 きを支えられてい

るのである。

シンガポールでは、現在のところ、 「多人種主義」政策を覆すような 「人種1暴 動や 「人

種」的対立などは生じていない。このことに関して、様々な理由が挙げられてきた。以上

述べ てきたことを踏 まえることによって、新たな理由を見いだすことができる。すなわち、

政府 によって促進される 「フォーマル ・エスニシティ」が、住民の主観的な意味づけと一

致してきたから、という理由である。前章の 「フォーマル ・エスニシティ」,「インフォー

マル ・エスニシティ」を用いるなら、 「フォーマル ・エスニシティ」と 「インフォーマル ・

エスニシティ」 とが、シンガポールではうまく結び付いて きたから、という理由である。

かつて、シンガポールのエスニシティ研究を行ったクラマーは、シンガポールでは、 「エ

スニシティの公式(official)モ デル」と、 「エスニシティの民衆ない し民俗(popularor

folk)モ デル」 との間 に、 「著 しい調和が見 られる」 と論 じた(Clammer1982:127-

139)。 これは、まさに、 「フォーマル ・エスニシティ」 と 「インフォーマル ・エスニシ

テ ィ」 との調和である。

しかし、・両者は、必ず しも常に調和 しているとは限らない。最近(1997年8月27日)、 シ

ンガポールの 「ス トレーツ ・タイムズ」紙 に次のような記事が掲載 された。

「ゴ ー ス トタ ウ ン さ よ う な ら(nomore)、 マ レー ・ビ レ ッ ジ起 死 回 生 」

この記事は、1989年 の開園後しばらく閑古鳥が鳴 きゴース トタウン状態だった 「マレー ・

ビレッジ」が、政府のてこ入れによって、起死回生 したことを伝 えたものである。私 は、

ここで、1989年 の開園後 しば らくゴース トタウン状態だったことに注 目したい。政府は、

「多人種主義」政策に基づいて 「マ レー人」文化 を保護すべ く 「マ レー ・ビレッジ」 を建
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設した。 しかし、この 「マレー ・ビレッジ」は、肝心のシンガポールの人々とくに 「マ レー

人」 に分類 される人々の原初的愛着から離れて しまっていたのである。 「マレー ・ビレッ

ジ」 に対する政府のてこ入れは、まさに、 「フォーマル ・エスニシテ ィ」側か らの懸命の

努力だ と言えよう。 「フォーマル ・エスニシティ」 と 「インフォーマル ・エスニシティ」

とは、必ず しも調和 した関係にある とは限らないのである。

4む すびにかえて

今後、エスニシテ ィに対 して様々なアプローチを行 うのは、社会科学の分野だけではな

いだろう。 「多文化主義」 に代表 されるように、各国の政府 もまた、エスニシティに対 し

て積極的にアプローチを展開することが考えられる。シンガポールの 「多人種主義」 とい

う試みは、決 してシンガポールだけの特殊な試みではな く、政府が中心 となって 「フォー

マル ・エスニシテ ィ」 を活性化する試み として捉える必要がある。

政府 もまたエスニシティに対 して積極的にアプローチする 「多文化主義時代」 とも言え

る状況においては、エスニシテ ィ研究は、 「フォーマル ・エスニシティ」研究中心 になる

おそれが大 きい。なぜなら、 「フォーマル ・エスニシティ」について研究する方が研究 し

やすいからだ。 『「フォーマル ・エスニシテ ィ」 を研究するためなら、政府機関の協力が期

待できるし、資料 も十分揃 っている。

しか し、本稿で述べたように、それでは不十分 なのである。単に不十分 なだけでな く、

「フォーマル ・エスニシティ」研究その ものが、エスニシテ ィの 「フォーマル ・エスニシ

ティ」化に貢献することも考えられる。 「フォーマル ・エスニシティ」 だけでな く、 「イ

ンフォーマル ・エスニ シテ ィ」について も考慮 し、団地住民の主観的な意味づけや 「マ

レー ・ビレッジ」の記事の ような一見些細な出来事にも注意深 く目配 りしてい くことが、

今後のエスニシティ研究の課題であ り意義 となるであろう。

注 ・

1)「[シ ンガポ ール]共 和 国の主 なエス ニ ック集団 は、た いて いそ して全 く無 意識 に、 『人種

(race)」 と呼ばれ る」(Benjamin1976:131)と ベ ンジャ ミンが述べ いる ように、 シ ンガポ ー

ルで は、 「race(人 種)」 とい う語が頻繁 に用い られる。本稿 で も、 シンガポールの用法 にならっ

て、 「人種 」という語 を、 「エスニ ック集団」場合 によっては 「エ スニシテ ィ」 と同義 に用い る。

2)こ の点 に関 して、 「エス ニシテ ィは新 しい言葉の よ うに思 われる。エス ニ ック集団の性 質な い

し特性 とい う我 々が 用い る意味 では、 『オ クス フ ォー ド英語辞典(OED)』 の1933年 版 には出

てお らず 、1972年 版 の補遺 に出 て くる」(グ レーザ ー&モ イニハ ン1975:1=1984:3)と い うグ

レーザ ー とモ イニハ ンの記述 が よ く引用 される。 同 じくOEDの 第二編1989年 版 に よる と、 それ

が記録上最初に用い られだのは、1953年 の デーヴ ィッ ド=リ ースマ ンに よってであ った。つ ま り、
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リースマ ンに よって 、明快 な ヒエ ラルキー的 な敵 対心 に根差 した旧来の 「階級闘争」 に取 ってか

わる新 しい闘争 と して、教 育 を受 けた 中上流 階級 の人々 と、郷党心(parochialism)の た めにそ

れ らの人 々に脅か されて いる と感 じてい る集 団 との間 の対立が取 り上 げ られ、そ こで、郷党心 の

一つ と して
、地方 や小 さな町 というロ ケー シ ョンとと もに、 「エスニ シテ ィ」が挙 げ られ ている

のであ る(Riesman1953-1954:15)。 あ るい は、 「エ スニシテ ィ」 とい う用語が こ うした意味で

用い られたのは、実際 には、 それ以前 の1930年 代 の米 国の都 市地域研 究か らだ とい う説 もあ る(関

根1994:4)。

3)主 観 的ア プローチ と客観的 アプ ローチ との関係 は、客観的 アプローチ しか考 え られ ていない と

ころに突然バル トを始 め とす る主観的ア プローチが 出現 し、客観 的アプローチか ら主観的ア プロー

チへの 移行が起 こっ た、 とい う ような単純 な もの ではな い。 そ もそ も、主観的 アプ ローチ は、バ

ル トの論文 に よって突然 現 れた もので は な く、例 えば、エ スニ ック集 団 は、す で にマ ックス=

ウェーバー に よって、 「身体型 や慣 習 の類 似、 あるい は双方 の類似 に よって、 あるい は植民 や移

住 の記憶 によって、共通 の出 自 を持 つ とい う、主 観的信念 を抱 いて いる人 々の集団 を、エスニ ッ

ク集団(エ トニ ッシュ ・グル ッペ ン)と 名付けたい と思 う」 と定義 されていた(ウ ェーバ ー1911:

237=1968:389=1977:71)。 この ほか にも、客観 的アプ ローチ の後 に主観的 アプローチが発達

した とい う側 面だ けでな く、 主観的 アプ ローチが 登場 した ことによって、 それ まで漠然 と考 えら

れていた アプ ローチ が 「客観 的 アプローチ」 として、逆 に活性化 された側面 も見落 と しては な ら

ない。

4)例 えば、マ ッケイは、 「原初 的(primordial)ア プローチ」 と 「動員主義的(mobilizationist)

アプ ローチ」 とをいった ん対比 させ た上で、両 者 を組 み合わせ た(Mckay1982:395-420)。 ま

た、李 は、エ スニ シテ ィを 「原 初的特性 、つ ま り非合理 的な特性 に求め る もの」が一方 の極 にあ

り、 「合理的 な特性 に求 める もの」が他方 の極にあ る(李1985:193)と し、関根は、 「近年発達

した主 な学 説」 と して、 「心 理 ・生物 主義 的ア プローチ をとる学説 」 と 「構造 ・手段 主義的 アプ

ローチ を とる学説」 とを挙 げ、両者 を区別 し対 比 させ た(関 根1994:81-164)。

5)「 文化的分 業(culturaldivisionoflabour)」 とは、ヘ ク ターに よると、 「個 人が、観 察可

能な文化 的特 性や 目印 に基 づい て、特 定の タイ プの職 業や社会 的役 割 を割 り当 て られ る」 こ とを

言 う(Hechter1974:1154)。 そ の客観的性 格 につ いては、後 で触れ る。

6)ヘ クター に よる用具 的 アプローチ は、 「国 内植 民地論(interna1℃010nialtheory)」 と言わ

れる。 国内植 民地論 とは、 その名の通 り、宗 主国 と植民 地の 間に見 られ る ような支配 一従属 の関

係 が、 ある まとま りをもつ社 会(ほ とん どの場 合 「国」)の 内部 に も存在 する ことを主張す る理

論 であ り(堤1993:179)、 そ の起源 は、少 な くとも1930年 代 にア メリカ合衆国の南 北間の 関係

を説明す るの に用 い られ た ことに まで遡 る ことが で きる(Stone1979:255)。

7)例 えば、関根 は、原 初的 アプローチ を客 観的 ・固定 的 と し、用具 的ア プローチを主観的 ・流動

的 と してい る(関 根1994:165-169)。

8)例 えば、太田 は、北 アメ リカ大陸の北東部 のはずれに居 住す る 「アカデ ィア ン」 と呼 ばれるエス

ニ ック集団 が、18世 紀 か ら19世 紀後 半にか けて、大追放 の悲劇等 を通 じて形成 されてい った事例

を報告 してい る(太 田1988:171-186)。 その他に も、 ス ミスは、元ベルギー領 コ ンゴのバ ンガ ラ

人(Bangala)を 取 り上 げている。つ ま り、そ こで は、宣教 師た ちの偶 然の居留地が 、改宗 したエ

スニ シテ ィと改宗 しなか ったエスニ シテ ィとを分 け る場所 にな った のであ る(Smith1986:17)。

連 続的 アプロ ーチ(後 述)を 採 用す る ス ミス は、 これ を 「非常 に まれ なケー ス」 と してい るが、

非 連続的 アプ ローチを採用す る者が捜 せ ば、似 た よ うなケ ースは数多 く見つか るはずであ る。

9)ス ミス は、次 の よ うな性格 を多 かれ少 なかれ示す コ ミュニテ ィを 「エスニ ー」 と定義 した。す

なわ ち、 「含 まれ る構成員 のユニ ッ トに対す る共通 した名前。構成 員の共 通の起源 と出 自につい

ての一連 の神 話。 共に経験 した ことについ ての共通の 歴史的記憶 。共通 の 「歴史的領 域」 ない し
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「ホ ーム ラ ン ド」 、 ある いは それ につい ての思 い出 。一 つあ るい は複 数 の、共 通 の文化 的要 素。

す なわ ち、言 語、習慣 、宗教。 コミュニテ ィの大 多数の メ ンバ ーの間での連 帯意識」 とい う性格

である。(Smith1989:344-345)。 なお、 ス ミスは、 ネイシ ョンやナ シ ョナ リズム を主 な議論 の

対象 としてお り、現代 のエスニ シテ ィについて述べ てい るわけでは ないが、彼 の 「エ スニー」 に

つ いての議論 は、エス ニシテ ィについて の一つの アプローチ を示 して いるので 、 ここで取 り上 げ

た。

10)「 フ ォーマル ・エ スニ シテ ィ」 「イ ンフォーマ ル ・エスニ シテ イ」及 びエ スニ シテ ィ理論 の時

代 区分 について、松 田素二先 生(京 都 大学大学 院文学研 究科)に ご教示 を受 けた。

11)こ う した立場 を取 る者 に、コナーが いる。 彼は次 の ように言 っている。 「エ ス ノナ シ ョナルな

絆 に浸透す る共通の血縁 感覚 を承 認す れば、た くさんの障害 が消 える。第一 に、そ れは、あ ま り

に も同一 に扱 われる ことが 多い民族的意識(nationalconsciousness)と 非 血縁的帰属 意識(た

とえば、宗教や 階級 に基礎 を置 くもの など)と を質的 に区別す る。第二 に、直感 的血縁意識 あ る

いは拡大家族 意識 は、 なぜ民 族(nations)・ には社会経済 的階級 や国家 の ような本質的 に機 能的あ

るい は法律 的 な分 類 にはない非常 に特 殊 な心理 的次元一 情緒 的次元 が与 え られ ている

のか を説 明 して くれる」(コ ナ ー1984一>1994:74=1995:34)。 なお、 ここで コナーの言 う

「nationa1」や 「nations」 は、本 稿 にお ける 「エスニ ック」 や 「エ スニ シテ ィ」 と同義 であ る。

12)北 京 を中心 とす る中国大陸北部 の言語 を基 につ くられ たのが、マ ンダ リン(標 準華 語)で 、現

在、 中華人民共和 国及 び中華民 国におい て標準語 と されて いる。 しか し、実際 には、 中国 には多

数 の方言が存在 し、方言 とい う よりもそ れぞれ別の 言語 といっていい ほ ど異 なってい る。 と くに、

中国南 部の広東省 や福建省 で用 い られて いる広 東語や福 建語 は、マ ンダ リンとは まった く異な っ

てい ると ともに、 両省の経済 力や香港 と台湾 で用い られてい るこ とを背景 に、マ ンダリンにひけ

をとらない 「実力」 を備 えている。 シ ンガポールの華 人の多 くは、今の福建省 と広東 省 にあ たる

中国大 陸南 部の出 身者 とその子 孫が多 く、福建語 、潮州語 、広東語 な どが広 く用い られてい る。

13)シ ンガポ ール政府(後 述す るHDBな ど)が 中心 となって建設 した集合住宅 を、本稿で は 「団

地」 と呼ぶ。 シ ンガポール にお いて集合住 宅が大量 に建設 され始め た時期 と、 日本 において 「団

地」 とい う用 語の使用 が広 まった時期 とは、 と もに1960年 代で一 致 して いる。

14)各 地区 は数千 戸規模 、各 ブロ ックは約120戸 規模 の単位で ある(丸 谷1995:31)。
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Reich wohl als das » Janusgesicht<< der Modernitat zu charakterisieren ist. Problematisch 

ist nur die Bewertung dieser Ambivalenz. Dieser ambivalence Charakter eignet rich 

nicht als Erklarungsmodell for Verschleierungspraktiken oder Lagenhaftigkeit des 

Nationalsozialismus. Im Gegenteil zielten die Nationalsozialisten selbst auf einen Fortschritt 

in Harmonie and Ordnung, die Versohnung von Moderne and Kultur. Unverkennbar 

ist allerdings, daB these Vision an sich im hochsten Grade modern ist. Man kann 

sogar die archaischen Elemente der NS-Kultur als Ausdruck der Modernisierungstriebkraft 

interpretieren, weil es ein ganz moderner Verhaltenskodex ist, zur ideologischen 

Legitimierung alte Symbole zu benutzen. Letztlich handelt es sich um die Durchmischung 

von progressiven and regressiven Tendenzen als typischen Phanomenen der Modernisierung.

Formation of Ethnicity in multi-culturalism: 
         'Formal Ethnicity' and 

      'Multi -racialism' in Singapore

Satoshi NABEKURA

     This study aims to consider the ethnic formation in multi-culturalism: For this 

purpose, the experiment of 'Multi-racialism' in Singapore is examined for concrete 

discussion. 

     In Singapore, the government itself promotes and tries to fix the four distinctive 

ethnic identities, that is, 'Chinese', 'Malays', 'Indians' and 'Others' which are effective 

components of Singapore nation. Singapore government therefore classifies all the 

people to one of them. By doing so, the government tries to integrate national unity 

of Singaporean. For the Singaporean government, the existence of plural ethnic groups 

becomes an advantage to the nation building. 

     In order to consider 'Multi-racialism' in the context of formation of ethnicity, 

this paper has reviewed and classified theories of ethnicity into three models, that 

is, subjective / objective model of 1970s, primordial / instrumental model of 1970-

80s, continuous / discontinuous model of 1980s. This study would like to point out 

the limitations these models and put up an alternative, which I call formal / informal 

model. 'Formal ethnicity' is created and manipulated by state power for efficient domination
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of the people and 'informal ethnicity' is formed and developed in everyday lives outside 

the state control. 

     The experiment of 'Multi-racialism' in Singapore provides a social field where 

these two dimensions of ethnicity are working. For further discussion, this study 

takes up the projects of the Housing and Development Board in Singapore. This 

board has promoted public housing policies to make different four ethnic groups live 

together. 

     We would like to focus on not only 'formal ethnicity' but also 'informal ethnicity'. 

This is not only the problem of Singapore, but also can be applied to many other 

countries in context of formation of ethnicity in multi-culturalism.

The

A Sociological 

  Analyzing

Concepts of

Framework 

Human Life:

Human Life and

for

Life Structure

Chinami NAKAYAMA

     The term "life" (seikatsu). is indispensable concept for describing today's socio-

psychological trends of Japanese people. People tend to take interests in their residential 

conditions or leisure "life" rather than their occupational conditions: it is a contrast 

to the "workaholic" in the past few decades. Some people are interested in envi-

ronmental problems or reconsider the system of their consumption "life". 

     In Japanese sociological tradition, Life Structure Approach (Seikatsu Kozo Ron) 

has often treated these human life problems. Reviewing studies from this perspective, 

we find four focuses in this approach: (1) family, (2) social stratification, (3) com-

munity, and (4) total society. Many findings have been obtained through this approach, 

but there is little general framework for synthesizing these findings. 

     In this article, a framework for empirical studies of human life in social con-

ditions is examined. This framework is constructed on following three main aspects. 

(1) Life sphere: total life is divided into occupational life, residential life, and leisure 

life. (2) Dimension of life: human life consists of behavior, material condition, institutional 

condition, and consciousness. (3) Time and space: these are indispensable factors 
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