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比較の視点からみた東アジアの民俗学

森 明 子＊

1．は じ め に ――ポーラスで学際的な分野

本シンポジウムは，国ごとに語られることが多い「民俗学」を，「東アジア」という枠組み

でとらえようとする意欲的な試みである。私はここで，ヨーロッパの民俗学との比較の視点か

ら，東アジアの民俗学のアジェンダになると思う，いくつかの論点を提示したいと思う。

スイス出身の民俗学者，レジーナ・ベンディクス (Regina Bendix)1) は，ドイツ語圏民俗学

の学問的特徴 (disciplinarity) は「ポーラス (多孔的) で，学際的な基盤のうえに築かれてい

る」ことだと述べている［Bedix 2012 : 365］。ベンディクスがこのように述べる背景には，かつ

て民俗学と名乗っていた大学の研究所のすべてが，20 世紀の最後の四半世紀から 21 世紀にか

けて，「民俗学」「ヨーロッパ民族学」「(経験) 文化研究」「文化人類学」を組み合わせて名乗

るようになったことがある2)。つまり，この学問分野は，4 語が重層する領域のどこかに位置

づけられるが，これをぴたりと表現する一語はないということである。しかも，各大学のそれ

ぞれの名称は微妙にずれていて一致していない。この状況にポーラス性と学際性を透かし見る

ベンディクスの視線に共感するとともに，私は，ポーラス性と学際性という語が，良くも悪く

も，民俗学という学問分野3)の特徴を言い当てていると思う。

以下では，東アジアの民俗学として日本・韓国・中国・台湾の民俗学を射程に入れて，欧米

の民俗学と比較する視点から，この学問分野の輪郭や構成を考えていくことにする4)。

2．学 の 輪 郭

林承緯は「民俗を研究すること，これすなわち民俗学である」という認識が台湾の民俗研究
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者にあり，このことが台湾で民俗学の確立を阻む原因の一つになっていると述べている。人類

学，歴史学，文学などを専門とする学者が，民俗を対象として研究するが，手法や概念はそれ

ぞれの学問によっていて，民俗学をひとつの学問に昇格させる必要性を認識していない，とい

うのである。

民俗学の概念や方法論を，民俗学独自のものとして論じることは，じつはかなりむずかしい。

このことは，欧米や日本を含めた民俗学にひろく該当する。その理由は，いくつかの分野の重

なり合う領域に起源をもつ民俗学という学問分野が，それら隣接分野の理論や方法論を摂取し

ながら学をつくりあげてきたからである。たとえば，ドイツの民俗学の方法論の授業は，文化

人類学や社会学の古典研究を積極的に取り込んでいる。これが民俗学独自の方法論であると言

われれば，誰でも違和感は禁じ得ないだろうが，ヨーロッパ民族学や文化人類学を名乗る学問

分野の方法論としてなら説明可能である。学問分野の名称変更は，理論や方法論の問い直しと

密接に結びついているのである［森 2009 : 413-416］。

初期の民俗学は，ほとんどの国で口頭伝承への関心から出発し，さまざまな知を発掘して

いった。学問分野としての民俗学は，その知の編成の結果であり，その再編成の実践でもある。

知をどのように編成し制度化していくかに，国によって微妙に異なる民俗学のかたちがあらわ

れてくる。

王京と西村真志葉は，中国の初期の民俗学研究が五四運動を母胎とし，歌謡採集運動を起点

として，展開していったことに言及している。文学者，言語学者，歴史学者らが集い，儒教の

経典研究を主流とする古い体制を，口語体の新しい文学によって打破する文学革命を志し，そ

の実現にむけて外国の「民俗学」という学問に期待をよせた。1920 年代，歌謡採集運動から

風俗調査会が設立され，研究範囲を歌謡のほか民具，環境，習慣，思想にまで広げて，調査，

展示，講義開設などの活動を展開していった。運動は，北京大学，次いで中山大学をベースに

展開していった。

日本の民俗学も，神話学，歴史学，社会学，民族学などの隣接する分野の研究者による口頭

伝承への関心を起点とする。彼らが，当時の欧化政策に対して，農村の人々の伝来の生活と伝

承に価値を見出していたことも共通する。すでに 1910 年代に『郷土研究』(1913-1917) と『民

族』(1925-1929) という雑誌が刊行された5)。中国と日本の初期の運動が異なるのは，中国で

は大学をベースに展開したのに対し，日本では柳田国男という個人を核に，思想と運動体が形

成されていったことである。それがやがて全国的な規模で民間伝承を蒐集する動きに発展した。
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3．制度化，垂直方向の構成

(1) 大学制度へのはいりかた

制度化のひとつの局面として，民俗学が大学制度の中にどのように位置を獲得していったか

みていこう。ヨーロッパで，民俗学が大学制度の中にはいっていったのは，口頭伝承研究がは

じめで，国語国文学の一環として文献学の下に配置された。19世紀後半に北欧と中欧のいく

つかの大学で講義がおこなわれている。物質文化や社会生活にも関わる学問分野として，民俗

学が独立の大学講座を獲得する動きは 1940 年代末以降本格化する。どちらの系譜も現在の

ヨーロッパの大学研究所に存在する。

日本では，折口信夫が国学院大学と慶應義塾大学で国文学を講義していたのを別とすれば，

民俗学が大学制度の中にはいったのは，1958 年成城大学の文化史コースと東京教育大学の史

学方法論教室がはじめだった。その後，民俗学研究者の大学でのポストは増加する。際立って

いるのは，民俗学者が，さまざまな学問分野と結び，学際的な領域として大学教育の位置を占

めていることである。現在，日本民俗学会ホームページに，民俗学専門教育機関として掲載さ

れている大学数は 51 あり，その機関名称はきわめて多岐にわたる。文学，歴史学，社会学，

文化人類学，宗教学，地理学，教育学，文化財論，文化政策論，コミュニケーション論，比較

文化論，地域社会論などが主要なところである (日本民俗学会民俗学専門教育機関データベース)。

中国でも，民俗学はまず「民間文学」として，文学の下位学科の位置を獲得した。さらに

1990 年代後半，「民俗学」が社会学の下位学科の位置を獲得した。しかし，これによって「民

間文学」がこれまで占めていた大学の位置を失い，危機的状況に陥ったという。ここでは，学

問分野が大学制度のなかの，文学と社会学双方に位置づけを必要としていることが示されてい

る。

韓国では，現在，独立の民俗学科は安東大学と中央大学に設置されている。前者は 1979年

に大学が創立されたとき，韓国で最初の独立した民俗学科として設置された。後者は，国文学

科の下位に長くおかれていたが，1990 年代末に文学部のなかで独立した。さらにその 10 年後

には，文学部から社会科学部へ帰属を変更した6)。韓国でも，民俗学という学問分野は，国文

学と社会科学のあいだを動いていることが確認できる。

民俗学が，文学と社会科学のふたつの分野に関わっていることは，ヨーロッパと東アジアの

多くの国で共通している。学の起点が口頭伝承にあり，それが文学の下位分野として位置づけ

られる一方で，民俗学の関心が，文学の範疇内にとどまるものでなく，社会科学の領野もカ

バーするゆえである。そのどちらか一方に安住できないことが，学の本来的な特徴なのかもし

れない。ノルウェーの民俗学／文化史研究者であるビャールネ・ローガン (Biarne Rogan) の

ことばを引用しよう。「民俗学は，各国の文芸とことばの研究にルーツをもち，地理学・人類
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学・生物学と関連しながら，1世紀以上にわたって，人文学と社会科学の十字路にその位置を

見出してきたのであり，そこから過去への省察と現在の洞察を行うのである」［Rogan 2012 :

599]7)。

(2) アーカイブズと博物館の役割

ここで，大学とは別の，民俗学研究をささえる制度的基盤として，アーカイブズと博物館に

目をむけよう。欧米と東アジアで，その役割や位置づけに違いがある。

ヨーロッパでは，アーカイブズと博物館が学の形成史に重要な役割を果たしており，それが

現在の学問分野の全体像にも関わっている。大学で学ぶ学科としての民俗学は，口頭伝承研究，

物質文化研究，社会生活研究の三つの下位分野の複合であるという認識がある。三分野をあわ

せた「コンパウンドの学」としての民俗学を「エスノロジー」と呼び，単独の口頭伝承研究分

野としての「フォークロア」と区別することもある8)。

日本の民俗学で，三分野の複合という考えは，説明としては理解可能であるが，明確な認識

としてあるわけではない。ヨーロッパで明確に意識されている理由は，この三分野のそれぞれ

が制度的基盤と対をなしていることによる。口頭伝承研究はアーカイブズ，物質文化研究は博

物館をホームとしてもつ。過去志向の物質文化研究を批判して，現在志向の新しい社会理論を

とりこんだ民俗学研究のホームになったのが，遅れて登場した大学である。

アーカイブズと博物館は，制度的基盤として民俗学という学問分野の歴史的な構成に関わっ

てきた。19世紀末から 20 世紀半ばにかけて，初期の民俗学研究の主力は，口頭伝承収集で

あった。1920 年代からは民俗地図プロジェクトがドイツではじまり，30 年代から 60 年代にか

けて，ヨーロッパ諸国にひろまる。膨大なデータの蓄積に対応するために，アーカイブズが設

置された。その母体になったのは協会，博物館，大学研究所などである。アーカイブズは，整

理と分析を行い，それを利用に供すライブラリー機能を整え，口頭伝承研究の制度的なホーム

になった。

博物館は物質文化研究のホームであるだけでなく，民俗学・人類学の学術調査の初期のゆり

かごの役割を果たしたことが学史の上で重要である［Stocking 1985］。収集された物質文化の整

理，記録化，展示を行うとともに，収集調査を企画し，人員として研究者を採用して調査機会

を与えたのである。この意味で博物館は，初期の民俗学・人類学調査の重要なスポンサーでも

あった9)。しかし，機能主義，構造主義の新しい理論によって，学の中心的な関心は，過去か

ら現在へ，物質文化から社会生活へと移っていき，民俗学・人類学研究における博物館の相対

的な地位は低下する。新しい理論研究を展開するホームとなったのは大学だった。1970 年代

以降，各国で博物館と大学研究者の関係は疎遠になり，博物館は遺産管理や社会教育の分野で

期待されるようになる。
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東アジアではどうだろう。日本のアーカイブズとしては，成城大学の柳田文庫をあげること

ができるだろう。1957年，柳田の蔵書寄贈に起点をおく柳田文庫は，柳田の私邸に設置され

た民俗学研究所の解散を機に誕生した。その民俗学研究所は，10 年間の集中的な研究活動を

展開した研究拠点であり，その活動が日本民俗学会設立に連続している。一方，物質文化研究

については，渋沢敬三が 1921 年にはじめたアチック・ミュージアム・ソサエティ，のちの日

本常民文化研究所があげられる (1982 年に神奈川大学の付属になった)。ただし，博物館としては

小規模でヨーロッパの大規模博物館と比較することはできない。専門博物館の必要性は早くか

ら学会に認識されていた。

日本の初期の民俗学においても，ヨーロッパのアーカイブズや博物館と比較される制度化の

過程があったことを理解できる。ここでは 2例をあげるにとどめるが，地方の組織も含めて詳

細に検討することで，民俗学の学の構成や，その制度化の様相を，ダイナミックにとらえ直す

ことができるのではないかと思う。

ところで学会の長年の働きかけに答える形で，1974 年に国立民族学博物館，1981 年に国立

歴史民俗博物館が設立された。国立の大学共同利用機関として，アーカイブズ，博物館，研究

所の機能を総合する制度であり，ヨーロッパとは異なる新しい学の制度化があらわれている。

中国や韓国，台湾の状況については，筆者の知見はとても及ばないが，韓国国立民俗博物館

は，近年の韓国の民俗学研究にひじょうに大きな役割を果たしているし，中国では，社会科学

院が民俗学研究のひとつの核になっていることが報告された。20 世紀末以降，東アジアの民

俗学は新しい制度化の形を模索しつつあるといえるかもしれない。

民俗学の制度化において，大学が重要な役割を果たすことはもちろんであるが，大学以外の

制度の存在もまた重要である。それは，大学で行われる学を相対化する足場を用意する。一枚

岩ではない民俗学研究のあり方を発掘して描き出すこと，あるいは模索することをつづけてい

きたい。

4．学をめぐるネットワーク，水平方向の関係性

次に，水平方向に目を転じて，学会の編成やそのネットワークについて考えてみよう。この

学問分野に特徴的なのは，アマチュア研究者が相対的に大きな役割を果たしていることで，そ

れは世界の民俗学に共通する特徴であるようだ。ベンディクスらは，世界各国の民俗学に，ア

カデミックな研究と公共圏のフォークロアの多元的構成のかたちが示されており，民俗学には，

アカデミックな研究者とアマチュアが交渉して分野の輪郭をつくっていく舞台がそなえられて

いると述べている［Bendix &Hasan-Rokem2012 : 189］。

柳田の調査には，アマチュア研究者を巧みにとりこんでいく仕組みが用意されていた。1930
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年代半ばから柳田は，のちに民俗学と呼ばれることになる知の編成に乗り出していく。有名な

「山村調査」では，地方のアマチュア研究者に「採集手帖」を配布し，項目にしたがって調査

結果を記入して提出してもらう方式で，3年間にわたる全国調査を組織した［田中 1985］。さら

に，このプロジェクトと並行して民間伝承の会を自宅で主宰し，雑誌『民間伝承』を刊行する。

この雑誌に掲載される論文のひとつひとつは短く，誌上で地方の読者と応答することを大切に

扱っている。雑誌は，全国の読者を民間伝承という学へ招待すること，アマチュア研究者を育

成し，発掘することを明確に意識していた。柳田が，地方への講演旅行に積極的に取り組んで

いたことも，同じ目的によると考えられる。『民間伝承』は地方在住のアマチュア研究者のあ

いだに中央の雑誌として浸透し，のちに日本民俗学会の学会誌に連続していく。

この過程は，民俗学研究が地方に広められ，アマチュアとアカデミックの編成がすすめられ

ると同時に，地方の知が中央に吸い上げられ編成されていく過程でもあった。ただし民俗学の

編成において，中央と地方がつねにこのように関係づけられるわけではない。

ドイツにおける民俗学会の成立過程は，これとは異なっていた。19世紀後半のドイツで，

郷土のことばや慣習，建築や家具に関心をもつ知識人たちが集まり，各地で次々に協会が形成

された。こうした地方協会を横に結ぶ組織として，1904 年に「民俗学協会の連盟」Verband

der Vereine für Volkskunde が設立される。それは地方の境界を越えて知を収集しようという

関心によるあつまりであると同時に，協会同士が互いの存在を承認しあうあつまりでもあった。

この組織が 1963 年に改組し，今日の「ドイツ民俗学会」Deutsche Gesellschaft für

Volkskunde になる10)。ドイツの民俗学協会の連盟構成において，地方と中央という関係軸は

見られない11)。それぞれの協会は，独立の組織としてゆるやかなネットワークを構成した。

ドイツの知の編成と比較すると日本の特殊性が見えてくると同時に，別の知のあり方もあっ

たのではないかという関心が起こってくる。重信幸彦の報告はこの問題関心に答えてくれる。

柳田を中心とした知の編成の一方で，地方の研究会が独自の活動を展開していた。地方の民俗

(学) 研究は，学問の領域も研究対象も一定の枠におさまりきれず，知への関心が不定形に蠢

いて，収集と記録と創作が互いにふれあうくらいに近いところでおこなわれていた。

中央における知の編成の跡を追う日本民俗学の学史では，各地の郷土会の動きは「地方の」

というひとくくりにおさまってしまう。しかし，中央の組織化は自然のなりゆきであったわけ

ではなく，柳田が各地の郷土会を巧みに組織化していった結果であり，地方には中央とは別の，

地方の知の編成があった。民俗学会という組織以前の，学会になりきらない蠢きは，さまざま

な国や地方で複数ありえたろうと思う。東アジアのそれぞれの地方でどのような動きがあり，

どのように離合集散していったのかということも，重要な民俗学史であると思う。
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5．学とナショナルな政治の関係性

民俗学の制度化が，ナショナルな政治の影響を強く受ける傾向があることは，しばしば指摘

されてきた。ローガンは民俗学という学問分野を，政治的プロジェクトにも見立てている。そ

れは「比較的無害なところでは，アイデンティティ政治の一部や国民国家建設過程として，ま

た，全体主義や植民地政治体制の道具として，さらには文化政治的イデオロギーの所産，知的

なカテゴリーとして」政治的プロジェクトといえるのである［Rogan 2012 : 598］。

大学への民俗学の入り方を，ナショナルな政治の文脈に配置することも可能である。たとえ

ば，イギリスは初期のフォークロア研究を牽引した先進国であるが，1920 年代にはその勢い

が衰え，イギリスの中心部で大学講座を獲得することもできなかった。社会人類学が講座を獲

得したにかかわらずである。一方，イギリスの隣国アイルランドでは，同じ時期，学会やアー

カイブズを中心にして，民俗学がきわめて活発に展開していく。この対照的な状況は，学が配

置されるナショナルな文脈の違いから説明される。大英帝国の政治的文化的文脈においては，

国内の地方文化より植民地文化を研究することに大きな意味があり，独立直後のアイルランド

では，国民文化がきわめて重要な意味をもった。

民俗学は，政治の組成が変わる局面で重要な役割を果たしてきた。大学の講義に民俗学があ

らわれた第一波は 19世紀の北欧や中欧の国民文化運動のなかにあらわれ，第二波は，第一次

大戦後に独立した東欧の国々にあらわれた。エストニア，リトアニア，ポーランド，ユーゴス

ラビアなどまさに国家建設に邁進しようとする国々で，大学の民俗学講座が次々に設置された。

ドイツでは，ヒトラー政権のもとで次々に大学講座が設置された12)。

東アジアの民俗学においても，まちがいなくナショナルな政治が作用しているが，ここでは

政治の組成の変化のなかで，分断されずに存続したものに注目することで，新たな議論を切り

開いている。韓国，台湾の民俗学研究のなかに，金広植と角南聡一郎が丹念に追っているのは，

日帝時代から解放後への展開の過程である。この文脈で想起されるのは，帝国日本の体制下で

日本の民俗学研究者が海外植民地の調査に従事していたことである。これまでの学史に位置づ

けられてこなかったが，帝国という座を設定して編成を検討することは有効であると思われる。

また，こうして日帝のネットワークとしてとらえた東アジアの民俗学のありようを，ドイツや

ロシアと強い関係をもつ中欧や東欧の国々の民俗学と比較することも可能だと思う。

21 世紀初頭の東アジアの民俗学にとって，ナショナルな政治との関係を端的に示すのは，

文化遺産保護行政をめぐる民俗学という問題であるが，中国と韓国，日本と台湾では温度差が

ある。この問題が今後どのような方向に向かうのか，しばらくは行方を見定める必要があるだ

ろう。
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6．むすびにかえて

最後に，「東アジアの民俗学」という試みへの期待を述べて，結びにかえよう。「東アジア」

は，「ナショナル」を超える領域 (インターナショナル) を意味すると同時に，特定の限定され

たエリアを意味する。私たちは東アジアをどのようにとらえようとしているのだろうか。

アラン・ダンデスは「独立で世界大で世界クラスのアカデミックな学としてのインターナ

ショナルな民俗学研究が存在する」と述べて，その古典と彼が考える研究のアンソロジーを編

んだ［Dundes 1999 : vii］。その際，フォーク folkを「メンバーが特定のことばづかい，俗信，そ

の他の伝承を共有する，地方や都市の多種多様な集団で，労働組合，公民権運動グループ，プ

ロスポーツ選手などが例になる」と定義し直している［Dundes 1999 : viii］。ここでは，ナショ

ナルな文化への問題関心は，どのように配置されるのだろうか。

ナショナルな文化への関心は民俗学につねに潜在してきたと，私は思う。初期の民俗学の問

題関心は，ローカルな文化をナショナルな文脈に位置づけ，評価することにあったといえよう。

ローカルな文化とナショナルな文化の間に，連続的な関係が想定されていることは見逃せない。

しかしインターナショナルな民俗学という設定は，この暗黙の了解事項だった連続性に，留保

を与える。「東アジアの民俗学」を考える場合も，ナショナルなものへの関心がどこに配置さ

れるのかという問いはつきまとう。私たちは，「東アジア」と「ナショナル」と「インターナ

ショナル」をどのように関係づけて，議論の星座 (constellation) を構想するのか。

ここで一歩を進めて，問いを「ローカルな文化と東アジアの文化の間に，連続的な関係が想

定されるのか」といいかえてみよう。この問いを考えるうえで，再びヨーロッパの民俗学を参

照してみる。ドイツ語圏の民俗学は，ドイツ文化からヨーロッパの諸文化へとその対象領域を

拡大し，「ヨーロッパ民族学」を名乗っている。ヨーロッパ民族学は，ヨーロッパの諸文化の

連続性，共通性を想定した語である。同様に，東アジアの連続性，共通性を想定して東アジア

の民俗学を構想することは可能である。東アジアを舞台にした現実の研究実践において，研究

対話や共同研究，共同調査などが活発に行われつつあることは，このような研究の方向性を示

すものと理解することができる。

ナショナルのオルタナティヴとして東アジアを想定することは可能であり，その実験的な価

値もある。その場合に気になるのは，東アジアのリンガフランカが何になるのかということで

ある。一つの言語に収斂しないという可能性もあるかもしれない。実験的な試みも含めて，東

アジアの民俗学の今後の展開に期待したい。
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ける学問実践の形」2007-2009 (研究代表者：森明子，課題番号 19320141) と「民俗学的実

践と市民社会――大学・文化行政・市民活動の社会的布置に関する日独比較」2011-2013

(研究代表者：岩本通弥，課題番号 23320189) で得られたデータに基づいている。

注

1 ) ドイツ，ゲッティンゲン大学，文化人類学／ヨーロッパ民族学研究所の主任教授。チューリヒ

で民俗学・言語学・民族学を学び始め，アメリカにわたって，バークレー，インディアナで民俗

学を修めた。アメリカとヨーロッパで研究・教育経験を重ねたのち，ペンシルベニア大学にポス

トを得ていたが，2001 年からゲッティンゲンに移り現職。現代の民俗学を国際的な地平でとら

えることにおいて，彼女はまちがいなく際立った存在である。

2 ) 現在のドイツ語圏の民俗学研究分野の名称とその研究傾向については，［森 2009］を参照。

3 ) ここで私は「学問分野」と「学」を，ほぼ同義に使うことを，おことわりしておきたい。ここ

で意図しているのは，英語で discipline，ドイツ語で Disziplin にあたる語であるが，その適当な

訳語が見つからないためにこのように表現することにした。ディシプリンには，訓練，規律，学

科という三つの意味が含まれる。学そのものを対象として，それがどのような知の体系であるの

か，目的のためにどのようなフレームを設定して，いかに構築していくのか，ということに問題

関心がある。

4 ) 中国，韓国，台湾の民俗学について，筆者の知見はひじょうに限られたものである。本稿の叙

述は，基本的に，本書のもとになった国際シンポジウム (2013 年 11 月 9日開催) での発表原稿

に拠っている。

5 ) 日本の民俗学研究の展開については，別稿にまとめた［mori 2012］。

6 ) 2008 年 12 月に，筆者が韓国において，複数の民俗学研究者から得た情報による。

7 ) ローガンの論稿は，「民俗学」の制度化について述べたものである。この論稿で扱われている

のは，ヨーロッパとアメリカ合衆国を射程におさめた民俗学研究であり，中南米とロシアにもわ

ずかに言及する。欧米の多くの民俗学者にとって，アジアの民俗学は，完全に射程外である。

8 ) 日本では「エスノロジー」は民族学と訳され，学問分野の名称として，民俗学と並置されてき

た。しかし，ヨーロッパ大陸では，エスノロジーは民俗学と民族学の双方と結ぶ。「ヨーロッ

パ・エスノロジー」は，現在，民俗学をあらわすのによく使われる名称で，はじめは 1950 年代

にスウェーデンの研究者が提唱した概念だった。学問分野を自文化研究と異文化研究によって区

分することが日本で定着しているが，ヨーロッパではドイツ語圏に伝統的な区分で，決して一般

的ではない。ドイツ語では，Volkskunde (単数のフォルクの学) と Völkerkunde (複数のフォ

ルクの学) が，この学問分野を示す。エスノロジーと，フェルカークンデと，文化 (社会) 人類

学という 3語を，日本語では「民族学」と同義ととらえる傾向があるが，ヨーロッパでは，それ

が通用しないことに注意する必要がある。

9 ) ヨーロッパの博物館で，その対象として，民俗学 (国内ないしヨーロッパ内の物質文化) と人

類学 (ヨーロッパ外のエキゾチックな物質文化) の双方をカバーしていたところは少なくない。

初期においてはとくにそうであった。

10) 1963 年までの組織は，参加した各協会を 1単位として構成される連盟であり，これを改組し
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て，個人が構成メンバーとなる学会とした。この改革には，大学の若手研究者たちに，協会の重

鎮と同じ重さのメンバーシップを与えるという大きな意味があった。これによって若手研究者は

発表の機会を獲得し，学会で最先端の理論を批判的に議論する道が開かれた。

11) 連邦制をしくドイツが，歴史的に地方分立と親和性があることも事実である。

12) 大学に講座を獲得するとともに，少なからぬ民俗学者たちが政権のプロパガンダに関与した。

これが，第二次大戦後の民俗学に大きな禍根を残すことになった［森 2009参照］。
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要 旨

本稿は，一国を単位として語られることの多い民俗学を，東アジアという枠でとらえること

の意味を，ドイツ語圏において，ドイツ民俗学がヨーロッパ民族学・文化人類学を称するよう

になっていったことと比較して考える。民俗学の学際的な特徴として，学の輪郭，学の制度化，

アーカイブズや博物館などの存在，在野の研究者による協会，ナショナルな政治との関係性な

どの点に注目する。考察を通して東アジア民俗学の可能性を展望する。

キーワード：民俗学，比較，ヨーロッパ民族学，制度化，アーカイブズ

Abstract

This paper considers the potential of the study of folklore on the East Asian scale, instead of

the national. From a comparative perspective I refer the experience of German folklore studies.

German folklore studies has changed its own name from Volkskunde (folklore) to the field of

many names, such as European Ethnology, Cultural Anthropology, Empirische Kulturwissen-

schaft (empirical cultural science), and/or the combinations of these names. Based on the

understanding of the character of folklore studies as porous and transdisciplinary, I compare the

study of folklore in the East Asian countries on the following aspects : the formation of the field ;

the institutionalization of the discipline ; the situation of professional institutions such as

university, archives, and museums ; the situation of association activities of laypersons ; and the

relationship with the national politics. I aim to explore the potential of East Asian Folklore

Studies.

Keywords : Folklore, comparison, European ethnology, institutionalization, archives
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