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移民現象の地理学研究における「前適応」概念の適用

矢ヶ闢

典

＊

隆

地 理 学＊＊
８
（２
０
０
３年 月２
９日受理）

２．ジョーダンの「前適応」概念

１．はじめに

近年，移民に関する学術研究に関心が高まっており，

テリー・ジョーダンはアメリカ合衆国を代表する歴

さまざまな分野において研究業績が蓄積されつつある。

史地理学・文化地理学の研究者である。スミスは，ア

学際的な学術団体として１９９２年に組織された日本移民

メリカ地理学者協会に設置された文化地理学専門グル

学会は，
『移民研究年報』を通じて多様な研究成果を

ープの会員に対して文化地理学の認識に関する質問表

公表している。地理学においても，移民に関する関心

調査を行った。そのなかで，アメリカ合衆国を代表す

は高まっている１）。２００２年７月に和歌山市で開催され

る存命の地理学研究者として，ウィルバー・ゼリンス

た歴史地理学会大会では，シンポジウム「移民・植民

キー，ピアス・ルイス，ドナルド・マイニグ，イーフ

の歴史地理」が行われた。研究発表と活発な議論から，

ー・トゥアン，デニス・コスグロブに次いで，ジョー

日系移民に関して多様な地理学的研究が蓄積されてき

ダンは第６位にランクされた３）。

たことが明らかになったし，今後の発展の可能性が認

ジョーダンは北アメリカにおけるヨーロッパ系移民

識された２）。

の植民や文化を中心的な課題として，精力的に研究成

世界各地における移民現象と移民社会に関して，詳

果を発表してきた。初期の研究としてはテキサスにお

細な事例研究を蓄積することは地理学にとって重要な

けるドイツ系農民の研究がある４）。さらに，テキサス

課題である。同時に，各地に形成された移民社会を比

の墓地やアメリカの丸太小屋に関して歴史・文化地理

較研究するための考察の枠組みも必要になる。地理学

学の研究を展開した５）。さらに最近では，アメリカ東

では従来から移民現象の記述に主な関心が注がれてき

部の森林地帯の開拓や，アメリカ西部の放牧業の形成

たが，モデルを提示することによって移民現象を説明

について論じた６）。とくに，『北アメリカの放牧フロ

することが移民研究の発展には必要である。

ンティア』は，多様な牧畜形態と自然環境に関する緻

このような問題意識に基いて，本稿ではアメリカ合

密な分析を，旧大陸から西インド諸島を経由してアメ

衆国の文化地理学者であるテリー・ジョーダンが提唱

リカ西部に到達するという，地域的・歴史的な枠組み

した「前適応」概念を紹介し，日系移民の地理学的研

にうまく組み込んで展開した壮大な研究であると評価

究に前適応概念を適用できることを提示するとともに，

される７）。

新しい日系移民研究の可能性を示唆することを目的と
する。

ジョーダンは，１９８９年に行ったアメリカ地理学者協
会の会長講演「北アメリカ農村部における前適応とヨ
ーロッパ移民の植民」において，ヨーロッパ移民の植
民活動に関する従来の研究を展望するとともに，前適
応の概念を導入することによって，記述的な研究から
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論理的説明の可能な研究へという研究の発展が期待で

された文化が北アメリカで存続する確率は，前適応の

きると議論した８）。ジョーダンの議論を要約すると以

水準と連動していた。
北アメリカにおけるヨーロッパ移民の歴史地理学・

下のようになる。
ヨーロッパ人の北アメリカへの移住と植民は，北ア

文化地理学は７つの記述的な概念にまとめられること

メリカの歴史地理学・文化地理学の研究者にとって重

が指摘されたが，それらに前適応の概念を適用すれば

要な研究課題であり，多数の研究が蓄積されてきた

説明力が増大する。ヨーロッパ文化の単純化と伝播は，

が，７つの記述的な課題を認めることができる。それ

植民地域において不適応なヨーロッパ的文化特性を排

らは，地域に関する研究，伝播に関する研究，景観に

除するプロセスであり，前適応していた有利な特性が

関する研究，成功した最初の集落に関する研究，ヨー

存続するプロセスにほかならない。アメリカに根を下

ロッパ文化の単純化に関する研究，環境知覚に関する

ろしたものと消滅したものを見れば，適応の実態がわ

研究，そして地表の改変者としての人間に関する研究

かる。単純化は植民地で発生し，適応する必要があっ

である。

たことがその根本的な理由であった。成功した最初の

このような研究の蓄積によって，北アメリカの農村

集落というのは，新しい環境への適応に成功したため

部においてヨーロッパ人が経験したことを知ることが

である。後からやってきた人々は最初の成功例を見習

できるようになった。しかし，これらの研究は記述的

った。文化景観は前適応の能力を持ったヨーロッパ的

であるため，何故そのような事象が起きたのか，また

特質から構成されている。丸太小屋やペンシルヴェニ

何故そのような文化が展開したのかについて，説明し

アのドイツ系納屋がその例である。文化地域は，住民

てくれるものではない。例えば，地域に関する研究は，

の適応力をまさに証明するものである。人間による環

地理的空間と特定の文化要素の相関を示すものでしか

境の改変は，適応戦略が成功した結果である。環境知

ない。文化を説明する際の伝播の役割は過大に評価さ

覚は，以前の適応によって特徴付けられたものである。

れてきた。文化的遺物としての景観を観察することに

前適応の成功例をあげてみよう。ヨーロッパの出身

よって特定の文化が移動したことを理解できるが，景

地と環境が類似した場所を選んで入植することによっ

観から移動を説明できるわけではない。ヨーロッパ文

て前適応した定住が成功する事例がみられた。グレー

化の単純化，成功した最初の集落，環境の改変につい

トプレーンズに入植したロシア系ドイツ人や北部森林

ても，ヨーロッパ人による植民活動が行われた地域で

地帯に入植したフィンランド人は，文化と道具をそっ

実際に起きた現象は明らかになっても，その理由まで

くりそのままアメリカに導入し，わずかな修正をほど

説明されるものではない。地理的現象を説明するため

こすだけで利用することができた。また，ゲルマン系

には，モデルや概念を因果関係のメカニズムに関連付

を中心としたヨーロッパで利用されていた作物や家畜

ける必要がある。もっとも，ヨーロッパ人の植民や集

はすべてアメリカの環境でうまく行き，農業国家とし

落を研究した研究者のなかには，因果関係を説明する

てのアメリカが形成される基盤となった。
また，大西洋岸の中部植民地で発生し，アメリカ東

モデルを提示した人々もいたが，彼らは環境決定論，

部の森林地帯に広がった森林開拓文化の起源について

経済決定論，文化決定論に陥った。

研究した結果，１６４０年代からニュースウェーデンのデ

海外におけるヨーロッパ人の植民を研究するために，
文化生態学の概念，とくに適応の概念を導入すること

ラウェアバレー植民地にやってきた農村出身のフィン

が有効である。文化生態学では文化を適応システムと

ランド人が前適応した森林開拓の方式を導入したこと

して理解する。文化とは，自然や環境の変化に対して

がわかった。この森林開拓方式は，先住民の文化をと

長期的な適応を可能にする，非遺伝的なものである。

り入れることにより，森林開拓文化の原型となった。

すなわち，アメリカに移植されたヨーロッパ文化は植

こうして，１６６０年までにはデラウェア川の下流部に最

民活動を行う際の適応戦略となり，それが新しい土地

初の成功した集落が形成された。後からやってきた多

で利用可能かどうかが実験された。

数のスコットランド系北アイルランド人がこの森林開

前適応（preadaptation）の概念とは，人間社会が移

拓方式を採用することによって，森林の開拓が飛躍的

住に先だって所有する特性の複合体であり，それが新

に進んだ。また，イベリア半島で行われていた低地と

しい環境のもとで植民活動にあたる際に競争力となる。

高地という二つの牧畜文化の伝統が，イベリア半島に

言いかえれば，特定の環境において植民に従事するた

おけるそれぞれの生態的ニッチから南北アメリカにお

めに，あるヨーロッパの地域の文化はほかの地域の文

ける類似の環境のもとに導入され成功した。これらの

化よりも，より前適応していた。ヨーロッパから導入

牧畜文化を導入したスペイン人は前適応していたわけ

− ５０ −
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なものとそうでないものがあった。同じ移民集団が異

である。
一方，前適応していなかったために開拓に失敗した

なった自然環境のもとで植民を行ったとすると，ある

人々もいた。南カリフォルニアのアナハイムに入植し

自然環境には前適応できていたために植民に成功し，

たドイツ人や，ユタに入植したスカンジナビア系のモ

他の自然環境には前適応できていなかったために植民

ルモン教徒がそうした例である。前適応していなかっ

に失敗した場合があった。また，異なった移民集団が

たために，このような集団はより好ましい生態学的適

同じ自然環境に入植した際に，ある集団は前適応でき

応戦略を採用することになった。

ていたために植民に成功し，他の集団は前適応できて
いなかったために植民に失敗した場合があった。すな

３．移民社会とホスト社会の考察

わち，ある地域の自然環境のもとで植民活動を行う場
合に，ヨーロッパ移民が本国から持ちこんだ文化が適

以上のようにジョーダンは，ヨーロッパ移民が北ア

応戦略として有効に機能するかどうかが問題となるわ

メリカの自然環境のもとで植民に従事するという枠組

けである。もちろん，北アメリカには先住民が住んで

みにおいて前適応の概念を使用した。すなわち，ヨー

いたが，ヨーロッパ移民と先住民との接触の当然の帰

ロッパ移民が持ち込んだヨーロッパ文化の中には，新

結として，病気が大流行し，先住民人口は大幅に減少

しい自然環境で植民にあたる際に適応戦略として有効

していた。先住民がほとんど抹殺されてしまったあと

ヨーロッパ系移民社会
ヨーロッパ
文化

適応戦略

アメリカの自然環境

図１

アメリカの自然環境とヨーロッパ系移民

民族組織

日本文化

就業構造

居住形態
日系移民社会

ホスト社会の社会環境

ホスト社会からの圧力
図２

適応戦略による対応

アメリカ・ホスト社会の社会環境と日系移民社会
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の，より原始的な環境に近い条件のもとで，ヨーロッ

れらは，ホスト社会の枠組みの中で移民社会を検討す

パ移民による植民が行われたわけである９）。つまり，

ること，同一のホスト社会に流入した複数の移民集団

ジョーダンは，ヨーロッパ文化と北アメリカの自然環

の比較研究，そして，経済的（就業的）すみわけと就

境という枠組みで前適応概念の有効性を論じた。以上

業の占拠系列である１３）。それぞれのテーマに関して事

のようなジョーダンの議論を模式化すると図１のよう

例研究を蓄積する必要があるが，前適応の概念を適用

になる。

することによって，ホスト社会における移民集団の適

ジョーダンが提唱する前適応の概念は，アジア系移

応戦略を明らかにし，移民現象を説明することができ

民，南・東ヨーロッパ系移民，そしてラテンアメリカ

るとともに，比較研究のための枠組みを提示すること

系移民などのように，１９世紀後半以降に流入した新移

ができる。こうした研究法を用いた事例研究に関して

民がアメリカ社会に適応するプロセスを説明するため

は別稿であらためて提示するつもりである。

に適用できると考えられる。彼らは先着のヨーロッパ
系移民とその子孫によって形成されていたアメリカの

付記：本稿の作成にあたり，科学研究費補助金（基盤

ホスト社会において，居住空間を確保し，生存のため

研究 B盪「移民の適応戦略と前適応からみた移民社

の経済基盤を確立しなければならない。すなわち，ア

会・ホスト社会の地域生態学的比較研究」
（代表者：

メリカの自然環境をホスト社会に置き換えることによ

矢ヶ闢典隆）の一部を使用した。

って，新着の移民集団がホスト社会に適応するプロセ
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