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Current status of Japanese studies in the U.S.

　平成 19（2007）年 11 月 26 日からの 16 日間、国

立国会図書館と国際交流基金の共催で実施された

日本研究情報専門家研修に参加し、11 月 29 日の

ワークショップで「北米における日本研究の現状と

これから－日本研究図書館を通して－」というテー

マで日本研究コレクションの変遷と今後の問題点

に焦点をあてて発表したが、本稿ではピッツバー

グ大学での日本研究者たちの研究テーマの変遷や

日本語学習者数の推移などをあわせて報告する。

〈ピッツバーグ大学のあらまし〉

　ピッツバーグ大学は、4,100 人の専任教授を含

む 12,200 人の教職員と、9,800 人の大学院生を

含む3万3,000人の学生を擁する総合大学である。

大学図書館の蔵書は 490 万冊、雑誌 5 万タイトル、

電子雑誌3万7,000タイトル、電子書籍22万4,000

タイトル、東アジア図書館の蔵書は 11 万 8,000

冊の日本研究書籍を含む 38 万 7,000 冊、現在受

け入れている雑誌は日本語雑誌 270 タイトルを

含め日中韓英語の雑誌が合計で 917 タイトルあ

る（2007 年 9 月現在）。1960 年に米国国防教育

法中国研究センター 20 校の 1 校に選ばれ、さら

に 1997 年から現在に至るまで、米国教育省の東

アジア研究におけるナショナル・リソース・セン

ター大学 20 校の 1 校に選ばれ、助成金を受けて

いる。また国際交流基金からも、1973 年に本学

の東アジア図書館が北米 70 の東アジア研究コレ

クションの中からベスト 15 に選ばれ、助成金を

いただいた。

　最初に統計的な数字や助成金の話をあげたの

は、ピッツバーグ大学の現場からの報告が、米国

における日本研究の推移と現状を見る上でひとつ

の目安になることを、最初に理解していただきた

かったからである。

〈日本研究と日本語教育、資料の収集〉

　ピッツバーグ大学における日本研究と日本語教

育は、1957 年にソ連がスプートニック打ち上げ

に成功し、翌年に米国議会が国防教育法を成立さ

せたことに端を発する。米国政府は高等教育機関

を中心に技術教育、外国語教育、地域研究などに

重点的投資を行うようになり、ピッツバーグ大学

はその一校に選ばれ、中国研究資料の収集を開始

した。1965 年には日本語クラスが始まり、日本

語教育にあわせて日本研究資料の収集も開始さ

れ、東アジア図書館が正式に設立された。つまり

日本研究資料の収集は、敵国研究として始められ

た地域研究の一環だったのである。

　1970 年代後半、学生数減少と不景気で大学の予

算が軒並みカットされる中、東アジア研究資料の

収集は引き続き優先的に支援されていた。その理

由は二点あり、日米貿易不均衡是正と、米中国交回

復へ向けてのさらなる研究が求められたからであ

る。日本語書籍の収集が本格的になったのはこの

グッド長橋広行

米国における日本研究の現状－　　　　
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　   ピッツバーグ大学の現場から

ころからで、日本研究資料収集の目的は、外交政策、

国際経済研究へとシフトされていったのである。

　その後の日本研究資料の収集は、日本研究の領

域の広がりとともに、文学、歴史、経済史、美術史、

経済、映画、マンガ研究、そしてネットアイドル

などのサブカルチャーへと広がってきたのである。

〈日本研究者たち〉

　現在ピッツバーグ大学には、各分野で日本研究

に携わる教授陣が 22 人、日本語講師が 3 人いる。

研究分野は、文化人類学 2 人、日本語教授法 1 人、

言語学 1 人、文学 1 人、劇文学 1 人、映画研究 1

人、歴史学 4 人、経済学 1 人、国際関係論 2 人、

美術史 2 人、経営学 3 人、宗教学 2 人、社会学

1 人で、日本語教育を行っている東アジア言語

文学部（Department of East Asian Language and 

Literature）を超えて全学に広がっている。何人

かのプロフィールを通じて、本学における日本研

究を紹介してみたい。

　一昨年本学にやってきた若手文化人類学者のガ

ブリエル・ルカクス助教授は、1980 年代後半に

日本の民放テレビ局でフィールドワークをし、こ

の時期に流行したトレンディドラマをテーマに博

士論文を書いている。現在はネットアイドルを新

しい形のメディア企業家と捉えて研究、学会で

精力的に発表している。私も彼女の研究のため、

『ネットアイドル図鑑』など、一刷で絶版になっ

た関係書籍を古書店で収集している。

　彼女の前任者、キース・ブラウン名誉教授は、

1966 年にピッツバーグ大学に赴任してきた本学

の日本研究者パイオニアの一人である。彼は博士

論文の研究のため 1960 年代後半から岩手県水沢

市の民家に住み込み、伝統的な民俗学的アプロー

チによるフィールドワークを始め、生活、文化、

宗教などを今日に至るまで研究し続けてきた。同

じ文化人類学者でも、この二人の研究対象や手法

の違いは興味深い。ブラウン教授はいまも「第二

のふるさと」となった水沢市をたびたび訪れ、現

在は駒方神社に見られる神仏混淆の研究をしてい

る。もうひとつ興味深い彼の研究は、15 年以上

にわたって『女性自身』の記事から大衆の皇室観

の変遷を追いかけていることである。米国でもこ

の雑誌を定期購読しているのは当館だけであり、

もちろん合本して保存している。

　ブラウン教授は自らの研究だけでなく、米国に

おける日本研究の発展、そして日米学術交流の推

進役として長年活動してきた。その功績を称え、

1995 年、日本政府は彼に瑞宝小綬章を授与して

いることを付け加えておきたい。

　1974年から本学の教壇に立っているマクドナルド

恵子教授は、1983年にCinema East: A Critical Study 

of major Japanese Films（シネマ・イースト：主要日

本映画の批判的研究）を出版し、その中で黒澤明

監督の「羅生門」や小津安二郎監督の「東京物語」、



16　■国立国会図書館月報566号 2008.5

房之介や大塚英志などの「漫画学」やアニメ研究

の関係書籍を欠かさず収集するよう心掛けている

が、日本の漫画研究が「マンガ表現論」や漫画の

歴史、漫画産業の将来など、漫画自体を研究対象

にしているのに対し、米国での漫画研究は漫画を

通して日本の社会、文化を探ろうとしている違い

があるのは特記しておくべきだろう。ギリシャ

悲劇と能の比較研究で有名なメイ・スメサース

ト教授は、1970 年代からピッツバーグ大学でギ

リシャ詩やラテン抒情詩の教鞭をとるかたわら、

比較研究を長年続け、1989 年にThe Artistry of 

Aeschylus and Zeami: A Comparative Study of 

Greek Tragedy and Noh（アイスキュロスと世阿

弥の芸術性：ギリシャ悲劇と能の比較研究）と

題して出版、米国大学出版協会と国際交流基金

共催の有沢広巳賞を受賞した。また 2001 年には

Dramatic Representations of Filial Piety: Five 

Noh in Translation（親孝行の戯曲的表現：五曲

の能を翻訳で）で、ドナルド・キーン日本文化セ

ンターから日米友好基金翻訳賞を受賞。昨年はシ

テ方観世流女性能楽師にして重要無形文化財総合

指定保持者、そして長年の友人でもある鵜澤久氏

率いる演能グループを米国へ招待し、ピッツバー

グを含む三都市で公演を大成功させた。

　こうした新たな分野の日本研究が広がりを見せ

ている一方で、伝統的な日本研究の分野の先生方

も健在である。

溝口健二監督の「雨月物語」などを取り上げ、米国

における日本映画研究の先駆けの一人となった。日

本映画を多用した彼女の講義「映画から見る日本文

化と社会」や「西部劇とサムライ映画」は、いつも

定員を大幅に超える受講希望者を集める人気講義で

ある。昨年新しく開講した「日本の味」では、映画

だけでなく小説やエッセイ、アニメや漫画など様々

なメディアを教材として取り上げ、戦後の食糧難の

時代から高度経済成長期への社会的、文化的変化を

「食」を通して教えている。「Gung Ho（ガン・ホー）」

（1986年公開）と「Lorenzo's Oil（ロレンツォのオイ

ル　命の詩）」（1992年公開）がピッツバーグで撮影

されたとき、彼女の音頭とりで東アジア言語文学科

の教授たちみんなで講義を休講にし、エキストラと

して参加したことはいまでも語り草となっている。

　社会学者の橋本明子准教授は、1990 年から本

学で日本社会や日米比較文化などを教えている。

彼女の研究テーマは多岐にわたるが、2004 年に

は漫画を通して現代日本の家族を論じ合うシンポ

ジウムを本学で開催し、自らも“Blondie, Sazae, 

and their Storied Successors: Conflict and Change 

in Japanese Families through Newspaper Comics”

（ブロンディ（著者注：1930 年代に米国で流行し

た漫画）、サザエさん、そしてその後継者たち：

新聞漫画から見る現代日本家族の葛藤と変容）と

題する論文を発表している。

　マクドナルド、橋本両教授のために、私も夏目
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　ピッツバーグ大学の日本研究家で現役では最古

参のリチャード・スメサースト教授は、1967 年

から本学で日本の近現代史を教えている。彼の専

門は歴史学、とくに近代経済史で、ここ 15 年間、

彼は戦前の政治経済を語るのに欠かせない高橋是

清をずっと研究し続け、昨年ついにその成果がま

とまった。

　From foot soldier to finance minister : 

Takahashi Korekiyo, Japań s Keynes（歩兵から大

蔵大臣へ：高橋是清、日本のケインズ）と題する

彼の本は、すでに日本経済新聞社が翻訳権を獲得

し、日本語版の出版に向け準備が進められている。

　日本の歴史研究に限ったことではなく、地域研

究全体の新しい流れとしていま学際研究が盛んに

行われている。歴史学部のマーサ・チャイクリン

助教授は、日本の旅行会社で働いたあとオランダ

のライデン大学で博士号を取得した努力家で近世

の日本（江戸時代）の物質文化や日蘭関係、貿易、

歴史などが専門である。現在はアフリカと日本、

中国を結ぶ象牙貿易が、オランダ東インド会社を

中心とする当時の貿易会社によってどのように行

われていたのか、各地の資料を集めながら学際的

に研究をしている。

　このように、日本研究の領域は変化していると

いうより、すそ野が広がっていると表現したほう

があたっているかもしれない。

〈日本語教育〉

　さて、話を日本語教育の動向に移したい。デビッ

ト・ミルズ准教授は、中級、上級の日本語を教え

るとともに、『方丈記』をテキストとして古文の

講義もしている。1980 年代のバブル経済の時期、

ビジネス・チャンスを狙って日本語を学びに来た

学生と、アニメから日本語、日本文化に入ってき

たいまの学生では教え方に違いがあるかと聞いて

みると、彼はないと言う。興味がアニメになった

からと言って日本語教授法が変わるわけではな

い。ただ、従来読み書きを重視していた教育から、

コミュニケーションに重点をおく教育に変わって

きている。もうひとつの変化は女性言葉で、いま

の若い女性は昔のような女性言葉を使わない。し

かし年配の女性はいまだに使っている。仕方がな

いので、いまは両方教えているそうだ。

　日本語クラスが 1965 年に開講されたときは、

講師 1 人、学生 20 人程度の小さなクラスだった。

ピッツバーグ大学での日本語授業
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にこの場を借りて深く感謝申し上げる。

　私は今回の研修で学んだ最新情報をもとに、す

でに 3 回の日本研究情報に関するインストラク

ションを行った。ひとつは日本研究の大学院生と

教授たちに向け、日本語の論文や記事の本文、資

料の書誌情報をどのようなデータベースを使うと

効果的に入手できるか、情報リテラシーのアップ

デートを目的にしたものである。教授たちから自

分のゼミや、高校の日本語教師たちへのセミナー

でやってほしいという要望が出るなど、とても好

評だった。あとの 2 回は図書館のリファレンス司

書たち向けに、日本研究に関する英語での論文や

記事、統計資料などが、データベースやインター

ネットを使っていかに入手できるかを説明した。

近年、日本政府や高等教育機関からの英語での情

報発信が急増している。それらの情報のアップ

デートも今回の研修の成果の一つである。

　残念なことにこのような形の研修は今回が最後

になってしまったが、最終日の反省会で話し合っ

たように、参考資料やデータベースなどテーマを

絞った短期間の研修を、私たちのようなリピー

ターに対するアップデートと、これから海外で活

躍する新人司書たちのために、形を変えて続けて

いっていただきたいものである。

（ぐっどながはしひろゆき　

 ピッツバーグ大学東アジア図書館日本研究司書）

初級クラスの学生数は 1980 年代後半まで横ばい

だったが、1989 年には 40 人、1990 年には 60 人

と、日本がバブル景気に沸いた最後の 3 年間に学

生数は 3 倍になった。1991 年にバブル経済が崩

壊したあとも学生数は減ることなく 1999 年まで

60人程度で横ばいだった。そして2000年に70人、

2001 年には 80 人とまた増え始める。昨年の秋学

期の初級クラスの登録数は 100 人を超え、中級、

上級を加えると 200 人を超える学生が、ピッツ

バーグ大学で日本語を勉強していることになる。

　最近の国際交流基金のレポート「海外の日本語

教育の現状＝日本語教育機関調査・二〇〇六年＝

概要」によると、米国全体の日本語学習者数は 3

年前に比べ 15.9％も減少している。高等教育機

関での学習者数は、ピッツバーグ大学の例をみて

もわかるように増加しているが、問題は初等、中

等教育機関での減少である。これは、No Child 

Left Behind 法（落ちこぼれ防止法）というブッ

シュ大統領の教育政策の影響が大きい。主要教科

を強化する予算編成から外国語のような選択科目

が縮小または廃止の傾向にあるのだ。

〈これからの日本研究と日本情報〉

　今回の日本研究情報専門家研修には、カナダ、

米国、ブラジル、アルゼンチンの 4 か国から 10

名が参加した。この研修で得たものは計り知れな

い。貴重な機会を与えてくださった関係者の方々
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