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<特集>雲南およびその周辺

特集号 を組 むにあたって

山 田 勇*

雲南の特集号 を組むにあたって,簡単に,前書 きの意味で,雲南の概要について記 してみた

い ｡

雲南は,中国の西南部に広がる-省である｡面積は39.4万平方キロメー トルで日本 とそれほ

ど大 きさは変わらない｡中国の中では最 も西南に位置する地理的位置にあ り,い くつかの特徴

がみられる｡

第一には,いわゆる東南アジア地域のビルマ,ラオスおよびベ トナムに接 しているという地

理的条件であ り,このことは,東南アジアの範囲を考える際に再考を促せる事実となる｡つま

り,東南アジアといった場合に国名によって地域が限定 されているのが現実の姿であるが,塞

際には,国とは関係なしに,同じ民族が同じような生活の仕方をしているというのが,雲南を

旅すると,常に出 くわす現実である｡雲南全域を東南アジアであるということは出来ないにし

て も,かな りの部分 を東南アジアに含めた万がいいという問題意識が,そ もそもこの特集 を

『東南アジア研究』に組んだ最 も大きな理由である｡

第二には,雲南およびその周辺 としたのは,国や一つの省等の政治的枠組みにとらわれない

で,より広 く,地域を見ると,どうなるか, という問題設定である｡我々は,国という単位に

とらわれす ぎて,ついつい,国単位でものを考えて しまう｡ 確かにその方がまとまりがよく,

一般に分か り易いので,書 く方 も読む方 も楽なのだが,それが多 くの誤解を生むことになる｡

雲南は,おそらくその典型であろう｡

第三点は,今後の調査の必要性である｡ これまで,大陸部東南アジア研究の中心は1王倒的に

タイであった｡ タイの NRCTが, どうして 日本人はこれほどた くさんやって くるの と,いぶ

か しがるくらい, 日本人は, タイが好きであった｡そのお陰で,実に多 くの研究業績が生 まれ

た｡ それはそれで大変結構である｡

しか し,その反面, タイ以外の地域の研究が,極めて遅れをとっていることも事実である｡

政治的状況から,長い間,調査が難 しかったこともあるが,そろそろ本格的な研究が始 まって

もおか しくない時代に入ってきている, と我々は考えている｡

*京都大学東南アジア研究センター :CenterforSoutheastAslanStudies.KyotoUnlVerSlty
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この特集号で扱 うのは,雲南を中心にした,大陸部新東南アジアともいうべ き地域のフィー

ル ドワークの成果である｡

東南アジア研究センターだけの研究歴からいうと,1980年以前に渡部忠世が雲南研究会を組

織 したが,現地調査は行っていない｡我々が初めて雲南にはいったのは1990年の秋であ り,古

川久雄代表の文部省海外学術調査補助金 ｢中国における農業生態空間の展開と人の移動に関す

る歴史的研究｣ によるものであった｡その後,個別にはいくつかの調査例があるが,まとまっ

たものとしては,1995年度から始 まった,同じく文部省の ｢森と人世界の大陸間比較｣(山田

勇代表)によるものである｡この研究は, 3年継続で,世界の森 と人の関係を調査 しようとす

るもので,初年度はアジア,次年度がヨーロッパ とアフリカ,最終年度が南北アメリカという

内容になっている｡ 初年度の中心は雲南であ り,本号に執筆 している古川久雄,阿部健一,郭

艶春および山田勇が日本から,また中国からは中国雲南民族博物館のヂ紹亭および四川大学の

羅二虎が参加 した｡次年度以降も,阿部,郭,山田は,引き続 き雲南での調査を続けている｡

他に市川光雄,虫明悦生,東桂の 3名が調査に参加 している｡ 雲南以外では,林行夫と虫明が

ラオスで調査を行っている｡

本特集号では,これらの調査参加者以外に,林にラオスについて,北タイの山地民の調査を

行ってきた速水洋子にカレン族について,また,山崎正史にはモンゴル族の生態について書い

てもらった｡いずれも雲南を中心 とした地域を浮き彫 りにするためと,いわゆる東南アジアと

のつなが りを考えたいためである｡ この雲南の調査 を行うにあたっては,中国雲南民族博物館

や雲南省社会科学院の方々には,大変お世話になった｡とりわけ,民族博物館のヂ紹亭さんに

は,調査の準備段階から,フィール ド調査の間中,実に多 くの面でお世話になった｡記 して感

謝する次第である｡ 氏の助力なしには,この特集を組むことはとうてい不可能であったろうと

思われる｡

ここにあげた論文は,まだ調査年数 も浅 く,今後の課題も多いが,これを機会に雲南および

周辺地域の研究が深化することを願っている｡
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YunnanandItsSurroundings

Editor'sNote

IsamuYAMADA*

Ynnnan isone ofthe provinces in the south-westem partofChina. From the pointof

SoutheastAsianareastudies,thereareseveralimportantcharacteristicsofthisarea,whichcan

besummarizedasfollows:

1)Yunnan isgeographically bordered by Myammar,Laosand Vietnum. Mostofherarea

cover.sthesamelatitudeasMyammar'. People.landscape.custom andculturearebasically

verysimilartothoseinmonsoonalcontinentalSoutheastAsia. But,thusfar,Yunnanisnot

included asan areaofSoutheastAsia. The reason to editthistopicin thisJournalof

SoutheastAsiaistoreconsidertheterritorialareaofSoutheastAsia. Weareproposingthatat

leasthalfifnotthewholetheYunnanprovinceshouldbeincluded intheSoutheastAsian

territory. Alsothetitle,"YunnanandItsSurroundings,''impliesthatwearenotdealingwith

one stateor province buta wider range ofarea which exhibits similar characteristics.

Irrespectiveofpoliticalornationalboundaries,wecouldclassifythiswholeareaasonesingle

eco-culturalunit.

2)Thesecondpointisthenecessityofurgentresearchonthearea. Therehavebeenmany

studiesconcerningcontinentalSoutheastAsia,mostofwhicharefocusedonThailand.There

arethousandsofscientificworkdoneinThailandalone. Itistruethatbecauseofthishigh

concentration,Thaistudieshavethereforebeenmoreadvanced. Ontheotherhand,researchin

areasotherthanThailandhasbeenlagglngbehind,althoughweunderstandthattherearemany

politicaldifficulties impeding such field research. Recently, Yunnan and its surrounding

constituteoneofthemostunknownareasofwhichconditionshavebecomefavorableforfield

research.

*山凹勇,centerforSoutheastAsiaIIStudies,K).otoUniversit)･

311



東南アジア研究 35巻 3号

Thisspecialissuedealswith Yunnanitselfand Laos,Thailand andMongoliaandits

surroundings.

TheCenterforSoutheastAsianStudiesofKyotoUniversityhaslongbeeninterestedin

thisareasincebefore1980whenT.WatabebegantoorganizeresearchgroupsintheCenter.

Butthefirstfieldworkbyourgroupcamelater,Sometimein1990throughH.Furukawa's

project,entitled"HistoricalPerspectivesofAgro-ecologicalDevelopmentandHumanMobility"

whichwassponsoredbytheMinistryofEducation,CultureandScience,Japan. Anintegrated

research group which included ecologists, anthropologists,agrOnOmists, historians made

extensivesurveyofthearea.

Afterseveralindividualsurveysweremade,anotherresearchgroupwasstartedin1995,

headedbyI.Yamadaon"ComparativeIntercontinentalStudiesofMenandForests"whichwas

undertakenforthreeyearsandsupportedbythesamesponsor.

ThemainfocusofthisjointresearchprojectWasOnthestudyofthepeople'sattitude

towardsforestsinthevariouspartsoftheworld. ThefirstyearfocusedonAsia,thesecond,

onEuropeandAfricaandthethird,onAmerica. ThemainfieldofthefirstyearwasYunnan

whereH.Furukawa,K.Abe,GuoYanchun,E.Mushiake,K.Azumaandi.Yamadajoinedfrom

Japan,andYinShaotingandseveralmembersofYunnanMuseumoftheNationalitiesandLuo

ErhufromChinaalsojoinedtheparty.Y.HayashimadeasurveyinLaos. Inthesecondyear,

K.Abe,GuoYanchun,M.IchikawaandI.YamadacontinuedtheirjointresearchwithYin

Shaoting.

ThelongestfieldworkwasdonebyK.AbeandGuoYanchun,whileothermembersmade

extensivesurveyofthearea. Mostofthereportsshownherewerebasedonthesurveys

duringthosetwoyears. Besidestheseactivities,Y.Hayami,ananthropologlSt,Whohadlong

beenworkinginKarenvillagesinnorthernThailand,contributedanarticleonthesubject.

HerswasasignificantcontributionbecausetherehadbeennoreportsontheareasinceS.

Iijima. S.Yamasaki,alivestockfarmingspecialist,submittedapaperonMongolianeco-cultural

background based onhislongexperiencein Mongol. Thosereportsonthenorthernand

southernextremesoftheareaareessentialsoastoprovideinformationoftherangeandlimits

ofthearea'scharacteristics. ThehistoricalbackgroundoftheareawaswrittenbyLuoErhu.

Throughtheaboveseriesofreports,theeditorandwritershopedtoshowthediversityof

theeco-culturalattitudeamongthepopulaceandhow itisrelatedtothepresentSoutheast

AsianreglOn.

Duringthefieldresearch,theassistanceandsupportgivenbytheChineseauthorities
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includingtheYunnanMuseumoftheNationalities,theYunnanAcademyofSocialScience,and

theForestry Departmentwerehighly appreciated. Lastbutnotleast,wearevery much

obligedtoMI.YinShaotingforhiscooperationandwideknowledgeandexperienceofYunnan.

Withouthisefforts,thefieldresearchcouldnothaveproceededsosmoothlyandwithsuch

Success.
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