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帰郷を再考する
コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム

――アルメニア人のディアスポラ的世界市民主義――
講師：ツィピルマ・ダリエヴァ
（筑波大学人文科学研究科准教授）

日時：2010 年１２月１３日（月） １７:00 ～ 19:00
会場：大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）
東館１階 106 教室（英語講演、参加無料） ※通訳なし

東館は、万卙外周道路側の別館です。大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）への
交通アクセスは http://www.hus.osaka-u.ac.jp をご参照ください。
お問い合わせ先：大阪大学大学院人間科学研究科（赤尾）：royterek@hus.osaka-u.ac.jp

要旨
エスニック・マイノリティのディアスポラ化、帰還移民の問題、「帰郷」が、ユーラシア大陸における
移住の重要な形態となりつつある中で、研究者たちは、ディアスポラ的な社会関係やアイデンティテ
ィを境界付けられた実体として思い描くことがますます少なくなってきている。
本報告では、人類学的展望から、新たなコスモポリタニズムの文脈においてディアスポラの帰郷と
いう観念がいかに変容しつつあるかについて考察する。こうした変容が意味するのは、郷土にコミット
するディアスポラのパターンは、反現代的で脱グローバル化志向のある本国送還プログラムや「祖国」
への「帰還」願望と単純に同一視することはできないということである。以上の認識を踏まえて、本報
告で目指すのは、第一に、ディアスポラ的な動向や帰郷をエスニシティの枠組みを越えて再考する
余地を与えることであり、第二に、形成途上のディアスポラ的コスモポリタニズムの次元に着目するこ
とによって、21 世紀において多様化する代替的アイデンティティの諸相を見極めることである。
事例として参照するのは、古典的なディアスポラ集団とされるアルメニア人とアルメニア共和国へ
の「帰郷」に関する彼らの近年の活動である。今日、第三世代の欧米アルメニア人の間では、郷土へ
の永続的再移住という理念よりも、「国を発展させること」によって特定の領土を（それ以外の）世界
全域へと再び結びつけようとする思考や実践の方が勝っているように思える。本報告では、あるＮＰＯ
組織に関するフィールド調査に基づき、アメリカ系アルメニア人たちが、「郷土の想像」(‘homeland
imaginaries’)と「祖国ツーリズム」(‘ancestral tourism’)とを、アルメニアの地の‚再主張 (reclaim)”は
全惑星とその住民の環境に寄与することであるという主張と結びつけている点について論じる。

講師紹介
ツィピルマ・ダリエヴァ (Tsypylma Darieva) , PHD. 筑波大学人文科学研究科准教授。フンボルト大
学共同研究センター員。専門は人類学。研究関心は、移民、トランスナショナリズム、ディアスポラ的
コスモポリタニズム、ヨーロッパ（ドイツ）と中央ユーラシア（アルメニア、アゼルバイジャン）における記
憶とアーバン・ポスト社会主義(urban postsocialism)。主な著書に、『ロシア系ベルリン――ベルリンと
ロンドンにおける移民とメディア』（ドイツ語、2004）、『ヨーロッパの周縁に関する表象――ーバルト諸
国および南コーカサス諸国における政治とアイデンティティ』（共著：英語、2007）など。なお、本セミ
ナー報告の元となる論文" Rethinking Homecoming: Diasporic Cosmopolita"は Ethnic and Racial
Studies の 特 集 号 "Cosmopolitan Sociability. Locating Transnational Diasporic and Religious
Networks"に掲載予定。
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Abstract:
Diasporization of ethnic minorities, the issue of return migration and ‘homecomings’
have become significant types of migrancy in Eurasia. At the same time, scholars have moved
away from conceptualizing diasporic social relations and identities as bounded entities. Referring
to anthropological perspectives, I will talk about transformation of the nostalgic concept of
diasporic homecoming in the context of a new cosmopolitanism and a changing meaning of
diasporic homecoming. This means that a diasporic pattern of attachment to home cannot simply
be equated with anti-modern, de-globalized repatriation programmes and the desire ‘to return’
to the ‘ancestral land’.
My aim is to create a space to rethink diasporic movements and homecoming beyond
the ethnic lens, to locate a growing diversity of alternative identities in the twenty-first century
by emphasizing a global cosmopolitan dimension and in this way identifying an emerging diasporic
cosmopolitanism. To demonstrate this issue, I refer to classical diasporic group such as
Armenians and their recent activities in terms of ‘homecoming’ to the Republic of Armenia.

Today, among Western Armenians of the third generation, the idea and practice of reconnecting
a specific territory to the rest of the world by ‘developing the country’ seem to be stronger
than the ideal of permanent resettlement to the homeland.
Based on ethnohraphy of a particular NPO organization, I argue that US American
Armenians combine ‘homeland imaginaries’ and ‘ancestral tourism’ with an assertion that to
“reclaim” Armenian soil is to contribute to the environment of the entire planet and its inhabitants.

Bionote:
Tsypylma Darieva, Dr. is Associate Professor for Anthropology at Graduate School of Humanities
and Social Sciences at the University of Tsukuba (Japan) and member of Collaborative Research
Centre at Humboldt University Berlin, Germany. Her research interests are focused on
anthropology of migration and transnationalism, diasporic cosmopolitanism, memory and urban
postsocialism in Europe and Central Eurasia (Germany, Armenia and Azerbaijan). She is the author
of Russkij Berlin. Migranten und Medien in Berlin und London, Muenster: LIT (2004),
Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian
States, Frankfurt/M: Campus, 2007 (with W. Kaschuba) and ‘ Migrationsforschung und
Ethnologie’ in Ethnicity and Migration, edited by Brigitte Schmidt-Lauber, Berlin: Reimer, 2007.
She is co-editor (with V. Voronkov) of‘Rethinking the South Caucasus’, special issue in
Laboratorium: Russian Review of Social Research, 2010.

