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特集 “宇宙、心身、いのち”
　宇宙環境では、食べる、寝る、排泄するというような地上の生活常識が
通じないことが多いが、宇宙に浮いている丸い地球を直視して、初めて地
球で生命が生かされているとの実感がわく。しかしこの宇宙体験には厳し
い心身の鍛錬が要求され、よく訓練された飛行士だけが耐えることが出来
る。本特集は日本初の宇宙飛行士である毛利衛さんの以上の体験記を受け
て開かれた 3 つのサイエンスカフェの中から 5演題を収録したものであ
る。野球と武道を取り上げて運動によって活性化される心や、心のコミュ
ニケーションとして、ヒト以外の動物での非言語的全身的なものとヒトで
の言語的なものを取り上げて、それぞれに共通した多義性が論じられてい
る。

Vol.23 No.4  
WINTER 2010



＊公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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Editorial

地方文化の先見性を記録に残す
－菅原　努 編集委員代表を追悼して－
  山岸秀夫＊

　例年は、9 月に入ってからの残暑も「暑さ寒さも彼岸まで」の諺を信じて我慢してき

た。しかし本年は将に異常気象で、秋の彼岸になっても酷暑は一向に納まる気配が無く、

9 月も末になってやっと秋の気配が漂い、通勤途上の川の堤の土手にも真っ赤な彼岸花

が開き始めた。仲秋の神無月に入り、この酷暑を乗り切られた病身の菅原努先生の身を案

じながらも、その不死身の回復を祈念していた。その矢先に突然「巨星墜つ」の悲報を受

けた。1987 年に本誌を創刊されて以来 20 有余年、編集委員代表として本誌を育てら

れ、ご逝去直前の本号の編集にも関与して頂いただけに、本誌に激震が走ったが、先生は

「生涯現役」の見事な人生を全うされた。

　先生の夢は環境と健康に関する学術的記事を分かりやすく取り上げ、文理の知恵を動員

して、その全体像を把握し記録に残す事であって、本誌は大学のアカデミズムと社会を繋

ぐ媒体であった。編集のモットーとしては、中央の総合誌と対極的なローカル（京都の特

色）と反骨（時代に迎合しない先見性）であった。その証左として、本誌 20 巻 1 号

（2007 年春号）に先生が遺された提言「特集／本誌 20 周年の歩み、20 周年記念にあ

たって」を本文の枠内に再録することにより、本誌にかけられた先生の熱意とご功績を偲

びたいと思う。

　先生が最後に関わられた本号特集「宇宙、心身、いのち」は、「重量がゼロに近くなる

宇宙空間での身体は質量の無い心とどう関わるのか」との疑問に発して企画された「心と

身体」を考える 3 つのサイエンスカフェの記録であり、将に要素に還元できない総合的

な思考を要するものである。不幸にも本年 8 月 5 日に生じたチリの鉱山事故で 70 日間

も地下空間に閉じ込められた人々の「心と身体」のケアの問題も今後の話題となるであろ

う。本号特集以外に「随想」欄でも人の心を繋ぐ言葉の多義性が取り上げられているし、

「いのちの科学」欄では自然の支配者である人間の責任に関する哲学的考察がなされ、さ

らに生物多様性を考える「サロン談義 7」、人間の大量消費指向に警鐘を鳴らす「サロン



本誌20周年記念にあたって

　本誌もとうとう 20 巻を迎えることになりました。大きな組織であれば 20 年はそれほど

の期間ではないかもしれませんが、独りで編集の責任を負っていると 66 歳で始めた仕事が、

今では 86 歳の仕事になるわけですから、だんだんと重荷になってきたのはご理解いただけ

るでしょう。でも幸い 12 号からは一部を山岸秀夫、ついで 19 号からは全面的に内海博司

という二人の京大名誉教授が中心になってくれたので、最後に息を切らせずに続けることがで

きました。

　本誌はもともと（財）体質研究会の研究報告書として発足したのですが、それだけでは新鮮

味が足りないだろうと思って、身近な研究者にお願いして Bio-update とか、議論のありそ

うな話題を見つけてきて、故鈴木吉彦氏の尽力を得て「サロン談義」などと言ったものを加え

たりしてきました。健康指標プロジェクトを始めるようになって、財団の活動はそれが中心に

なるのでそれは山岸氏にお任せし、私の力点は Editorial とトピックスに移るようになったの

です。私はまた新しく（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団に移ることになり、

いろんなプロジェクトをそれと共催で行なう事になり、本誌も共同のものになりました。これ

らの他に私が密かに自負している本誌の記事は、私が “ これは ” と思った話題を気づくままに

拾い上げた Random Scope です。その後の 19 巻からの変りようについては、その 1 号の

Editorial に「新しい装いのもとに」と題して書きました。これからは広くいろんな方に記事

を書いていただくことにしたのですが、なかなか統一した形にはならず、今新しいあり方を模

索中と言わざるをえません。

　さて、20 巻を迎えて、この機会に何か記念のまとめをしてはという企画が生まれました。

本来ならば 20 巻の綜合目次とか索引とかを作るべきかも知れませんが、残念ながら本誌は

財団にこそ記録として保存されていても、どこの図書館にも保存されているわけではありませ
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談義 8」、地域環境資源の管理を論ずる「JCSD」欄でそれぞれ具体的な検証がなされて

いる。長寿社会の問題も引き続き連載講座で取り上げられているが、「生涯現役」で長寿

を全うされた先生の生き方から学ぶ所は多い。

　拙宅の南面の部屋の濡れ縁には、蔓性植物のグリーンカーテンをめぐらせているが、強

い陽射しの下でも夕顔（ヒルガオ科）だけは手のひらを広げたような重厚な葉で木陰を作

り、月の出とともに大輪の白い花が開いてやさしく昼の疲れを癒してくれる。清秋の毎夜

一期一会の想いをこめて、今宵一夜限りの夕顔の花を眺めつつ、親しく慈父のようにご指

導いただいた先生を偲び、その御遺志を本誌に引き継いで行きたいと思う。



ん。それでは折角の綜合目次も生かされないでしょう。いくつか代表的な記事を拾い上げて特

別号を作るという考えもありましたが、その選択は初めから作ってきた私には出来ても、いま

の編集委員にお願いするのは無理な事です。私も余り自分の好みでその様なものを作るのは気

がすすみません。そんなことを議論している間に何時の間にか、私が漏らした一言、「常に先

見性を目指してきた」が独り歩きをして特集－1「先見性を考える－本誌 20 周年の歩み」に

することに決まったようです。決まったようなどと他人事のような発言はけしからんと思われ

るでしょうが、耳の遠い私には、議論の一部しか理解できず、後になって議事録を見てはじめ

て “ そうゆうことに決まったのか ” と知るわけです。このことについては、あとの特集－ 1 に

譲ることにして、そこに含まれない私の本誌によせていた希望についてふれておきたいと思い

ます。

　それは記録を残すということです。そんな記録は何の役に立つのだ、結局最後は紙くずにな

るだけではないかと言われるかも知れません。しかし、人びとの記憶などあやしいものです。

思い違いということもあります。矢張り個人なり組織としての財団なりが、その時々にどのよ

うなことをしてきたかは、記録としてきっちりと残しておくべきだと思います。本誌は、その

意味で財団の活動記録として作って来ました。最近ではその活動が社会への働きかけという面

が強くなったので、記録の取り方が難しくなったのは事実です。でもこの面での本誌の役割も

忘れてはならないと思います。私は本誌の他に、同じ頃に名誉教授の集まり “ イメリタスクラ

ブ ” を設立して、その広報誌として「百万遍通信」というのを本誌と交代に隔月に発行してき

ました。それは次の会長にも引き継がれて最近 100 号を越えましたが、それのバックナン

バーをひもとくと、いろいろの活動、亡くなった会員のことなど、懐かしく思い出します。私

たちが居なくなった後に、昔京都にはこんな変わった組織があった、などと誰かが発掘してく

れるかも知れません。最近明治時代の動きをいろんな記録を発掘して再現している研究報告を

読むにつれても、記録の大切さを痛感する次第です。

　これからは、さらに科学者と社会との橋渡しを目指します。そして名誉教授を中心とする新

しい編集陣が、文理の枠にとらわれない広い分野に活動の場を広げてくれることを期待してい

ます。

2007 年　新春の京都洛北の寓居にて

菅原　努
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　2010 年５月９日（日）に京都大学医学部芝蘭会館において、いのちの科学フォーラ

ムそして日本学術会議によるシンポジウム、そして３つのサイエンスカフェが開催されま

した。ここにその一部を抜粋の形でご紹介する次第です。

　いじめや自殺、青少年犯罪など深刻な教育状況を打開するために、いのちの教育や心

のケアが必要だといわれています。けれども、「いのち」や「心」とはいったい何なので

しょう？　脳や身体とはどんな関係にあるのでしょうか？　この宇宙・世界のなかで生・
＊京都大学大学院教育学研究科教授（教育哲学、歴史人類学）

特集“宇宙、心身、いのち”にあたって

鈴木晶子＊
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いのちを享けた私たちが生きてそして死んでいくということ　−この最も根本的な問い

に、哲学や医学、心理学、体育学、教育学など様々な分野から迫ろうと思っています。

　基調講演では、宇宙体験を通して感じ取った事柄について日本科学未来館館長で宇宙飛

行士の毛利衛氏に「無重量の身体に宿る意識と心」と題して語っていただきました。続い

て、「宇宙と私」という主題で、生命科学を専門とする跡見順子氏（東京大学名誉教授、

東京大学アイソトープ総合センター特任研究員）と討論を行いました。

　また同日、「脳と運動」、「言葉の力−多義性から考える」、「身体を知る・身体から学ぶ」

という３つのサイエンスカフェを開催しました。

　本企画は、日本学術会議の委員であり、「いのちの科学」の委員である鈴木晶子の提言

で始まりました。日本学術会議の「教育学・心理学委員会・心と身体から教育を考える」

分科会においては、哲学、医学、心理学、体育学、教育学の委員による学際的な議論を重

ねてきました。他方、心身やいのちについては誰もが体感的、体験的に日常生活から考え

たり感じたりしている事柄です。これまでの議論の成果を発表するに当たり、専門家集団

の中のみに閉じられた議論ではなく、日常の感覚を大切にして、広く語り合う場を作って

いくことも重要であると考えておりました。そんななか幸いにも、これまで既に「いの

ち」について多角的なアプローチを行ってきている健康財団グループ、（公財）体質研究

会／（財）慢性疾患・リハビリテイション振興研究財団のご賛同を得ることができ、今回

の開催が実現しました。

　心と身体など人間をトータルに捉える立場から教育を捉えなおすための新たな可能性に

ついて共に考え議論する一助となれば幸いに存じます。

（イラスト：京都通信社 中井英之）
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はじめに

　脳は、自然界の中で最もすばらしい創造

物です。私たちのいのちの根源であり、そ

れ自体一つの小宇宙と言うことができま

す。大きな容量をもち、いろいろな機能を

生み出し、日々柔軟に変化し、そしてここ

ろを生み出します。本稿では、イチローの

すばらしい活躍を通じて、脳とこころの活

性化について考えてみましょう。

イチローのすごさ

1．実績

　イチローは 1992 年にパリーグのブ

ルーウェーブに入団しました。はじめの２

年間はウェスタンリーグで大いに活躍しま

したが、一軍の試合に出場する機会は少な

かった。しかしこの間、彼は基礎体力を鍛

えるとともに、独自の振り子打法に磨きを

イチローの活躍から学ぶ脳とこころの活性化
西野仁雄＊

要　旨：脳は、重さが約1.3 キログラムで、体重比では２％に過ぎないが、
全循環血液量の15〜 20％、全酸素消費量の約25％を占める代謝の大変
盛んな臓器です。その特色は、1）大きな容量をもっていて情報を超並列分
散的に処理できること、2）非常に柔軟で可塑性に富むこと、そして、3）
こころを生み出すことができることです。メジャーリーグのイチローは、毎
年すばらしい成績を打ち立てているが、彼は、脳のもつこれらの特性・可能
性を私たちに示してくれているといえるでしょう。

かけ、来るべき日に備えていた。

　入団 3 年目には仰木監督が就任して、

柔軟な発想でチームづくりを行い、イチ

ローを一番バッターに抜擢、また登録名を

鈴木一朗からイチローへと変更した。心機

一転したイチローはこの年大ブレークをと

げました。

　69 試合連続出塁、年間 210 安打、首

位打者、最高出塁率、4 打席連続二塁打

等、数々の記録を残し、MVP、ベストナ

イン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞

に選ばれ、その才能は一気に開花しまし

た。その後の活躍ぶりはみなさんのご承知

の通りです。

　94 年から 00 年まで連続 7 年間首位

打者に輝き、01 年にはメジャーリーグに

渡ったが、いきなりオールスターゲームに

出場、200 安打、首位打者、MVP、新人
＊名古屋市立大学名誉教授（脳生理学）
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王、ゴールドグラブ賞など、素晴らしい成

績を残してチームの地区優勝に貢献し、

数々の賞に輝きました。04 年には年間

262 安打を打ち、84 年振りに世界記録

を書き換えました。また 01 〜 10 年の

連続 10 年間 200 安打以上を打ち続ける

という偉業を成し遂げていますが、これは

もちろん世界でオンリーワンの記録です。

ゴールデングラブ賞も 94 〜 09 年まで

日米連続 16 回受賞しています（多分 10

年もシーズン終了後に選出されるでしょ

う）。このように世界で活躍するスーパー

スター（SS）中の SS です。

2．イチローの打法の特色

　もはやアーチスト：04 年には 262 本

という年間最多安打の世界記録を打ち立て

ましたが、このときの打球の飛んだ位置を

調べてみると、左打者であるので右翼への

打球が多いように思われるが、決してそう

ではありません。中堅方向の打球が最も多

く、左翼にも良く打っています。驚くこと

に内野にも、投手、捕手、一塁、二塁、三

塁、遊撃の横というように、フィールド内

に測ったようにまんべんなく打ち分けてい

ます。

　このイチローの打法に対してニューヨー

クタイムズは、「芸術家はフィールドを

キャンバスに変えた」という見出しを掲

げ、「イチローはパワー全盛の米野球界で

独特のスタイルで安打を打ち続けている。

独自のスタイルをしっかり持つことによっ

て、大きな成功を手に入れることができる

ということを、イチローは私たちに教えて

くれている」と絶賛しました。

　このように、フィールド内の何処にでも

自由自在に打ち分けることができるのが特

徴ですが、これは、手首の返しを遅らせ、

投手の球をぎりぎりまで見極め、一球に対

し二段三段の対応ができるからです。

　このことについてイチローは次のように

述べています。

「ボールに当てる技術には自信がある。他

の誰にも負けない」

「手を出すのが最後だよってことかな。手

を出さないためにどうするかを考えてい

る。手を出さないからヒットが出るという

ことではないでしょうか」

「真っすぐの速い球を待っていて、緩い

カーブが頭の方に向かってくると、思わず

体が引けてしまう。まずは体を引かない状

態をつくれるかどうかであるが、引い

ちゃったら引いちゃったで、その時は“二

度目の自分”というものがある。一球の中

でその切り替えは十分可能なんです」1）

　イチローはホームランを打とうと思えば

打てる。試合前の練習ではスタンドインの

打球を量産し、他チームの選手や監督に恐

れられている。しかしゲームにおいては
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ホームランを封印し、より多くの安打を打

つことを目標に掲げている。

　変則打法しかし基本に忠実：イチローの

打撃は、走りながら打つ、ボールに寄りか

かるように打つ、なぐりつけるように打

つ、ゴルフのチップショットのように打

つ、力一杯引っ張って打つ等、本当に多彩

であり、また変則的でもある。しかし打つ

という基本に関して最も忠実であることも

事実です。それは、いくら体勢を崩されて

もバットがトップの位置に残っていて、そ

こから第二段の対応ができること、また、

踏み出す足（イチローの場合は右足）が球

の来る方向に対して、きちっと直角に踏み

出されていることです。オープンになって

しまって体が開けることは決してありませ

ん。

　イチローのバット：プロ野球あるいはメ

ジャーリーグの公式戦で使用されるバット

の条件は単純です。一本の木材から削り出

され作られていること、長さ 107 セン

チ、太さ 7.6 センチ以内であること、こ

れ以外の条件はなく、重さの制限はありま

せん。この条件の下で、各選手は自分の体

力、腕力、打法、フィーリングに合った

バットを選び、使用しているのです。

　ミズノ養老工場を見学させていただいた

が、そこで作られていたイチローのモデル

バットは、重さが約 900 グラムで、決し

て重いものでない。しかし握ってみると大

変重く感じられる。それは、ヘッドの位置

が最先端部にあって、グリップにかけて直

線的に削りこまれているためです。打芯

（スイートエリア）が狭いため、非常に扱

いづらいバットです。彼はこの特色のある

バットを自在に使いこなして安打を量産し

ているのです。

　バットを静かに戻す：打者は、ピッ

チャーが投球体勢に入る前は静かにバット

を構えています。いわゆる静の状態です。

その後バックスイングに入り、来た球を力

一杯打ち抜き（動）、そして一塁に向かっ

て走り出します（動）。この静から動、そ

して動という一連の動作はどの打者におい

ても共通です。しかし、イチローの打法に

はこの一連の動きの中にもう一つの静が加

わります。彼は打った後一瞬にトップス

ピードとなる俊足で一塁に向かって走りだ

すが、このとき先ずバットの先端を地面に

つけ、そして静かに手を離しバットを置き

ます。決してバットを放り出すようなこと

はありません。これはバットを、球を打つ

ための単なる道具ではなく、自分の手の一

部であり、魂のこもった体の一部であると

いう感覚で扱い、バットを作ってくれる人

への感謝の念をもって扱っているためと思

われます。このようにイチローの打撃は、

静、動、静、そして動へと続く一幅の絵と
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なっています。

3．イチローの現在があるのは

　ハードな練習の繰り返し：イチローが

SS 中の SS であることは上で述べまし

た。では、イチローの現在があるのは、ど

ういうことによると考えられるでしょう

か？

　お父上の鈴木宣之さんに何回もお会いし

て、幼少時代、野球に取り組んだ経緯、毎

日の練習、進路決定、プロへの入団、メ

ジャーへの移籍等についてお伺いしまし

た。イチローが成功し現在がある要因の一

つは、まず、こうと言ったら最後まで曲げ

ないという頑固さ、そして大の負けず嫌い

であるという性格が大きく関係しているの

ではないかと思われます 2）。

　一般に性格は、先祖から受け継ぐ遺伝子

の影響を受けるものですが、この自己主張

の強い前向きな行動様式が彼の活躍の基本

にあると思われます。また宣之氏は元高校

球児でしたので、野球のセンスも父親から

受け継いでいると思われます。その上に、

父親の指導の下に幼少時から野球の基本技

を毎日徹底的に繰り返し練習し続けたこと

です。

　イチローが本格的に野球の練習を始めた

のは小学校の 3 年生の頃らしい。当時自

営業を営んでおられた宣之氏は、イチロー

が学校から帰ってくると仕事を他の人に任

せ、近くの公園で毎日マンツーマンの練習

を夕方まで行いました。ランニング、ピッ

チング、遠投、守備練習、走塁、ティー

バッテイングなど、野球の基本技を徹底し

て繰り返しました。夜は二人でバッテイン

グセンターに出かけ、正月の一日と二日を

除き毎日 200 球以上の球を打ったといい

ます。中学生になると野球部に入ったた

め、午後の練習は野球部の練習に取って変

わったが、夜のバッティングセンター通い

は中学卒業まで続きました。高校は野球の

名門校の愛工大名電高でさらにハードな練

習を繰り返しました 2）。

　このように、脳の発達期である小学、中

学、高校時代に厳しい練習を毎日行ったこ

とによって、野球を行う体、そして脳が出

来上がったといっても過言ではありませ

ん。先祖から受け継いだ素晴らしい遺伝子

と、この遺伝子の発現に大きな影響を与え

た環境、この両者があって現在のイチロー

があるといえるでしょう。

　しかし、ここまでですと一つのサクセス

ストーリーですが、イチローのすごさ、す

ばらしさは、世界の SS 中の SS となっ

た現在でも、メジャーリーグの選手の中で

毎日最も良く準備し、練習しているところ

です。この徹底した努力の積み重ねが異次

元のプレーヤーを生み出しているといえま

す。
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脳とこころの活性化

1．脳は最もすばらしい創造物

　脳の重さは約 1.3 キログラム、体重の

2%に過ぎない臓器ですが、大変大きな容

量をもち、超並列分散的に情報を処理し、

日々変化できる可塑性をもち、こころを生

み出すことができる最もすばらしい創造物

ということができます。

　脳は、大脳、間脳、脳幹、小脳から構成

され、大脳の内部には大脳基底核や大脳辺

縁系と呼ばれる一連の構造があります。こ

れらの各部位はさらに多くの小部位に分か

れ、夫々独自の機能をもっていますが（機

能分化）、各部位は相互に連絡し合ってい

るので、夫々の機能が個別化されるととも

に統合されて、感覚、運動、記憶、認知、

意志、言語、情動、自律神経機能など、

様々な機能が生み出されるのです。

　脳を構成するのは神経細胞とグリア細胞

です。神経細胞は興奮することができ、ま

たその興奮を伝えることができます。グリ

ア細胞は、この神経細胞の働きを支えてい

ます。

　神経細胞の興奮（電気的活動）は、神経

細胞から伸びる突起（細い線維）を伝わ

り、隣の神経細胞あるいは神経細胞の突起

に伝わります。この神経細胞同士の接合す

るところはシナプスと呼ばれます。

　シナプスでは神経細胞同士あるいは突起

同士は決して密着していなくて、ナノメー

ター単位の間隙があります。そこでは伝達

物質と呼ばれる化学物質が放出され、間隙

を拡散して隣の神経細胞の受容体に作用

し、その細胞に興奮を引き起こします。

従って、神経細胞の興奮は、電気的興奮、

化学的媒介、電気的興奮という様式で次か

ら次へと伝わります。

　脳の生物学的な完成は20歳までかか

る：脳を構成する神経細胞とグリア細胞

は、ともに妊娠の中期（20 〜 30 週）に

作られます。すなわち脳の素材は母親のお

腹にいるときにすべて出揃っているので

す。その後、妊娠後期、出生時期、幼児期

にかけて、神経細胞から突起が徐々に伸び

ます。

　しかしいくら突起が伸びても、裸のまま

だと周りの細胞外液や脳脊髄液中に信号

（電気的興奮）は漏れてしまいます。信号

を漏れなく有効に伝えるためには、突起の

周りを絶縁する必要があります。これはミ

エリンと呼ばれる脂質が突起を取り巻くこ

と（ミエリン化）によって行われます。

　ミエリン化の時期は脳の部位によって異

なりますが、人の人たる所以をなす前頭葉

では最も遅くて 20 歳頃になって完成さ

れます。従って脳の完成には、胎児期の環

境、幼児期の環境、家庭環境、学校教育、

地域社会等、あらゆる環境が影響するとい
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えます。

2．脳は可塑性に富む

　シナプスの数の経時変化：上で述べたよ

うに、シナプスは情報を伝える際に重要な

役割をもっていますが、このシナプスの部

位が最も可塑性に富むところです

　後頭葉の一次視覚野で解析されたデータ

によると、シナプスの数は出生直後は少な

いけれども、生後１歳前後にピークに達

し、その後 10 歳頃にかけて減少し（刈

り込み）、そして 25 歳位迄はまた少し増

加し、その後年齢とともに徐々に減少する

（老化現象）と報告されています 3）。

　刈り込みという現象は、生物がとる一つ

の戦略です。それは、何か必要なときに必

要な量だけ用意するのではなく、安全性を

見越して必要量を大幅に越える量を前もっ

て作っておき、不要になったものを順次刈

り取って消滅させていくというやり方で

す。

　刈り込み現象は、脳の他の部位において

も同様に起こっていることが予測されるの

で、乳幼児期〜少年期にいろいろな訓練

（運動、音楽、語学教育など）を繰り返し

行うことによって、この刈り込みが少なく

なったり、新しいシナプスが作り出される

可能性は否定できないでしょう。

　記憶の原型の長期増強：長期にわたるシ

ナプスの数の変化については前項で述べま

したが、もっと短期間すなわち時々刻々に

おいても、シナプスの数そしてシナプスの

活性度は変化します。

　記憶機能に関係する“海馬”と呼ばれる

部位をモルモットの脳から切り出して、試

験管内で電気刺激を加えるという実験を紹

介しましょう。

　１秒間に１回、一定の大きさの電気刺激

を与えると、海馬の神経細胞は一定の大き

さの反応を示します。これは何回繰り返し

ても同じです。しかし 50 〜 100 ヘルツ

という高頻度の反復刺激をたった１秒間加

えた後では、前と同じ条件の刺激を加えて

も得られる反応は以前のものに比べて大き

くなります。そしてこのような高頻度の反

復刺激を 2 度、3 度と与えた後では、も

との同じ条件の刺激に対する反応はさらに

大きくなります。そして、一旦大きな反応

が得られると、これが何時間も、ときには

何日間も大きいまま続くのです。

　すなわち、脳に繰り返して刺激が入って

くると得られる反応は大きくなり、その効

果は長期間に渡って続くのです（長期増

強、long-term potetiation）。 こ れ は、

繰り返し刺激がくると、細胞の興奮が大き

くなり、細胞内カルシウム濃度が上昇し、

いろいろな酵素が活性化され、イオンチャ

ンネルの活性化やシナプスの新生などが起

こるためです。
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　この長期増強は、海馬以外でも脳のいろ

いろな部位で起こることが明らかとなり、

現在では “ 記憶 ” という脳の働きの原型で

あると考えられています。すなわち脳は、

使えば使う程（刺激を与えれば与える程）

より良く働くようになるのです。

　神経幹細胞の存在：私たちが 70 歳に

なっても 80 歳になっても、脳の一定の

部位（海馬、脳室周囲層など）には神経幹

細胞と呼ばれる細胞が存在しています。神

経幹細胞は自己複製能をもっていて、分裂

して数を増やすことができ、その一部は神

経細胞に分化して、新しい記憶や嗅覚の形

成などに関与していると考えられます。ま

た、脳出血、脳梗塞、脳外傷など、脳に障

害が起こった時には神経幹細胞は普段より

盛んに分裂増殖し、神経細胞となって障害

部位に向かって移動して、障害の修復に関

与することが明らかになってきました。

従って、この神経幹細胞の働きをより活発

にすることができれば、私たちの脳は何歳

になっても生き生きと働くことになりま

す。

3．こころはどこに宿るか

　脳の働きを考えるとき、こころの問題を

避けて通ることはできません。こころはど

こに宿るのでしょうか？

　こころは、もともと哲学、心理学、宗教

などの大きなテーマであり、その考え方に

ついては現在でも唯心論、唯物論的立場を

両極として決着がついていません。しかし

ここでは、こころは脳の働きによって生み

出されると考え、そのような立場からここ

ろの活性化について考えてみましょう。

　こころには、喜、怒、哀、楽、恐怖、

快、不快のように、こころで感じるという

側面（feeling と呼ばれるような感情的な

こころ）があります。一方、意志、決断、

論理、思考、計算、言語のような論理的な

側面（知性的なこころ）もあります。前者

は主に脳の深いところにある大脳辺縁系や

脳幹と呼ばれる部位の働きによって、後者

は主に大脳皮質（大脳の表面）の働きに

よって生じてくると考えられています。

　脳とこころの相互作用：それでは、ここ

ろは脳という臓器が生み出す単なる現象で

しょうか。決してそうではありません。確

かにこころは脳の働きによって生み出され

ますが、こころによって脳の働きが左右さ

れ、変化します。すなわち脳とこころは相

互に影響し合い、一体となって働いている

と考えられます。

　私たちの体、性格、個性、そしてその元

になる各臓器、各細胞、たんぱく質、アミ

ノ酸など、私たちを構成するすべては先祖

から受け継いだ遺伝子と、遺伝子を取り巻

く環境の相互作用によって作られます。す

なわち、遺伝子とそれを取り巻く環境との
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相互作用によって、遺伝子の発現が左右さ

れ、一つの特異な形質（個人）が作られる

というのが現在の生物学の考えです。しか

しこのとき、こころのもち方によって脳自

身、すなわち私たち人間一人一人が変わっ

ていくとも考えられます。

　こころのもち方、例えば、何かに強い関

心、興味、こだわりをもつこと、また何か

を信じ、祈ること、そして、それに向かっ

て日々努力し行動することによって、脳の

働き（活性度）は変わります。脳の働きが

変われば脳の構造そのものが変わって行き

ます。すなわち、こころのもち方とそれに

基づく行動によって、遺伝子の発現や環境

因子の状態が変わり、脳自身が変わり、ひ

いては私たちは変わって行くといえます 4）。

　やる気（モチベーション）はどこから湧

いてくるのか：最近のアンケート調査によ

ると、日本の中学生は他国の中学生に比べ

て、将来偉くなりたいと考える人が少な

く、のんびりと暮らして行きたいと思う人

が多いという結果が出ています。また、自

分は良い性質をもち自分自身に満足してい

ると、感じる人も少ないようです 5）。

　この結果は、なにも頑張らなくても安全

に暮らして行けるのだからいいではないか

ともいえますが、次代を背負って立つ中学

生の精神構造としては寂しい限りではあり

ませんか。このような考えは中学生に限っ

たことではありません。日本社会全体が現

在このような状況であり、非常に内向き思

考になっているといえます。このままでは

日本は沈没してしまいます。

　そのような中、イチローは今年も大変頑

張ってくれました。チームの成績がどん底

で夏前から優勝戦線から取り残されていた

こと、最も敬愛するチームメートのケン・

グリフィー Jr の引退、ワカマツ監督の

シーズン途中の解任というような種々の悪

条件の中で孤軍奮闘でした。彼には年間

200 安打という大きな目標、こだわりが

あるからでしょう。この強いこだわりをも

ち続けることによって、この 10 年間イ

チローは 80 年いや 100 年振りの世界記

録の更新という偉業を成し遂げてきまし

た。

　では、イチローはどうしてあんなに頑張

れるのでしょうか。それには、才能、環

境、努力、成果、運など、いろいろな要因

が関係していることに間違いはありませ

ん。しかし上で述べてきたような脳の特性

や可能性に照らし合わせて考えて見ると、

幼少時代から今日に至るまで日々練習を繰

り返して、シナプスの数を増やし、シナプ

スの活性度を高め（長期増強）、神経幹細

胞を活性化させ、前頭葉の働きを強め、こ

ころのもち方（目標、関心、こだわり）に

よって遺伝子の発現を強くし、脳のはたら
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き、ひいては自分自身を高め続けていると

いえるでしょう。

　ヒトは大きなものに触れたとき、自然の

偉大さや生命の神秘性に触れたとき、もの

ごとを達成したとき、ほめられたとき、ま

た自分の存在・居場所があるときなどに、

やる気が出て頑張れるものです。このよう

なとき、脳の中でドーパミンが放出され、

ノルアドレナリンやエンドルフィンなどの

多幸物質が放出されて、やる気や至福感が

得られます。イチローは幼少時代から、目

標をかかげて努力し、それを達成したとき

の満足感や至福感を感じ、そしてまた更な

る目標の達成に向けて頑張るという上向き

の階段を登り続けているといえます。

　自分の中に自分自身のイチローを見つけ

よう：では、みんながイチローのように頑

張れるでしょうか。なかなか難しいでしょ

う。いや 100 年に一人のプレーヤーと言

われるイチローのように振舞い、そして結

果を出して行くことは出来ないでしょう。

しかし、なにもイチローを真似ること、ま

たイチローになろうとすることはありませ

ん。

　私たちは一人一人夫々すばらしい個性を

もっています。自分の特色・長所・短所の

もとに、自分の目標を見つけ、それに向

かって努力し、他人と協力し合い、社会に

貢献していくことが大切といえます。これ

らによって、私たちの脳とこころは活性化

されます。

　それは、自分の中に自分自身のイチロー

を見つけること、ともいえるでしょう。
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武道とは

　武道は、ふだんよく用いる言葉である

が、あらかじめその語義について確認して

おくことは、のちの議論を混乱させないた

めにも有益であろう。というのは、いずれ

の国語辞典も、今日我々がふつうに使って

いる「武道」の意味を採録しないからであ

る。

　さて、我々が武道と言って思い浮かべる

のは、それが柔道や剣道や弓道などを総称

し、そして現実には日本チャンピオンや世

界チャンピオンを決める競技としておこな

われるものの、本来は武術稽古を通して精

神を修養する文化であるというイメージで

ある。さらに、この精神修養は日本固有あ

るいは日本伝統のものであるとの自覚が

伴っていることである。「武道はスポーツ

とは違う」の言説も、こうした感覚に発し

ている。

武道と心
寒川恒夫＊

要　約：武道はよくスポーツや体操とは違うと言われる。体操が健康、ス
ポーツが楽しみごとであるのに対し、武道は心、それも日本的心を練るもの
というのが、その理由である。しかし、この理解はせいぜいここ一世紀半の
ことで、日本が近代化を始めた明治になってからである。それでは、体操や
スポーツとちがうとされた武道がその質とした心の修練とは何であったのか。
本小論では儒教的心と禅的心を取り上げ、武道との関わりについて考える。

　武道は、つまり、柔道・剣道・弓道など

の総称で、競技の形はとるものの、武術由

来の技法稽古によって心身を磨く日本固有

の修養文化である、と考えられていると

いってよい。1987 年に日本武道協議会

が制定した「武道憲章」は、基本的に、こ

うした理解に立っている。それでは、日本

の国語辞典は武道をどう説明しているの

か。今日標準的とされる新村出『広辞苑』

（岩波書店）は次のように記している。

　　①武士の守るべき道。武士道。

　　②武術に関する道。弓矢の道。⇔文道

　　③武術方の略

　このうち、①は江戸時代の常識で、武道

といえば武士道（あるいは儒者が好んで用

いた士道）と同義であった。武士のあるべ

き精神を説いた書を大道寺友山が『武道初

心集』、また井原西鶴が『武道伝来記』と

表題したのは、その例である。②の「武術
＊早稲田大学スポーツ科学学術院教授（スポーツ人類学）
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に関する道」の道は武士道や士道の道と同

じではない。武士道や士道が武士のもつべ

き心構えを言ったのとは違って、専門（専

門分野）を意味した。これは『源氏物語』

など中世の文学に出る「木の道の匠」や

「琴笛の道」などと使うスペシャリティー

の意味である。「弓矢の道」も、『源平盛衰

記』が「『ああ親能は右筆（筆者注：文筆

学問）ばかりはとりもならひつらん、弓矢

の道は不知者を』と言ひければ、敵も味方

もどっと笑う」と語るように、武の身体技

法つまり武術を意味させている。最後に③

の武道方は江戸時代に現れたもので、芝居

において、武術に優れた忠義な武士役つま

り理想の武士役を言ったもので、これを省

略して武道と称したのである。

　さて、『広辞苑』のこうした説明は、上

述した今日の常識とは隔たりが大きい。よ

ほどの歌舞伎通でなければ知らない武道方

の略という武道は、日本武道館や武道憲章

あるいは文部科学省の学習指導要領で用い

る武道とは、およそ次元の違うものであ

る。また、武道が武術と同じと言われれ

ば、むしろ混乱を感じる。「武道は精神修

養を目指すものだ。技術を言うただの武術

ではない」という物言いはふだんよく耳に

するところであり、武道憲章は「武道は…

術から道に発展した伝統文化である」と術

と道の質の差に敏感である。さらに武士な

き世に生きる今日の我々は、武士道を歴史

的概念、武道を現代概念として別物とみる

感覚をもっているし、今日の武道は精神修

養を武術稽古によっておこなうという立場

に立つが、江戸時代の武士道では武士の心

は儒教の文字テキストによって陶冶された

という違いも挙げてよいだろう。ちなみ

に、江戸時代の武士道（また士道）のあり

方を規定した影響力の大きい中江藤樹の

『文武問答』が「義は武の徳にして武芸の

根本なり。軍法射御兵法などは芸にして武

徳の枝葉なり」と断じたように、武術（そ

れに戦に関わる武事一般、つまり『広辞

苑』が挙げる「武道」の２番目の意味）は

武士道の中にあっては自律性を認められ

ず、常に儒教五倫によってコントロールさ

れる必要があった。『武道初心集』が武士

の子の教育方法として「七、八歳の年齢に

も生い立ち候に於いては、四書、五経、七

書等の文字読をも致させ、手習いをも仕り

て、物を書き覚え候様にと、油断なく申し

教へ、さて十五六七歳にも罷也候得ば、弓

を射、馬に乗り、其外一切の武芸をも修練

致させ候義、治世の武士、子を育つる本意

たるべく候」と、まず文字テキストによっ

て儒教を教えるべきことを説いたのも、そ

の後にならう武を儒的に統制するためで

あった。このように江戸時代の武士道体系

にあって武術は、戦場殺傷の機能が認めら
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れたにすぎなかった。

　『広辞苑』が載せる「武道」の３つの意

味は江戸時代におこなわれたいわば古義で

あり、今日の語義は採録されていないとい

える。この間の事情は、『広辞苑』を含む

明治以降に出版された国語辞典において

も、同様である。

　それでは、国語辞典に４番目として載る

べき今日の武道の意味は、いつ、どのよう

にして形成されたのか。

　まず、柔道、剣道、弓道などの総称とい

う部分は、1919（大正８）年に大日本

武徳会が、またその後 1931（昭和６）

年に文部省がそれぞれ機関決定をして用い

始めたのが、その普及のきっかけとなって

いる。誤解のないように言えば、柔道、剣

道、弓道の語そのものは江戸時代にも存在

したことが史料によって確認される。しか

し播州赤穂の堀内自諾が自身の案んだ柔術

を「起倒柔道雌雄術」と称したなどそれら

はきわめて特殊な用法であって、当時は柔

術、剣術、弓術など「術」を称するのが一

般であった。そして、これらの術名が今日

のように「道」を名乗るのは、柔道につい

ては嘉納治五郎がその近代性にちなんであ

えて改称する旨を宣言した 1882（明治

15）年、またそれ以外の種目は、柔道に

ならって大日本武徳会が呼称変更する

1919 年以後のことである。

　次に武道の日本固有性・日本伝統性の主

張は、たしかに明治以降のことと認めてい

い。なるほど江戸時代においてもたとえば

眞の神道流は柔術の中国渡来説（陳元贇招

来説）を非難して「和国の恥辱と云ふべ

し。朝敵の部類なり」と憤慨したが、むし

ろ当時の大勢は先進国たる中国に事物の起

源をもとめる唐風にあった。武道の日本固

有性の主張は、日本が欧米列強と対峙し、

その存立根拠を「和魂洋才」の和魂にもと

めざるをえなかった近代ナショナリズムの

なかから生まれてくる。嘉納治五郎が唱え

た柔道・柔術の日本起源説は、その初期の

代表である。大日本帝国を支える軍人の精

神が西周（1882 年、明治 15 年に発せ

られた軍人勅諭の草案者）によって「日本

固有ノ性習ニ基ツカサルヲ得ス」として本

居宣長の「大和心」が持ち出されるが、そ

ののち、これが武道のオリジンを他ならぬ

皇祖にもとめるメンタリティーを醸成す

る。明治 28 年（1895）に隈元實道は

その著『武道教範』の中で、「我が日本固

有の武道」について、「夫れ、武道は、建

国尚武の遺風を追ひ…至大至剛なる、精神

を発達するに在り。惟ふに、帝国臣民は万

世一系の尊栄なる皇室をいただき、世界無

比の光輝ある歴史を有す。…畢竟皇威に因

ると雖も、亦世々吾々の祖先が、身を以て

国に奉ずるに、斯の武を以てしたる結果な
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り。ゆえに世々吾々の祖先が、経営辛苦し

たる、其の意志、其の餘風、其の事蹟、そ

の希望、一皆な武道に固有す。斯の武は、

邦土の国粋としては、大和魂たり」と、そ

の源泉と質について語るが、その語りは西

周草案の軍人勅諭をなぞる物言いであり、

当時の武道関係者の主張を代表するもので

あった。

　つまり、ここからは、武道の日本固有性

の主張が、明治国家が抱いた「国体」イデ

オロギーへの接近心性に発していたことを

読み取ることができる。武道は、江戸時代

におこなわれた武士の文化であることをや

め、天皇の文化として新生したのである。

武道がめざす心

　このように、武道の今日的意味は、まず

明治に入って醸成されたものであることが

分かる。それでは、武道がめざす心・精神

とはなにか。

　確かなことは、明治から今日まで、二つ

の近代的精神が区別されることである。一

つは、第二次大戦終結まで続いた“国体を

護持すべき天皇の赤子としての臣民精神”

であり、昭和 20 年以後は民主主義的市

民精神とでも呼ぶべき内容である。

　しかし、我々は江戸時代に開発され、そ

して今日なお武道の伝統的心としてたえず

引き合いに出される二つの精神についても

言及しておかなければならない。儒教的精

神と禅的精神である。じつにこの二つの精

神は、私一人の心理のなかでは共存しえる

ものの、それ自体としてはベクトルを真逆

にするものである。二つの精神の対立葛藤

は、遠く古代中国に遡るが、江戸時代に

あっては、儒者の山鹿素行が理気朱子学を

禅に流れるとして、これを、自己の内側に

最高善をもとめる異端と断罪したように、

本来儒教は日々の暮らしにおける理想の人

間関係と社会秩序の構築に関わる倫理であ

り、俗世の営みと距離を置く魂の救済をめ

ざす禅とは相容れがたいものであった。こ

の意味では、武術・武道が江戸時代から経

験した儒教的精神も明治の臣民精神も第二

次大戦後の市民精神も、人倫に関わる文化

として変わるところがない。さて、武と儒

教の関わりは、古代中国の『説文解字』に

出る武の字義に始まるとするのがよく知ら

れている。武の字は武器である「戈（ほ

こ）」と、とどめるの「止」の合字で、全

体は平和と秩序の創出を意味する。これに

は紀元前 597 年の晋と楚の戦を儒教的に

解釈した『春秋左氏伝』に出る勝者楚の王

の武の七徳発言すなわち「そもそも武とい

う字は戈（軍事）を止める意味である。…

武とは、暴を禁じ、戦を止め、大を保ち、

功を定め、民を安んじ、衆を和し、財を豊

かにするためのもの」との言説が背景にあ
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るとされる。

　ここには、武の自律を否定する儒者によ

る武の囲い込み、いわば文による武のシビ

リアンコントロールの作意がみられる。こ

の儒教的武の七徳説は鎌倉中期の『古今著

聞集』にも紹介され、武に関わる者が身に

つけておくべき心構えとして、その後に受

け継がれていく。

　こうした武の儒教的倫理は、江戸時代に

おいては武士道や士道の語によって、より

強固に武士を律するようになる。君に対す

る臣の忠を『葉隠』が「武士は主を思ふよ

り外のことはなし」と断ずるまでに高揚す

るのである。

　今やただの“いくさびと”でなく、城下

に住む官僚と化した武士が、農工商三民に

対し人倫の何たるかを行動をもって示すこ

とを要請される徳川の御世において、彼ら

だけに許された武術稽古も、人倫の学習空

間の中にあっては、徳の内面化に優先され

る。開国の外圧に世が騒然とし、それまで

になく武力が重視された幕末にあっても幕

府が万延元年（1860）に小川町にもう

けた講武所の「掟」は、次のような一文を

含んでいた。「一、武を講ずる肝要は弓・

剣・槍の芸を学び、礼儀廉恥を基として、

武道もっぱら研究いたすべきこと。…右の

条々、一統大切に心得、油断なく相励むべ

く候。たとへ武芸に長じ候とも、血気放蕩

にして礼儀弁ぜざるか、または武道の心が

け薄く世を誹り人を軽蔑する輩は、国家の

害、風俗の弊となり候間…」

　日本の武道の伝統的精神のもう一つの

例、すなわち禅的精神は、これまで述べた

儒教的精神とは大いに異なっている。平安

の歌人藤原俊成が歌論書『古来風躰抄』を

著したのが 1197 年のことであったが、

そこに記された仏書『摩訶止観』との邂逅

は、彼の和歌に対する個人的心理態度の決

定にとどまらず、その後の日本の芸道の発

生を導き、今日にまで続く学習者の精神形

成の日本的型を創造する端緒となったた

め、注目される。

　『摩訶止観』は６世紀の中国の天台僧で

あった智顗が著した修行論で、そこには四

つの方法が提示されている。もっぱら坐し

ておこなう常坐三昧、行（つまり歩と走）

によって動的に行う常行三昧、坐と行とを

併用する半坐半行、坐と行の外の一切の行

動によっておこなう非行非坐の四法であ

る。和歌は、非行非坐との出会いによって

初めて仏教の悟りと縁づくことになった。

歌に限らず、なぐさみごとや身すぎ、日々

の立居振舞い、つまり人の行動のおよそ一

切が悟りに至る媒体と位置づけられたので

ある。能の世阿弥、茶の利休や川上不白な

どは、こうした禅的芸道の世界を拓いて

いったリーダーであった。遅れて芸道の流
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れに掉さしたのが武術で、江戸時代に入っ

てのことであった。戦場で敵を殺傷するた

めの武術が、よもや人を活かす 180 度真

逆のベクトルを与えられるとは、誰が想像

したであろう。

　禅僧の沢庵が、将軍家康の剣術師範をつ

とめる柳生宗矩に贈った『不動智神妙録』

がその始まりであった。そこには、悟りを

いう執着なき心すなわち不動智が、宗矩の

家職にことよせて、みごと撃殺の前提と語

られ、そして逆説的に、剣術稽古は禅の修

行と同じ魂へのはたらきかけであるべきこ

とが説かれる。ここには技法に対する心法

の絶対優位が認められるが、『不動智神妙

録』の影響は絶大で、たちまち弓術や柔術

などの他の武芸諸流派に広がり、平和な徳

川の世における武術の存在意義をあらたに

基礎づける論理として受け入れられてゆ

く。柔術の古い流派の一つである起倒流は

不動智を本体と表現し、日々の稽古は本体

の位にいたることを最終ゴールと定めてい

た。この流派に「受け立ちの残ること」と

よばれる稽古法があった。受けは取りの自

在に投げられてはならず、取りが本体を失

していると感じたときには、あえて投げら

れないこと（つまり残ること）によって、

その未熟を知らせ、さらに精進するべきこ

とを伝えねばならないとするものであっ

た。

　江戸時代において武術が経験したこうし

た禅的世界は、学習論の上からみても興味

深い。上掲起倒流の伝書五巻について解説

を付した『起倒流秘書註解』（1790 年、

寛政３年）の序は、流祖茨木専斎と剣術の

柳生宗短について次のように語っている。

「共ニ天下ノ一人也ト云ヘリ、左許ノ名人

成ト雖モ、縦バ鳥ノ翅アリテ空中ヲ翔ケリ

ナガラ、何ノ故ヲ以テ此妙用ヲ成スト云事

ヲ知ザルガ如ク、唯多年殺身修行セシ功ニ

依テ、自然ニ如斯自在ヲ得タリトノミ思ヒ

テ、心理未明、依之、両人東海寺ノ澤庵老

師ニ参禅シテ、此道理ヲ明メンコトヲ求

ム、…両人始テ武芸ハ形ノコトニ非ズ、心

理ノ妙用時ニ当リ変ニ応ジテ表ヘ発スル物

ト云コトヲ悟リ…」。

　つまり、ここには、禅的精神は武術の技

術的上達と関わること、そしてまた武術の

技術上達に関わる知には身体知とエピス

テーメの二様の区別の認識があることが示

されている。　

　だが、エピステーメは禅的心法の言葉に

よって描かれるかたちがとられている。今

日的理解ではエピステーメは伝達と再現が

可能な科学知であり、物理学や数学の言葉

によって描かれるものであるが、しかしそ

れでも江戸時代にすでに武術稽古において

その萌しがあらわれていたことは注目され

てよい。
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　こうした学習法に一大転換をもたらした

のは明治の嘉納治五郎であった。嘉納は、

起倒流の免許皆伝者で洋学と漢学に明る

く、洋の東西に渡る膨大な情報によって柔

術から柔道を創造した近代合理人であっ

た。その嘉納がまず切り捨てたのが、柔術

を基礎づけていた禅的心法の部分であっ

た。代わりに「重心崩し」という物理学の

原理が導入され、真にエピステーメな知を

柔道にもたらした。江戸時代の「受け立ち

の残る稽古法」において技の巧拙はつねに

不動智本体に還元されて検討されたのに対

し、嘉納の柔道では、測定不可能なそうし

た「禅的心のあり方」ではなく、物理学が

対象とし得る「からだの動き」に還元され

たのである。

　明治に入っても、柔道以外では、弓の阿

波研造にその典型をみるように、なお江戸

時代の心法は尊重され、今日に至ってい

る。もちろん嘉納も心の問題を取り上げな

かったのではない。いな、「精力善用自他

共栄」に象徴されたように柔道のもっとも

深い目的は心の陶冶におかれていた。しか

し、そのめざされた心は、かつての禅的心

でなく、近代日本社会の建設に有為に関わ

りうる儒的心であった。

　今日なおも武道は、この儒的心と禅的心

に依拠しつつ、心の教育と関わっている。

そして前者は社会の中の個人の立ち位置、

後者は技術上達という個の内に生じる自律

的な武の世界の根拠として、うまく棲み分

けしているようにみえる。

参考文献

渡辺一郎：史料明治武道史、新人物往来社
（1997）
寒川恒夫：近代語としての武道の概念形成、現
代スポーツ評論、21 号、創文企画（2009）
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科学者としての私の来歴

　私は、いわゆる「脳神経科学」を専攻し

ています。今日は、私自身の研究を通して

私が考えている「私見」をお話しして、話

題を提供させて頂きたいと思います。科学

研究を生業としているものが、どういう考

え方で実験研究をデザインして、どのよう

に考えを深めて研究を進めているかとい

う、幾つかの例をお話しできればと思いま

す。

　私が一番興味をもっていますのは、「人

間知性の進化」というものを、生物科学的

に研究しようということです。私は子供の

頃から、動物と人間を比べると、動物も好

きではありますが、人間の方により興味が

あって、いろいろと悩んできたわけです。

そして、子供心に考えついたのが、「人間

を人間らしくしているのは言葉である」と

いうことでした。そして、この問題を科学

言語と多義性：知性進化の神経生物学
入来篤史＊

要　旨：私が「人間知性の進化」の神経生物学的メカニズムを研究するに
至った来歴を振り返りながら、サルの道具使用をコントロールする大脳皮質
神経経路網における身体表象の「多義性」に注目し、さらには言語機能の進
化につながると考えられる、大脳皮質膨大のメカニズムの解明への道筋を展
望する。

的に追究したいと思うようになりました。

今から 30 年以上前のことです。今でこ

そ、非侵襲脳機能画像などによって、言語

をはじめ人間の心の作用に迫るような科学

研究が盛んになってきましたが、その当時

は「言語機能」などを生物学や自然科学研

究の対象とするような発想自体が、荒唐無

稽なものとされていた時代でした。そこで

思いついたのが、人間は言葉を口で話すの

だから、口の機能の研究なら科学の対象で

あって、言葉について研究する手がかりに

なるだろうということでした。

　それでまず、大学歯学部に入って、学部

から大学院と、顎口腔領域の感覚と運動の

生理学的メカニズムについて研究しまし

た。この一連の研究の流れの中で、口や舌

の運動の学習メカニズムが知りたくて、大

脳皮質の運動野や感覚野の情報処理メカニ

ズムについて追究することになりました。
＊理化学研究所 脳科学総合研究センターチームリーダー（脳科学）
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さらにこのメカニズムの基盤としての、大

脳の頭頂連合野の機能について考えること

になり、その研究の中で、これからお話し

する「身体イメージ」や、表象の「多義

性」という問題にゆきあたりました。そし

て、これが偶然にも、人間の知性の要であ

る言語機能などの基盤となっていることに

気づいた訳です。このように、約 20 年

の紆余曲折を経て、少年の頃の目的に立ち

返ることができたのですが、その経過で、

一見関係の無いようですけれども、重要な

基盤となる知見や経験を蓄積できたこと

は、とても幸運だったと思っています。

人間知性研究のパラダイム

　私の興味の先にあるのは「人間」なので

すが、実験研究としてはサルを使います。

これはどうしてかというと、人間を直接対

象とすると、人間というのは賢すぎるの

で、実験としてコントロールするにはあま

りに多種多様なことをして、とても手に負

えなく収拾がつかなくなるので、知的行動

のバリエーションの少ない、サルを使うこ

とにしたわけです。では、単純なサルを

使ってどうやって複雑な人間を研究するか

というと、それはやはり一工夫いります。

私が考えたのは、つぎのような研究戦略で

す。

　サルを訓練して、かれらが自然のなかで

はめったに行わないような、人間らしいこ

とを行うようにすると、従来とは少し違う

頭の使い方をする筈だと考えて、その部分

を探しだせば何か変化が起こっているので

はないか、まずはそれを見つけ出そうとし

たわけです。そして、その部分をうまく繋

ぎ合わせ組み合わせて構造化することはで

きないだろうかと考えました。そのために

は「人間の知性の構造」というようなもの

と対応関係を考える必要があります。これ

に関しては、哲学とか心理学とかの学問分

野で３千年くらいの膨大な学知の蓄積の体

系があるわけですから、これと比べながら

それと対応する生物学的事実を一つ一つ積

み上げていって、それをうまく組み合わせ

ると、「人間知性」を科学的に再構築でき

るのではないかという筋道を考えつきまし

た。その一例をお話しします。

サル道具使用と身体像の多義性

　まずは、サルに道具を使わせる、という

ことをしました。約 15 年くらい前から

行っている研究の端緒となったものです。

チンパンジーなどの類人猿は、場合によっ

ては道具を使うことがありますが、それら

よりもずっと以前に人間に至る進化の筋道

から枝分かれした、私が研究対象としてい

るニホンザルなどの多くの猿は、特に野生

では普通は道具を使いません。ところが、
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２週間程度の訓練をすると、熊手を道具と

して手の延長のように使えるようになりま

す。このようなときに、我々人間はどう

思っているかというと、「道具が手の一部

になったような気がする」とか、あるいは

「手が道具にそって伸びたような気がする」

とか、同じことを一見すると真逆のように

どちらでも解釈できるような感じを持つと

思います。これが、両義性、あるいは多義

性の端緒ではなかろうかと思います。

　そして、このような多義的な心的表象に

対応するような神経活動が脳の中で記録で

きることがわかりました。実験データの細

部の詳しいことは省略しますが、要点を簡

単に説明しますと、大脳皮質の横の方の頭

頂葉という場所の一部には、手などの体の

部分の触覚とそれについての視覚的な情報

を統合して、「手」という概念的イメージ

を表象する神経細胞があり、道具使用を習

得したニホンザルでは、それらの神経細胞

が「手」と「道具」を同じように等価に区

別せずに表象するようになることがわかり

ました。ということは、手が道具になった

ともいえますし、道具が手の一部になった

とも、多義的に解釈できるような、神経活

動特性を獲得したということだといえるで

しょう。つまり、道具と手を区別していな

いということです。

　このようなことは、サルにとっては異常

なことです。ヒト以外の道具を使わない動

物にとっては、ありえないことです。体は

体で、熊手は熊手で、それぞれ全く異なっ

たものですから、それらをあたかも同一で

あるかのようにみなすということはあり得

ないわけです。しかし、人間は手と道具と

それらの関係性を「多義的」に表象して、

それらを臨機応変にいかようにもみなして

スイッチできるといった思考機能の柔軟性

を獲得したことによって、何か知性につな

がったのに違いないだろうというように考

えられるわけです。そして、このような柔

軟な情報処理様式が、道具使用を訓練する

過程で脳神経系のネットワークのなかに生

まれてくるという幾つかの事例がだんだん

とわかってきました。

機能習得による脳の膨大

　このような研究の流れのなかで、昨年の

末に論文発表した比較的新しいデータなの

ですが、核磁気共鳴画像によって脳の構造

変化を検出する方法を使って、道具使用訓

練にともなってサルの脳構造がどのように

変化するかを調べてみると、さきに説明し

た身体の多義的表象をになうような神経活

動がみられる部分を中心に、大脳皮質が少

し大きくなることがわかりました。正確に

いうと、脳が膨大するような信号強度の変

化を検出したということです。これが実体
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としてどのような具体的な生物学的なメカ

ニズムによっておこっているかは、現在研

究を進めているところなのですが、信号強

度でいうと 20％程度の増大がみられたの

です。

　また、このような拡大のみられた部分

は、人間では、概念操作とか、計算とか、

象徴操作とか、そして言葉などの、いろい

ろな知的活動をするときに活性化する脳部

位と良く対応するのです。このような場所

はまた、人間が進化の過程で人間らしい知

性を獲得するのと平行して、人間の祖先の

大脳がより大きく膨らんできた部位にも対

応しているようにみえます。ですから、脳

のある場所が何かの機能を発揮するのに大

きくかかわるようになると、そこの脳神経

回路網の動作に負荷がかかるので、さらに

だんだんと膨らんでくるというようなこと

になっているのかもしれないと想像される

わけです。

進化にともなう脳神経系の膨大

　この脳が膨らんでくるというのはどうい

うことなのか、ここでひとつ、もっと大き

な進化の枠組みのなかで、その歴史につい

て整理して考え直してみましょう。単細胞

動物からだんだんと複雑になり、大きくな

り、高度になるように動物が進化し、やが

て人間が誕生するわけですが、その中で、

そもそも神経系とは何かについて考えてみ

ましょう。植物には神経系に相当するもの

はありません。動物にそれはあります。そ

して、動物が動くことが特徴です。詳細を

省略して要点をいえば、神経系とはそもそ

も、動くためにできてきて、発達してきた

と考えられるのです。もう少し詳しく、順

を追って考えてみましょう。

　たとえば一番単純な、単細胞動物のゾウ

リムシを考えてみてください。これは単細

胞なので、神経系はないわけですが、動物

だから動くわけです。エサがあれば近づい

て食べるし、敵がくれば食べられないよう

に逃げてゆきます。つまり、外界の情報を

検出して、それをゾウリムシの場合には繊

毛という運動装置に伝達する情報伝達系が

細胞の中にあるわけです。この機能がだん

だんと複雑な状況にも対応する必要が出て

くると、あるいは言い換えると、複雑な状

況にも対応できるようなシステムを持って

いた方が生存競争に有利で、進化的にも適

応的になってきます。これはどういうこと

かというと、システムがあまりに効率的で

無駄がないように設計されていると、

ちょっとした変化にも対応できないので、

システムとして安定的に働いて持続的であ

るためには、ある程度の冗長性というかゆ

とりのようなものがあった方が有利になっ

てくるわけです。つまり、すこし余分に大
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きい方がよいということです。

　このようにして、動物がだんだんと複雑

になってくると、やがてシステムは分業化

して、眼などの感覚器官が体軸に沿った移

動方向の前の方に集まってきて、体軸に

そった運動器官とだんだんと距離が離れて

くるので、それをつなぐ情報伝達装置とし

て、原始的な神経系ができてきたのでしょ

う。さらに、体がより複雑に大きくなって

くると、感覚情報をそのまま運動系に伝え

るよりも、局所である程度の情報処理をし

てその結果を伝え合った方が効率がよいの

で、だんだんと膨らむ部分ができてきて、

やがてそれを統合する中枢神経系ができて

きたものと考えられます。

　さらに、霊長類になって手が長くなっ

て、それを目の前で微妙に動かせるように

なると、それまでは、運動といえば自分が

「動く」だけであったものが、自分以外の

他のものを持ってそれを「動かす」ことが

できるようになり、一段とあつかうべき情

報量が増えることになります。そうする

と、中枢神経系のより複雑な情報を処理す

る部分としての「脳」がどんどんと大きく

なって、人間の大脳皮質のような巨大な神

経器官が出現することになったと考えられ

ます。そうすると、このようにして拡大し

た脳は、現実世界と直接つながりをもった

感覚器官や運動器官とは、物理的にも情報

的にも距離がどんどんと遠くなって、扱う

情報もそれらと直接的なつながりが薄く、

乖離してくるわけです。

拡大した大脳機能による多義性の獲得

　ここで考えてみましょう。外界と直結し

た情報を処理しているときには、それらは

環境を規定している物理化学法則に従っ

た、厳密で一義的な外界の事物やエネル

ギーなどと対応しています。ところが、そ

の距離が遠くなってくると、感覚や運動の

舞台を支配する物理化学的法則による拘束

条件から解放されて、外界と一対一には対

応しないような、情報処理もできるように

なってしまうということができます。これ

が、偶然に膨らんできたシステムの、想定

外の副作用のようなかたちで可能になって

くるというわけです。そうすると、一義的

なものではなく、例えば「ものの見方」と

か「解釈の視点や立場」とか「文脈や来

歴」といった条件によって、同じものに対

しても同時に様々な、多義的な情報処理が

可能になってくるといえます。この延長上

に、言語などの人間独特の知的機能が芽生

えたのではないでしょうか？

　これは、あくまで一実験者としてのひと

つの仮説的見解にすぎませんが、この考え

方の一環として、さきに説明した、道具使

用にともなう身体像などの多義的な神経情
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報処理と、その訓練にともなう大脳皮質の

拡大という現象があるのではないかと思っ

ています。ここまでにご紹介した結果は、

その要素的な現象の一端を担うものではな

いかと考えているわけです。そして、現在

はそのより具体的な生物学的実体をつかみ

たいと、これの機能特性をつかさどる神経

回路網の動作原理や、それらの遺伝子や分

子や細胞メカニズムについての研究をつづ

けているわけです。

進化の様式の変化

　つぎに、こういう能力を獲得すると、人

間になって何がかわってきたかについて、

考えをすすめてみましょう。脳神経系の拡

大は、動物進化の結果おこってきた現象だ

と考えられますから、これによっておこっ

た副作用的な新たな脳機能の獲得は、進化

の様式にも影響があるかもしれません。つ

まり、人間の祖先に至る前の一般的な進化

は、突然変異でもって生物の多様性が偶発

的に生まれて、何らかの要因で環境が変化

すると、自然選択によって適応したものが

生き残ってゆくという、ダーウィンが有名

な「種の起源」で提案した自然淘汰による

ものだと考えられています。適応の仕方に

は様々な様式がありますから、生物の多様

性が生まれるという訳です。

　ただ、環境の変化は偶然に起こる場合ば

かりではなく、生物の活動が環境の変化を

起こす場合があります。そして、生物はこ

の環境に適応して進化します。これをニッ

チ構築といいます。ニッチというのは動物

の棲息環境のことです。わかりやすい例は

ビーバーです。ビーバーは野山にすむネズ

ミの仲間ですが、それが自らの活動によっ

てダムを作って水棲環境を構築し、それに

適応して繁栄しているわけです。ビーバー

がいなければこの環境は出現しないのです

から、自ら環境を開拓して、さらに自らは

それに適応しているという循環がここには

存在します。しかし、偶発的にこのような

ことが起こると、これはその動物にとって

新たなニッチをつくって、そこで独自の繁

栄を享受することができますから、このサ

イクルはここで止まってしまいます。

　ヒトの場合はどうだったでしょうか？　

ヒトは道具を使って、新たなニッチを開拓

したといえます。詳細については、人類進

化についての膨大な知見や仮説がありま

す。はじめは、ヒトも他の動物と同様に、

一度構築したニッチはずいぶんと長くつづ

いた様です。最初の石器が約二百万年前に

登場してから、百万年以上もの長いあいだ

大きな変化はおこらなかったのです。も

し、石器などの道具の製作と使用が知性の

進化を促したのであれば、もっと急激な変

化が起こったはずです。しかし、実際に文
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明の爆発的進歩が起こったのは、ここ数万

年のことです。それまでの間は、脳の拡大

とそれにともなう新たな知的機能の獲得は

徐々にしか進行しなかったのではないかと

思います。

多義的な言葉の力

　それが劇的に変化したのは、格段に大き

くなった脳が、現実世界の拘束条件から解

放されて、言語機能の基盤となる多義的な

情報処理を獲得した結果、未だ見ぬより良

い未来、現実を超えたより快適な未来を想

像し、それを目指して道具を使いこなし、

環境をより豊かにより快適に変えて、そし

てその環境にさらに自分を適応させて、さ

らなる発展を目指すというような、人間の

脳神経系に芽生えた心の働きによる意図的

なニッチ構築のサイクルが出現したのでは

ないかと考えられます。

　脳がどんどん大きくなって、いま人間と

いうのは、物理的な感覚運動の、一義的な

拘束条件から解放されて、多義的な世界に

ふみこんで、どんどんと新しい概念とかい

ろいろなものをつくってゆくわけです。こ

のような新しい創造の時代に踏み込んだと

すると、ここで新しいシステムとしての科

学的世界を打ち立てる必要があるのではな

いか。こう考えると、この研究はまだまだ

進む余地がたくさんあると思っています。

　ダムを築いたり、河川の水の流れを分散させるなどの事業は、水の安全性向上あるいは乾燥地
域では安全な水供給態勢維持を人々にもたらす。このような事業を必須としている地域は世界で
数多く、たとえば乾燥地帯を抱えるアメリカ大陸の広領域や水資源不足と洪水多発などの問題を
持つ中国各地区の例が知られている。文献によれば日本のように水安全性で問題が少ないところ
は例外である。ところが、そのような水事業は、長期間に亘って必須の事柄といえる関係生態系
の保護にほとんど寄与しない。洪水などの自然災害に応じて、ダムをつくったり、堤防を建設し
たりする事業は、生態系の自然のシステムに影響を及ぼし、生物多様性に影響を及ぼすのである。
生物多様性の利益は様ざまであり、わずかな例をあげても、多様性があることで、漁獲の安定性
が図れるし、大量で正常な水の確保もできることに気がつく。人々に対する、自然水の安全性確
保のためのダム建設や河川の流れの分岐などが、他方長い年月に亘って必要とされる生物多様性
確保には役立たない現実がある。 （Kurin）

M. A. Palmer: Beyond infrastructure, Nature, 467, 534-535 (2010)
C. J. Vorosmarty et al.: Global threats to human water security and river 
biodiversdity, Nature, 467, 555-561 (2010)

水の安全性確保と生物多様性維持

Random Scope
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はじめに

　コミュニケーションは、ヒト以外の動物

（以下単に動物）にとっても、われわれと

同じように大切な作業である。たとえば

「あなたと同種の異性であり、繁殖を望ん

でいます」というメッセージを伝えられな

かったとしたら、その個体は繁殖の機会を

なくしてしまうだろうし、複雑な社会を作

る動物では、日々の仲間関係の調整にもコ

ミュニケーションは必要である。採食にで

かけたり捕食者を避けたりする場合にも、

仲間との情報のやり取りがあれば、それを

うまく進めることができる。

　ヒトの場合、コミュニケーションの最大

の手段はいうまでもなく言語である。言語

はヒトだけに見られるよくできたシステム

である。しかし実を言うとわれわれは、言

語以外の情報をたくさん用いて情報のやり

動物はこころが読めるか
藤田和生＊

要　旨：ヒト以外の動物は、どの程度他者の心的状態を認識できるだろうか。
言語のない彼らにとって、他者の行動からそれを読み取ることは、社会でう
まく生きていくために大切な作業である。本論では、他者の視線や注意状態
の認識、意図の認識、知識の認識、感情の認識という４つのトピックを取り
上げ、現在知られている諸事実を簡単に紹介する。動物は思いの外、読心術
に長けている。

取りをしている。たとえば表情や仕草、言

葉の抑揚、いろいろな身振りサインなどが

それである。非言語的コミュニケーション

と呼ばれるこれらの情報伝達は、言語では

伝えきれないさまざまな情報を運んでい

る。同じように「お前はアホか」と言われ

たときでも、相手がニコニコ笑っていれ

ば、少なくとも関西ではそれはむしろほめ

言葉であって、「なかなかおもろいことい

うやないか」という意味である。しかし相

手が怒った表情でそう言ったのなら、それ

は関西においても罵倒である。困ったこと

に、実際にかわされる言語的コミュニケー

ションには、意味があいまいなものや真実

を伝えないものが多い。このような場合に

は、非言語的コミュニケーションこそが、

真実を伝えているのである。相手の心を読

み取る場合にも、うわべの言葉ではなく、
＊京都大学文学研究科（比較認知科学）
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それを発したときの相手のちょっとした仕

草、表情、視線の動きなどが、最も重要な

手がかりを与えてくれる。

　では動物は、こうした他者の心的状態に

関する非言語的情報の読み取りがどの程度

できるのだろうか。言語的手段のない動物

にとっては、まさにこれこそが、生きてい

く上で必要な社会的技能だといえる。他者

が何をしようとしているのかは、もっとも

単純にはＡという行動の後にはＢという行

動が多いというような経験を繰り返すこと

によって、まったくの行動レベルの法則を

見つけ出すことでもできる。しかし、予測

力の高い法則を見つけ出そうとしたら、同

じ場面をかなりの回数経験しなければなら

ない。これはなかなか大変だ。だが、もし

他個体のこころの状態が読めたなら、なぜ

Ａという行動をしているかを推理すること

ができ、同じ状態になったときの自分の行

動基準を援用することによって、多少は外

す可能性はあるものの、より正確な次の行

動の予測ができるだろう。われわれヒト

は、日常的にそのような活動をしている

が、他の動物はどうなのだろうか。これは

ヒトだけが手に入れた能力なのだろうか。

　実は最近の研究で、さまざまな動物に

も、そのような心的状態の読み取りが、か

なりの程度できそうなことが明らかにされ

ている。この話題提供では、「他者の視線

と注意の認識、他者の意図の認識、他者の

知識の認識、他者の感情の認識」の４つの

側面に関する最新の研究成果を紹介し、動

物たちの「読心術」が思いのほか優れたも

のであることを示そうと思う。われわれヒ

トに最も系統的に近い動物群である霊長類

と、われわれに最も身近な存在であり、

人々の関心が高いイヌに関する情報を中心

に話を進めていくことにする。

　

他者の視線と注意の認識

　相手が何を見ているか、何に注意を払っ

ているかは、最も基本的な心的状態の１つ

だが、その他者への働きかけや、第３者や

食物などの他の事物に対する自身の働きか

けなどを調整するためには、実は極めて重

要な要因の１つである。

　たとえばコールらは、イヌが実験者の注

意の状態を読み取れるかを簡単な実験で調

べた。実験者はまずイヌの近くに餌を置い

て、「取ってはダメ」と命令し、その後部

屋の隅のイスに腰掛けて、４つのうちのい

ずれかの演技をした。第１の条件では、実

験者は目を開けてイヌをじっと見る。イヌ

が動けばゆっくりと目で追った。第２の条

件では、実験者は、イヌを見ないで、ノー

トパソコンで一心にゲームをした。第３の

条件では、目を閉じてイヌの方向を「見

た」。目を閉じている以外は第１の条件と
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同じである。第４の条件では、実験者は後

ろ向きにイスに座り、イヌの方は見なかっ

た。

　そうすると、イヌが命令を破って取った

餌の数は、第１のイヌを見ている条件で最

も少なくなった。イヌは時折、ぐるっと

回って移動して、尻を実験者に向けて餌を

取るなどの「間接的」アプローチを採るこ

とがあった。この割合を調べると、逆に第

１条件の時に最も多かった。取るまでの時

間も第１条件でいちばん長くなった。つま

りイヌは、実験者が何を見ているか、ある

いは何に注意を向けているかによって、

「命令に背いて餌を取る」行動を、巧みに

調整したということができる。

　このような他者の視線や注意の読み取り

が可能なのは、イヌだけではない。筆者の

研究室でも、京都市内の賀茂川に集まるハ

シボソガラスを対象に、よく似た実験をし

た（堤清香らとの共同研究）（図１）。カラ

スがたむろしている岸辺の岩の上にパン片

を置き、実験者は岩を挟んでカラスと向き

合い、３つの演技をした。１つはじっとカ

ラスの集団の方を見続ける条件である。２

つめは、岩の上のパンをじっと見続ける条

件、３つめはカラスに背中を向ける条件で

ある。すると、パンを取りに来た割合は、

背中を向ける条件で圧倒的に多く、他の２

つの条件ではほとんど取りに来なかった。

これらの条件では、試行が終わって実験者

の注意がそがれるや否や、カラスは一斉に

パンを取りに来た。

　他の多くの動物も、視線に対する同じよ

うな感受性を持つことが示されている。た

とえば筆者の研究室でも、実験者に餌を要

求する場面では、その目が開いている時に

は、閉じている時に比べて、フサオマキザ

ルの実験者を見る時間が長くなることを示

図1　ハシボソガラスにおけるヒトの視線／注意の認識実験の実験条件
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した。他者を見るのはこのサルの自然な要

求行動である。他者の視線に対する感受性

は、このほか、ワタリガラスやアメリカカ

ケスなどでも示されている。これは多くの

動物に備わった基本的能力なのかもしれな

い。

　イヌやチンパンジーは、ヒトの視線の方

向だけではなく、何が見えているかまで、

認識できるようである。ヘアらは、隣りあ

う３つ部屋のうち、中央の部屋に２つの餌

を置き、両側の部屋にチンパンジーを入れ

た。順位の低いチンパンジーからは、両方

の餌が見える。順位の高いチンパンジーか

らは、一方だけが見えるような位置に餌が

置かれていた。まず順位の低い個体側の扉

を開け、次いですぐ高順位個体側の扉を開

けると、低順位のチンパンジーは、相手か

ら見えない方の餌を取りにいった。つまり

相手からは見えるものと見えないものが、

ちゃんと区別できるということである。

　カミンスキーらは、実験者の「持ってき

て」の命令に対して、イヌが、実験者から

見えるものを選んで持ってくるかどうかを

調べた。イヌと実験者は左右の２つのつい

立てをはさんで向き合う。つい立てのイヌ

側におもちゃが置かれていた。一方のつい

立ては不透明で実験者からおもちゃが見え

ないが、他方は透明で、実験者からおも

ちゃが見える。イヌは左右のおもちゃが異

なるものである場合に限り、透明なつい立

ての前に置かれたおもちゃを持って行っ

た。イヌは、実験者から見えているおも

ちゃを要求していると理解して、行動した

ように思われる。

　

他者の意図の認識

　他者が同じような振る舞いをするときで

も、われわれヒトは、それを違ったように

解釈する。同じようにプレゼントをもらっ

ても、その意図をはかって、場合によって

は突っ返すことすらある。動物も同じよう

に行為を深く解釈するのだろうか。

　コールらは、実験者が小さな穴からチン

パンジーに餌を渡そうとして、さまざまな

理由で、それが実現しない場面を設定した

（図２）。たとえば「渡す気なし−からか

う」条件では、実験者は、まずチンパン

ジーを見るが、チンパンジーが取りに来る

と、餌を穴に近づけたり引っ込めたりする

図2　�チンパンジーにおけるヒトの意図認識
実験の様子（Call�et�al.,�2004より）
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動作を繰り返した。「渡せない−へたくそ」

条件では、チンパンジーが取りに来ると、

穴に入れようとして失敗を繰り返した。

「渡せない−閉じた穴」条件では、穴が塞

がれていて、渡せなかった。その他、チン

パンジーが取りに来ても餌を動かさない

「渡す気なし−拒否」条件、他者に声を掛

けられて動かさない「渡せない−気がそれ

た」条件などがあった。チンパンジーの、

指を入れる、パネルを叩くなどの抗議的な

行為は「渡す気なし」条件の場合に多く、

テスト場所から去るまでの時間も「渡す気

なし」場合には短かった。つまりチンパン

ジーは、同じように餌が自分に渡らない場

合でも、実験者がチンパンジーに餌を渡そ

うという気があるかどうかによって、異

なった反応をしたように思われる。

　イヌもひょっとすると他者の意図を読み

取れるかもしれない。ランゲらは、イヌが

木の上からぶら下げられた特殊なブランコ

のような装置を引いて餌を取る行動を、ど

のようにまねするかを検討した。１頭のイ

ヌ（モデル）は、前肢を使ってこれを引く

ことを教え込まれていた。３つのグループ

のイヌを使った。第１グループには、モデ

ルは見せなかった。第２のグループには、

モデルが口にボールをくわえて前肢で装置

を引く様子を見せた。第３グループには、

口に何もくわえていないモデルが、前肢で

装置を引くところを見せた。その後これら

３グループのイヌにこの装置を操作させた

ところ、ほとんどの個体は装置を引くこと

に成功した。しかしその動作は、第３グ

ループだけ異なっていた。他のグループの

イヌはほとんどが口で装置を引いたのに対

し、このグループのイヌのほとんどは、前

肢で装置を引いたのである。つまりイヌ

は、口がふさがっているのでやむなく前肢

で装置を引いたように見えるモデルではな

く、口が自由に使えるにもかかわらず、あ

えて前肢で引くモデルを見たときだけ、前

肢を使って引くことを学んだのである。厳

密にいえば、これは前肢で引こうとする

「意図」の認識ではないかもしれないが、

少なくともイヌが、他者の表層的な動作だ

けを見てまねをしているのでないことは確

かである。

　

他者の知識の認識

　動物は他者が何を知っているかを認識で

きるだろうか。他者の知識は直接目に見え

ないものだが、他者が何かを見たり聞いた

りするのを目撃した場合には、その他者が

何かに関する知識を手に入れたことを推測

することができる。こうしたことは動物に

も可能なのだろうか。

　ヘアらは、前述のチンパンジーの注意認

識実験の発展版として、知識の認識につい
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て調べている。中央の部屋には布バッグが

２つ置かれていて、いずれか一方の実験個

体側に餌が１つ置かれていた。実験個体の

側のドアは少し開いていて、常時中央の部

屋で生じるできごとを見ることができた。

中央の部屋で生じるできごとには４つのも

のがあった。第１の条件では、優位個体側

のドアが閉められていて、優位個体は何も

見ることができない。第２の条件では、優

位個体側のドアを少し開けて、食物の在り

かを見せた。第３の条件では、優位個体に

食物の在りかをみせたあと、ドアを閉じ、

優位個体に見せないで、こっそり食物を反

対側に移動した。第４条件では、優位個体

のドアをわずかに開けたままで、第３の条

件同様に食物を移動した。どの条件でも、

いったん競合個体のドアを閉めたのち、ま

ず実験個体のドアを開け、次いで競合個体

のドアを開けた。すると、競合個体が正し

い食物の在りかを知っている２つの条件で

は、実験個体はあまり食物を取りに行かな

かったのである。

　筆者のラボでは、フサオマキザルが、餌

の在りかを「見て知っている」人物と「見

なかったから知らない」人物を弁別できる

ことを示した（黒島妃香らとの共同研

究）。まず実験者は、サルに見せないよう

にしながら、３つの不透明な箱の１つに餌

を隠した。その後、「見て知っている」人

物は、３つの箱の端を少し持ち上げて中を

全部のぞいていった。「見なかったから知

らない」人物は、同じ順序で３つの箱に

次々触れていった。その後この２人の人物

は、サルが開けるべき箱を手で触れて「教

えた」。サルがどれかの箱に腕を延ばすと、

その箱が開けられた。「見て知っている」人

物の触れた箱をサルが指すと、サルは中の

餌を手に入れることができた（図３）。

図3　フサオマキザルにおけるヒトの知識認識実験の様子
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　訓練するとサルはこれを学び、４頭中１

頭のサルは、箱をビンや引き出しなど、開

け方の異なるさまざまな入れ物に換えて

も、直ちに好成績を挙げたのである。つま

り少なくともこのサルは、人物が何かを

「見たから知っている」という関係を理解

し、それに基づいて行動することができた

といえる。

　知識の認識は、今のところ霊長類以外で

は確実な証拠に乏しい。たとえば先述のイ

ヌの実験で、カミンスキーらは第２実験と

して、つい立ては両方とも不透明だが、実

験者は一方におもちゃが置かれるところを

見ているという条件をテストしている。し

かしこのようにすると、「持ってきて」と

命じられたイヌが、実験者が見た方のおも

ちゃを持ってくる傾向は特になかった。

　一方、ヴィラニらは、おもちゃを実験者

と一緒に隠した人物よりも、隠すときに部

屋にいなかった人物に対して、イヌはより

多くおもちゃの場所を示す動作をすること

を報告している。これは、その場にいたか

いなかったかという、より明確な手がかり

に依存した行動で、必ずしも知識の認識と

は言えないかもしれない。さらなる検討が

必要であろう。

　

他者の感情の認識

　他者がどういう気持ちでいるかを認識す

ることは、協力を求めたり、身の安全を確

保したりするときに重要である。怒り心頭

に発している相手に、お願いごとを持って

行っても、一喝されるのが落ちだろう。

　チンパンジーの群れでは争いごとがしば

しば起こる。ドゥヴァールは、オランダの

アーネム動物園のチンパンジーの集団で、

メスによるケンカの仲裁がよく見られたと

報告している。ケンカのあとオスどうしが

離れて、落ち着きのない様子で、背中を向

けて座っている。しかし目を合わそうとは

しない。こうした、ヒトで言えば、仲直り

したいけれどもきっかけがつかめない、と

いった状況の時、メスはしばしば一方のオ

スに近づいて、キスをしたり、お尻を見せ

たりして誘う。するとオスはメスを毛づく

ろいし始めたり、メスについて歩いたりす

るようになる。メスはオスを先導する。オ

スがついてこないと、振り返ったりオスの

腕を引っ張ったりすることもある。メスは

ケンカ相手のところまでゆっくりと歩いて

いく。すると、ケンカ相手のオスも、メス

を毛づくろいし始める。ひとしきりして、

メスはその場からそっと立ち去る。すると

残されたオスたちは、互いに毛づくろいを

始めるのだという。

　図４の写真は、ライバルとの闘いに敗れ

たおとなオスを、子どものチンパンジーが

慰めているところだという。これらの事例
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を見ると、チンパンジーは明らかに他者の

感情状態に対する感受性を持っていると思

われるが、実験的な検討は、そう簡単では

ない。

　筆者の研究室では、少し違った角度か

ら、フサオマキザルが他者の感情状態を認

識しているかどうかを調べてみた。感情状

態を認識することは、上の事例のように、

他者の心的状態や他者間の社会的関係の調

整にも大切だが、もう少し自分に関わる側

面でいうと、他者の感情状態を利用して、

環境を知ることにも応用できる。具体的に

いえば、他者がうれしそうにしているとき

には、何か良いことがあったことが推理で

きる。たとえばその個体はおいしそうな食

物を見つけたかもしれない。他方、他者が

恐れの表情を示しているときには、何か恐

いものや危険なものがあることが推理でき

る。たとえば、ヘビや捕食者を見つけたか

もしれない。

　このような場面を実験的に作り出してみ

た（森本陽との共同研究）。２頭のサルを

向かい合わせる。１頭はモデルになるサ

ル、もう１頭は実験個体である。ふた付き

の箱を１個用意する。まずモデルにその箱

を近づけ、フタを半分開けて中身を見せ

る。箱の中には、バナナの模型といったサ

ルの喜ぶもの、カセットテープといった意

味のないもの、ぬいぐるみといったサルの

怖がるもののいずれかが入っている。モデ

ルはこれを見て、自然に感情表出をした。

他方、実験個体は、箱の中身を見ることは

できないが、中身を見たモデル個体が感情

を表出しているところを見ることはでき

た。

　そのあと、箱のフタを閉じて、モデル側

につい立てを置いて視野をさえぎってか

ら、実験個体の方にそっと箱を移動した。

このとき実験個体が箱に対して手を伸ばし

てくる回数をカウントすると、箱の中に好

ましい物体が入っていたときの方が、怖が

るものが入っていたときよりも多かったの

である。

　しかしこれは、モデル個体から実験個体

に感情が伝染しただけかもしれない。ヒト

の場合には、相手が感情を表出すると、そ

れを見ている観察者にも同じ表情が現れる

ことが知られている。感情は伝染するので

図4　�闘いに敗れたオスをなぐさめるチンパ
ンジーの子ども（deWaal,�1982より）
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ある。それは感情の認識以前の自動的な反

応である。そこで、次の実験では、箱を２

つ並べ、一方によいもの、他方に怖いもの

を入れた。箱は一方だけ開けてみせられ

る。良いものが入っていた場合にはそちら

の箱、怖いものが入っていた場合には反対

の箱を選択することをどのサルにも個別に

訓練した。

　テストでは、向かい合ったサルの一方が

モデルになった（図５）。一方の箱のフタ

を開けてモデルの方にだけ箱の中身を見せ

た。モデル側につい立てを置いたのち、向

かいの実験個体に箱を選択させた。この場

合にも実験個体はモデルの反応しか見てい

ない。実験個体は、モデルに良いものを見

せた場合にはそちらの箱、モデルに怖いも

のを見せたときには反対側の箱を選ぶとい

う明瞭な傾向を見せた。これは単純な感情

の伝染では説明できない。つまりフサオマ

キザルは、他者の感情表出を認識し、その

原因になるものを推理することができるの

だと思われる。

　イヌは飼い主の感情を認識していると信

じられている。そして飼い主が元気のない

時には、慰めに来てくれると信じられてい

る。これは事実だろうか。

　イヌをサークルに入れて、飼い主にヘッ

ドフォンをつけてアニメを見てもらった

（森崎礼子らとの共同研究）。イヌからは飼

い主は見えるが、画面は見えず音も聞こえ

ない。アニメには楽しいギャグマンガと、

悲しい物語があった。飼い主はこれらを見

て自然に感情を表出した。このときイヌは

何か違った反応をするだろうか。またどち

らの感情状態にある飼い主により注意を向

けるだろうか。上記の俗説からいえば、悲

しいアニメを見ているときに、より飼い主

に注意を向けるだろうと考えられる。

　飼い主に対するイヌの注視時間を測定し

てみると、飼い主が見ているアニメによっ

図5　�フサオマキザルにおける他者の感情状態の読み取りとその原因帰属に関する実験
の模式図
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て、確かに差があった。つまりイヌは飼い

主の感情状態の違いを認識している。しか

しその注視時間は、俗説とは逆に、飼い主

が楽しいアニメを見ている時に長くなった

のである。少なくともこの実験からは、イ

ヌが沈んだ飼い主への慰めのような行動を

とることは示されなかった。イヌは楽しい

気持ちでいる飼い主と楽しい時間を持ちた

いのではないかと思われる。われわれがイ

ヌの気持ちに立って考えれば、これはきわ

めてありそうなことなのではないだろう

か。

　

まとめ

　ヒト以外の動物が、どれほど他者の心的

状態に関する非言語的情報を読み取れるの

かを、４つのトピックを取り上げて論じ

た。まず他者の視線や注意の認識は、霊長

類やイヌの他、種々の鳥類にも見られる機

能であり、程度の差はあるかもしれない

が、多くの動物に備わった基本能力なので

はないかと思われる。他者の注意がどこに

あるかを知ることは、協力的な場面でも競

合的な場面でも重要な能力であろう。

　他者の意図の認識に関しても、霊長類と

イヌでは肯定的な結果が得られている。も

ちろん、確実に「意図」を認識している、

あるいは他個体に「意図」が存在している

ことを認識しているとまでいうことは容易

ではない。しかし、主体の「意図」が異な

る場面を動物は見分け、それに応じて行動

を調整できることは事実のようである。

　他者の知識の認識に関しては、霊長類で

はほぼ確かなことのように思われる。何か

に関する知識を持っている他者と持たない

他者を見分けて、行動を調節することがで

きる。しかしイヌについてはまだ確実では

ない。

　他者の感情の認識についていえば、霊長

類はおそらくさまざまな文脈でそれを利用

して社会的行動を調整しているものと思わ

れる。サルについては実験的な裏付けもあ

る。イヌもおそらくヒトの感情状態を認識

していると思われるが、ヒトをなぐさめる

といった他者の感情の積極的調整の証拠は

現在のところ得られていない。

　このように、動物たちの読心術は、これ

まで考えられてきた以上に優れたものであ

るようだ。彼らは決して他者の表面的な行

動だけを見ているのではない。心を読む働

きは、社会的動物にとってはそれだけ大切

な作業なのである。

参考文献
藤田和生：動物たちのゆたかな心．京都大学学
術出版会、181pp（2007）
藤田和生：フサオマキザルの社会的知性．動物
心理学研究、 59（1）, 117-130（2009）
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眼に見えないものを捉える

　17 世紀のいわゆる自然科学革命に浸透

してきた科学的な方法では、見えないもの

を見えるようにするのが科学の役割と考え

られてきました。それは眼に見えるものを

研究の対象とし、その法則性を測定し可視

化できるようにするサイエンスです。

言葉から生まれる発想の転換
鈴木晶子＊

要　旨：私たちは言葉一つで元気をもらうこともあれば、言葉一つで傷つく
こともあります。同じ言葉を発したとしても、相手やその状況によって意味
合いは全く違ってきます。言葉は常にたった一つの決まった意味（一義性）
をもつとは限りません。それが用いられる文脈によって、様々な意味（多義
性）をもつ場合もあります。また、言葉にするから伝わることもあれば、敢
えて言葉にしないからこそ伝わることもあります。人間や生き物が互いに意
をかわし、情をかわすなかで、言葉はどんな働きをしているのでしょうか。
言葉は時代や社会によって変化します。言葉はある程度の一義性をもつこと
で、誰にでも分かり易いものとして流布し、多用されるようになります。一
義的に定義できるということは、科学の議論にとってはとても重要です。し
かし、科学研究の進展によって、ものの見方や考え方、思考内容や思考様式
が変化し始めるとき、一義的に定義され了解されていた言葉の用いられ方に
変化が現れます。知の地殻変動ともいえる大きな変化のなかでは、科学者は
考えを表現するため、これまで使われてきた言葉（概念）に敢えて少し違う
意味合いを込めてみたり、場合によっては、表現内容をより適切に示すこと
が可能な他の言葉（概念）を採用しようとしたりします。こうして言葉は変
遷を遂げていきます。これは、日常用いられる言葉（日常語）にも通じます。
流行語はその一例だといえるでしょう。言葉の働きからみたコミュニケー
ションや、言葉の奥にある思考様式の転換メカニズムについて、教育哲学の
領域から新たな観点を提示することができます。それは、人と人とのコミュ
ニケーションが単なる言葉のキャッチボールではないということ、また、も
のの見方や考え方が、言葉の象徴的な表現を通して推し量る力を人が有して
いるということです。発想の転換を促すのが言葉の働きであるとするなら、
発想の転換がまた言葉を変化させていくこともあるのだといえるでしょう。

　こうした近代科学の証明手続きでは、測

定したり法則性を証明したりすることがで

きないような人間の能力というものに注目

するのが私の研究テーマです。人は、実は

眼には見えないけれども、確かにそこに何

かがあるということを感じ取る能力をもっ

ています。それを見えるようにする、近代
＊京都大学大学院教育学研究科教授（教育哲学、歴史人類学）
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科学で扱うことができるようにするという

のが、大雑把にいって自然科学的な立場だ

とすると、私は眼には見えないけれどもそ

れを感知するような能力というものを、見

えないならば、それを見えないままに捉え

るという手法を編み出していこうという立

場です。それは、洋の東西を問わず思想家

や哲学者、あるいはまた文学や詩など芸術

家が行ってきた手法です。

　私たちは、例えば、風というものを視る

ことはできません。木の葉が揺れる様を通

して、あるいは、自分の頬に触れる感触を

通して、風をそこに感じ取っています。こ

のように、眼には見えないけれども感じ取

るということを人間は生活の様々な場面で

行っています。帰宅した子どもの様子をそ

れとなく察するということもその一つで

す。また、相手の顔の表情やその背中を見

れば楽しいか、あるいは寂しいかがわかる

ともいわれます。その佇まいをみただけで

その人の状況を察する能力を人間は具えて

います。また、暫くぶりに出合った子ども

が、しっかりして大人びて見えるというこ

ともあります。一回り人間として大きく

なったようにも見えたりします。

　スポーツ観戦をするときにも、コーチや

監督の眼とまではいかなくとも、私たちは

思わずアスリートの状態をそれなりに見極

めたりしています。その選手の眼差しや志

まで、その佇まいや動き、インタビューで

の発言などを通して私たちは推し量ってい

るわけです。志が高いという言い方があり

ますが、志は眼には見えません。しかし、

その志がその人間をして、どこへとその眼

差しを向かわせているのか、その眼差しが

赴くところを私たちは察することができま

す。この察する心ともいうべきもの　−こ

れを私たち人間は確かにもっている。その

実感はあるが、ではそれをどう研究して

いったらよいか。これが私の研究の出発点

でした。そして、この観点から、人間の直

観や勘、身体を介した統合的な知恵、判断

力といった一連の能力に関する教育哲学的

な研究をして今日に至っています。

直観やひらめきを探究する

　眼に見えるものを中心に考える近代世界

は、視覚の時代ともいわれています。もの

を見るための道具、例えば望遠鏡、顕微鏡

の開発により、人間がその眼で見ることが

できる世界は確かに拡大しました。それま

で見ることができなかった遠い星や、ミク

ロの世界が見えるようになりました。しか

し、そこで見えているのは、あくまで視覚

によって把握可能なものにすぎません。単

に視覚だけでは捉えることができないよう

なものを捉えるようないわゆる心眼は、自

然科学的な研究の範疇から外れたものだと
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考えられてきたのです。

　この心眼や察する心、直観は、これまで

人間に特有の高度な能力であると考えられ

てきました。それに対して、勘や第六感な

どは、本能的な要素を具えた生き物の知恵

だと理解されてきました。しかし、果して

そうなのか。例えば、大きな科学者の発見

やひらめきの発現は、理屈では説明がつか

ないような形で訪れたりします。また、徹

底的な熟練のわざは眼にもとまらぬ速さを

もつ場合もあり、その熟練のわざの使い手

自身も理屈ではなく身体で覚えた勘としか

いいようのないとそのわざを指摘したりし

ます。ここが面白いところだと私は思って

おります。心眼や察する心、直観と、勘や

第六感とが、実は、その能力の発現形態と

いうところで何か共通したものをもってい

るのではないかと想像できるからです。科

学者のひらめき、芸術家のひらめきに働く

能力と、熟練の達人を支えている身体を介

した知恵、そして、予期的に状況を察知し

生き延びていく動物の知恵　−こうした

様々なレベルの知恵というか能力というも

のを、一度同じ地平で捉えて比較検討して

みると、どんなことが見えてくるか。これ

が私の関心です。

　論理的なもので押していっても、それだ

けでは掴みきれないもの、その先にあるも

のが芸術を生んでいるわけで、そこで働い

ているものは何か、どのようなメカニズム

で働いているのか。私が注目しているの

は、理屈では説明がつかないが、身体を介

して働いている知恵、身体知あるいは暗黙

知です。察するという人間の心、推測す

る、推し量るという能力は動物に一方で近

いが、他方、研ぎ澄まされた芸術や科学の

発見に繋がっているところを解明しようと

しています。天才の発見や芸術家のひらめ

きと動物の勘とを繋げて考えてみるという

ことなのですが、そこにはもちろん、日常

生活を成り立たせている様々な実践的な知

恵というものも入ってきます。例えば、お

ふくろの味。子どものときに体験した母親

の作ってくれた料理の味は、記憶されてい

きます。あるいは、自分が落ち着きの良い

場所、居心地の良い環境などを人は感知し

て、自分の生活の場で様々な取捨選択を

行っています。こうした日常を活かしてい

る知恵や工夫にも勘や直観が働いていま

す。と同時に、日常の生活のなかで日々の

実践を通して、身体も使って私たちは自分

の直観や勘、日常を生き抜くためのわざを

磨いているともいえます。

言葉の不思議

　さて、今日はこの人間の知恵を言葉との

関わりからお話したいと思います。

　言葉とは不思議なものです。言葉によっ
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て人は生かされ、また、言葉によって人は

傷ついたりします。言葉が身体に入ってき

て、私たちに与えるその影響は実に大きい

のですが、今日ではこの言葉のもつ力の素

晴らしさと同時にその威力の怖さに対する

自覚が薄れているといえるでしょう。言葉

には魂が宿っているという考え方は、洋の

東西を問わず古くからありました。キリス

ト教では言葉は神そのものであると考えら

れていましたし、東洋でも言霊信仰があり

ました。

　現代では、言葉はもはや意思疎通のため

の道具だという見方が強くなってきていま

す。先ほどの藤田先生のお話ではやはり言

葉はコミュニケーションの道具であるとい

うことになりますでしょうか。ただし、そ

こでいわれる言語は、人間の話す言葉だけ

ではなく意思疎通に関わる様々な身体表現

も含まれているのかもしれません。また入

來先生のお話では思考の道具として言語が

考えられていたように思います。お二人と

の比較ということでいうならば、私は言語

というものを、私の存在そのものを表現す

る道具ではなく、むしろ私というものの表

現そのものだと考えているといったらよい

かもしれません。私が語る、私の身体が語

るという形で、個々の人間がそれぞれの状

況、文脈において喉を震わせ、声に出して

発する言葉のもつ様々なニュアンスや深い

含意や省略といったことに注目する立場で

す。それには、言語を用いる身体の状態、

あるいは言葉にしないことで表現されてい

ること、つまり沈黙というものも含まれて

います。

　わざの修練やその伝達という場面で使わ

れる言葉について考えてみましょう。例え

ば、書道のお稽古の場面で師匠が弟子にか

ける言葉をみても色々なことがわかりま

す。お習字では自分で書いていった作品を

先生に見せて講評していただくわけです

が、その際に、先生は「もっと明るい感じ

で」とか、「抜け感がもっとほしいな」と

か、「重いなあ」といった言い方をよくし

ます。その言葉は先生が直観的に感じた作

品についての印象を象徴的に表現したもの

ともいえます。ですから、言葉の表現だけ

にこだわっていたのでは、先生の本意はな

かなか見えてきません。先生がその言葉で

何を求めているかを理解し、その求めると

ころにより近い作品にするには、実際にど

のような改良が必要かといった具体的なこ

とまで推測することが必要となります。こ

のような先生の言葉の背景というか奥行き

を探る力が求められているわけです。その

先生のもとに入門し、先生のものの見方や

価値観、センス、指導の癖というか個性と

いうものがだんだんと分かってくる過程

で、先生の発する言葉の意味合いやその深



特集／宇宙、心身、いのち 453

特集／宇宙、心身、いのち

さにも慮りができるようになっていくとい

えるでしょう。書道の腕が上がるというこ

とは、単に手習いだけではなく、眼習いも

含めて、書作品の見方や美的な感覚もまた

同時に養われていくことを意味していま

す。

会話はキャッチボール？

　よく会話は言葉のキャッチボールのよう

なものだといわれます。こちらが質問した

言葉に相手が答えという形で返してくる　

−この言葉の遣り取りがキャッチボールを

しているようだと形容されたのでしょう。

しかし、実際に私たちが日常かわしている

会話をよくみてみると、問いと答えのよう

な言葉の遣り取りをしている場合は極端に

少ないのです。聞かれたことに対して、真

正面からそれに答えるというよりも、答え

がずれていたり、また聞かれていないこと

を喋ったりと、そのコミュニケーションは

まさに言葉の乱反射ともいえるような状態

です。この乱反射する言葉の光のなかで、

一見したところ錯綜しているようにもみえ

る言葉の飛び交いが織り成す意味の蓄積を

人間は理解し、状況として把握しているの

です。「お元気ですか？　調子はどうです

か？」という問いに対して、「はい、まあ

まあです。はい、元気です」という答えが

還ってくるような会話は案外、その会話の

言葉がかえって形骸化した表現と化してい

て、言外に別のメッセージが含まれている

という場合が多いようです。

　学校から帰宅した子どもに、その日、学

校で何があったかを母親がたずねる場合も

そうした言葉の乱反射ということを頭に入

れておく必要があるでしょう。真正面か

ら、今日は学校はどうだったかと子どもに

聞いても、期待したような話を子どもから

すぐに聞けるとは限りません。一緒におや

つを食べたりしながら、なにげない日常の

おしゃべりのなかから、ふっと子どもが口

にする言葉から、学校での子どもの様子な

どが分かったりします。最近はみな忙しい

忙しいと外へと目が向きがちです。たとえ

家族と一緒にいても、それぞれが携帯メー

ルをしたり、ゲームをしたりとみなばらば

らです。共に時間を過ごしているという感

じが希薄になりつつあります。そうする

と、どうしても日常のたわいない会話をか

わす時間が少なくなっていきます。お互い

の話を無駄話や愚痴だと思ってしまいがち

です。時間をかけてゆっくり聞いてくれな

い、受け止めてもらえないという感じを家

族相互がもつようになってしまいます。相

手の様子を察するには、尋問のような質問

と答えの積み重ねよりも、一見無駄に見え

るようなたわいない話の遣り取りが重要な

のですが、そうした家族の時間は減りつつ
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あるようです。

　こうした察する心というか能力を磨いて

いくにはどうしたらよいか、その環境設定

も含めて考えていくというのが、教育哲学

という私の分野の主題です。それは、論理

的な文章を理解するという言語能力とは少

し違った能力です。論理の外、言外のニュ

アンスや奥行き、暗示、象徴などを一瞬に

して把握していくような総合的な判断の能

力は、これまで直観とも呼ばれてきまし

た。いまひとつ考えているのは、こうした

察する心、直観というものを、わざの一種

として磨いていくことはできないかという

ことです。

　わざというものは、人間がもともと無意

識的にできたことを意識的にできるように

していく作用とみることもできます。初め

て試してみたときには、案外、言われた通

りうまくできるものです。それは、衒いが

ない、見栄がないという意味で、まさに幼

子だから、初心者だからできるパフォーマ

ンスだといえるでしょう。しかし、その初

心のパフォーマンスを今度は意識的に、何

回でも同じようにできるかどうか。これが

できるようになるためには、パフォーマン

スの確実性を上げていく為の修練が必要と

なります。役者でも、日常の所作をごく自

然に演じるということはとても難しいとい

います。自然をもっとも自然にみせる技が

そこでは求められているということもでき

るでしょう。

　直観や勘というものは、意識しないとこ

ろで働きとしては既に発現している場合も

あります。それを、意識的に働かせていく

ようにしていくわざを修練することで、熟

達という形で人間の能力として花開かせて

いく可能性はないかと考えています。

　200 年前には脳研究、小児医学、哲学

者などが人間をテーマに研究していまし

た。現代ではそれぞれの専門分野ごとに分

かれた形での研究の進展に力を入れるあま

り、分野の間の壁がとても厚くなってし

まっています。いまや使う専門用語すら

違ってきているので、専門を越えた議論す

ら難しい状況です。しかし、人間という共

通の主題、生き物という共通の主題を扱う

研究者が共に議論しなければ、新たな展望

は開けてこない、そんな時代状況が今訪れ

ているのではないかと思います。細分化し

た科学が再び統合し、ユニバーサルな発想

で同じ主題を追究していくような時代で

す。藤田先生のいう心、入来先生のいう

脳、そして私のいう身体がどのように異な

るか、その違いを踏まえつつ一緒に議論し

ていく手がかりとして、今日は言語、言葉

というものを取り上げてみました。
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１．自然の概念

　1.1　自然概念の言語史：現在の日本語の「自然」は、英語の nature 或いはドイツ語

の Natur の明治中期以降の訳語である。英語の nature やドイツ語の Natur はラテン語

の natura に由来し、ラテン語の natura はギリシャ語の physis の訳語である。ギリ

シャ語の physis は phyo（生む、生まれる）という動詞から作られた名詞であり、ラテ

ン語の natura は nasci（生まれる）という動詞から作られた名詞である。

　1.2　古代ギリシャの自然観：古代ギリシャ人にとって世界の根本現象は、万物の循環

的運動、例えば惑星の循環、昼と夜・生と死・季節の移り変わりであった。その運動の根

拠を追求したギリシャ人は様々な原因を想定したが、ヨーロッパの歴史に一番大きな影響

を及ぼしたのは phyo（生む）という動詞から作られた physis（自然）の概念である。

したがって、自然は古代ギリシャ人にとって美しい山と川の総体ではなく、万物の生成と

消滅の力、或いは万物の起源、目的、規範であった。英語の mother nature という表現

はギリシャの自然概念の意味合いを反映していると思われる。

　注目すべきことはこの自然概念の社会史的背景である。ギリシャ人は「自然」に囲まれ

要　旨：現在の環境問題の起源はキリスト教に由来する西洋の自然観にある
と言われている。この主張は単純すぎるが、必ずしも間違いというわけでは
ない。西洋においてのみ、古代ギリシャ思想とキリスト教の影響のもとで自
然概念が形成され、その自然概念に対して近代社会の基盤となった人間の自
由が確立されるようになった。環境問題の発端になったのは西洋の自然概念
よりも自由概念に含まれる誤解である。これを説明するために、先ず西洋の
自然概念の歴史、次に自由概念の歴史、最後に近代の自然観と人間観を代表
するカントの哲学における自然と人間の位置づけを紹介する。

テーマ：共に生きる

㉔西洋の自然概念の歴史と問題点

シュペネマン・クラウス＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ



注 1）G. Picht: Aristoteles‘ De Anima, 292-296, Stuttgart (1987)
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て生活し、「自然」に手を加える技術を持っていなかった、あるいは技術を奴隷の肉体労

働として重要視しなかった。もう一つの重要なことは、古代ギリシャ人は、「自然界」と

「人間の世界」即ち「社会」を明確に区別しなかった。「自然」は、「自然界」ばかりでは

なく、「人間の世界」あるいは「社会」も形成し、人間の社会にとっても起源、目的と規

範であった。例えば、アリストテレス（384-322 B.C.）は『政治学』の中でつぎのよ

うに述べている。「すべてのポリスは自然によって（physei）存在する」（Politike, 

1252b30）または、「自然によってある人々は自由人であり、ある人々は奴隷であると

いうこと、そして後者にとって奴隷であることが有益なことでもあり正しいことでもある

ということは明らかである」（1255 a1-3）。

　1.3　アリストテレス（Aristoteles）の自然概念：ヨーロッパの自然概念に大きな影

響を及ぼしたのはアリストテレスの哲学である。アリストテレスはギリシャの自然概念に

目的（telos）の概念を導入した。彼は『霊魂論』の中で「霊魂は可能的に生命をもつ自

然的物体の第一のエンテレケイア（entelecheia）である」（De anima II, 412a27f.）

と述べる。エンテレケイア（entelecheia）は、アリストテレスの造語であり、その意味

を巡って論争がある。ここで G. ピヒトに従って entelecheia を「内在的目的性」と訳

す（注1）。アリストテレスはここでプラトンを批判しながら、身体と霊魂の関係について論

じている。プラトンの『ティマイオス』（Timaios 30a-d）によると、デミウルゴスとい

う創造神が身体に霊魂を挿入したのである。それに対して、アリストテレスにとって身体

が質料として可能態であり、霊魂が種子のように身体の成長や形態を形成する。

　 ま た は、『 自 然 学 』 第 2 巻 3 章（Physicae II, 3） と『 形 而 上 学 』 第 5 巻 2 章

（Metaphysicae V, 2）でアリストテレスは職人のテクネーを念頭において、いわゆる

aitiai（原因）の問題を論じている。「なぜこの物があるのか」という問いに対してアリス

トテレスは四つの「原因」を定義する。それぞれラテン語で causa materialis（質料

因）、causa efficiens（作用因）、causa formalis（形相因）と causa finalis（目的

因）と翻訳されている。この区別を霊魂に適用すると、霊魂は作用因であり、同時に形相

因かつ目的因である。このことを、アリストテレスの自然概念で考えあわされている種子

の例で説明すると次のようになる。種子の中には単なる材料・原料、すなわち質料因の他

に、作用因としての成長の力、形相因としての成長する有機体の形式、成長がそこに向



注 2）W. Kullmann: Aristoteles und die moderne Wissenschaft, 266, Stuttgart (1998)
注 3）Ibd., 301-306.
注 4）Cf. M. Forschner: Die Stoische Ethik, 98-104, 160-165, Darmstadt (1995)
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かって生じる完成した生命が目的因として含まれている。こうしたアリストテレスの霊魂

概念は今日われわれが有している霊魂概念とずいぶん異なっていることは明らかである。

　注目に値するのは二点である。第一に、アリストテレスにとって人間だけが霊魂をもつ

のでなく、すべての生命が霊魂をもっている点である。その際、人間の霊魂の特殊性は、

理性とそれで観想する能力、すなわち神を観る能力である。第二に、アリストテレスに

とってすべての自然現象が「目的」によって規定されているわけではない。たとえば、天

体の運行は永遠であり、それゆえ規定されていない。｢目的性」は個別的なものと偶発的

なものの領域においてのみ存在する。アリストテレスは宇宙における個別的諸生命間の連

関を全く考えていない。ここからクルマン（W. Kullmann）は、アリストテレスにおけ

る目的性を ｢内的目的性（interne Finalität）（注2）｣ と呼ぶ。何よりもアリストテレスに

は未だ自然法則あるいはは自然進化の思想がない。ギリシア人であるアリストテレスに

とって自然は永遠で、始まりもなく終わりもないのである。自然法則の概念はストア哲学

に準備され、初めて 16 世紀のヨーロッパで形成されるようになった。

　自然のうちの進化という表象はキリスト教の創造思想によってはじめて可能となったの

である。それゆえクルマンは「目的論（Teleologie）」の概念はアリストテレスに対して

適用することはできず、アリストテレスの目的論と思われているものはむしろ「テレオノ

ミー（Teleonomie）」、すなわち今日の分子生物学の洞察に非常に似かよっていると述べ

ている（注3）。

　1.4　ストア哲学のロゴス概念：古代ギリシャ自然概念がヨーロッパに媒介された際、

重要な役割を果たしたのはヘレニズム時代のいわゆるストア哲学であった。ストア哲学に

おいてはじめて自然法則の概念が展開された。その際、法則の概念はまず倫理学の領域に

おける規範的概念として、ついで自然現象の領域で用いられた（注4）。たとえば、キケロ

（Cicero, 106-43 B.C.）によれば、人間の生活の規範は lex naturae（自然法）で定め

られている。この自然法に基づいて ius naturale（自然による法律）を制定しなければ

ならない。これは 17 世紀のヨーロッパの法思想における自然法概念の根底となった。

　人間が自然に従わなければならないというギリシャの共通の考えを強調するため、スト

ア哲学はヘラクレイトス（Herakleitos, ca.540 BC）のロゴス（logos）概念を用いて、
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自然の中でロゴスがすべてのものを必然的に決める力として、すなわち「神」（theos）

や運命（heimarmene）のような力として働いていると考えたのである。ロゴス概念を

用いて、ストア哲学は、自然科学の法則概念をまだ持っていない古代人が解決できなかっ

た問題に答えることができた。これは、なぜ一つの力である自然は多様な現象を形成でき

る の か と い う 問 題 で あ っ た。 ス ト ア 哲 学 の 解 決 は「 種 子 的 ロ ゴ ス 」（logos 

spermatikos）という概念であった。すなわち、ロゴスは種子の形で自然界内に散らば

り、様々な生命の特性を決めるのである。自然界に属している人間の中にも自然のロゴス

がある。ロゴスはキケロによってラテン語に ratio として翻訳された。ラテン語の ratio

は英語で reason（rational）、フランス語で raison、ドイツ語で Vernunft、日本語で

理性となった。従って、理性は元来人間が持っている判断力ではなく、自然内に働き、す

べての生命を形成する力を意味する。その自然の理性に人間が参与する。言いかえれば、

人間が持っている主観的理性は自然の内で働いている客観的理性の一部である。自然の理

性に参与する人間は初めて自然の理性を認識し、自然の理性に従うことができる。理性の

元来の意味は、現代のドイツ語や英語に残っている。たとえば、英語の “that is 

natural” あるいはドイツ語の “das ist natürlich”（これは当然である）という表現は、

“that is reasonable” あるいは “das ist vernünftig”（これは理にかなうことである）

と同様な意味を持つ。そして、reasonable あるいは vernünftig であることの根拠は、

人間の任意の判断ではなく、判断された事柄自体にある。

　1.5　トマス・アクィイナスの自然概念：中世においてギリシャの自然概念とキリスト

教の創造思想が結合された。これは教父のバスレイオス（Basileios）をもって 4 世紀に

はじまり、トマス・アクィナス（Thomas Aquinas, 1225/26-1274）の神学で完成

される。その際、キリスト教の神学の立場から再解釈されるアリストテレスの目的概念は

西洋で主流の自然概念の中心となる。トマスは、アリストテレスの『自然学』第 2 巻第

8 章への注釈を西欧の自然理解に大きく影響した次の一節でもってはじまる。

Es enim, quae non cognoscunt finem, non tendunt in finem nisi ut directa ab 
aliquo cognoscente, sicut sagitta a sigittante: Unde si natura operetur 
propter finem, necesse est quod ab aliquo intelilligente ordinetur.
「目標を知らない事物は、矢が射手に導かれるように、その目標を知っている者に導かれ
ることなしには、目標へと動きはしない。もし自然界が目標によって作用するならば、そ
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れはある知者によって秩序づけられることが必要である」。

　この文章で自然概念における変化がよく見られるのである。アリストテレスにとって目

的は個別的な生物に種のように組み込まれたいわばプログラムであった。ストア哲学は、

古代ギリシャの自然概念を個別的生物から自然界全体で働いている自然法まで拡大した。

トマスはアリストテレスの目的概念を自然界全体に適応する。すなわち、目的はその目的

を設定した意識や知識を持つ存在者を前提とする。この存在者は万物を創造した神である。

神は万物を創造し、各被造物に目的を与えたのである。

　この新しい自然概念はトマスの創造論でさらに明らかになる。『異教徒を反駁する大全』

（Summa contra Gentiles）第 1 部においてトマスは、なぜ神は有限者を創造したのか

と 問 い 掛 け る。 そ の 答 え は、 神 は 善 で あ り、「 自 ら の 善 を 広 げ る た め 」（bonum 

diffusium sui）万物を創造したのである。創造は、そこで神が自らの善を有限者に伝え、

自らの善を有限者の中で現す一つの行いである。この意味で、すべての有限的被造物は神

の善の現れである。中世全般にわたって中心的であるこの考えはトマスの目的論を解く鍵

になる。神はすべてを創造した。この意味で、神が根源であり、トマスがアリストテレス

の概念で言うようにあらゆる有限者の causa efficiens（作用因）である。同時にすべ

ての有限者は神へと向けられており、神を指し示している。それゆえ神がすべての創造さ

れた有限者の causa finalis（目的因）である。

　更に、トマスは『異教徒を反駁する大全』第 3 部においてピラミッドに似た、世界の

目的論的構成を展開している。すべての自然的存在者はその存在の三つの段階を横断して

いる。第一の段階で自然的存在者は質料としての純粋な可能性である。第二段階で自然的

存在者は生殖を通じて自己の現存在、自己の現実を獲得し、ここで自己の形相（forma）

を形成する。そして最後の第三段階は、すべての自然的存在者にとって固有な作用

（operatio）である。この作用はそれぞれの生命が進化の段階において占める位置と複雑

性に応じて異なるが、なによりも進化の次の段階を可能にし、それを獲得することで成立

する。天体がその最初の生命を地上で可能にするように、植物は動物に食物として仕え、

動物がまた別の動物に食物として繰り返し仕える。このことで自然的存在者は神の善性に

与かり、神の善性を現す。ただ人間だけが諸生命の中で唯一特別な地位を占めている。人

間は一方で神の似姿（imago dei）として目的論的に秩序づけられた創造の最終「目的」
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（finis）である。人間以外のすべての生命は、実際のところ、人間の生命を可能にするこ

とに仕えている（S.c.g.III, 22）。他方で、人間の作用は他の生命から区別される。そこ

で ト マ ス は、 作 用 の 二 つ の あ り 方 を 区 別 す る。 一 つ は、「 臨 時 的 活 動 」（actio 

transiens）、すなわちすべての製作活動である。もう一つは、「内在的活動」（actio 

immanens）である。この活動は神の認識を意味する。神を認識することは人間の最終

目的であり、人間の本質の完成である。人間の最終目的としての神の認識は死んだ後に行

われることであり、人間の最高の「幸福」（beatitudo）と呼ばれる。要するに、人間は

二重に目的論的に定義されている。すなわち、一方で人間は自然の一部として創造の最終

目的である。他方、人間が神を認識するために生きているから、人間の最終目的は自然を

超越することである。

２．自由の概念

　西洋の自然概念は自由概念との厳密な関係がある。古代ギリシャとローマにおいて自由

は政治的、社会的な概念であった。たとえば、アリストテレスが「自由人」と呼ぶのは、

家と家の中で生活のために働く女性と奴隷を所有する男である。自由人のみポリスの市民

権を持ち、女性と奴隷は自由人ではない。ポリスにおける自由人同士の関係は法によって

秩序付けられている。家は「家政の法則」（oikonomike）と「暴力」（bias）によって支

配される。アテネの民主主義は、現代からみれば、差別に基づく貴族同士の民主主義で

あった。このような社会構造は「自然による」ものであった。奴隷の子どもは「当然に」

知能が低い、丈夫な体を持つ奴隷になった。女性は「自然に」子どもを出産する体を持ち、

家政を管轄する程度の知的能力しかないので「当然なことに」家を出て、ポリスで活躍す

る権利がなかった。ストア哲学はすべての人間に理性があることを前提にして、初めて人

間の平等を考えたが、古代ギリシャと同様社会構造が自然によって決定されていると思っ

たので奴隷と女性の差別を克服する努力することができなかった。ストア哲学にとって道

徳的理想は「無感動」（apatheia）、すなわち自然による秩序と一致し、それによって動

揺されないことであった。キリスト教の影響を受けたヨーロッパの中世社会でさえ神に

よって創造された「自然秩序」であったので人間の自由と平等を認めることができなかっ

た。歴史的にみれば、自由と平等と、それと共に近代科学技術の発展の条件は、ギリシャ

のアリストテレス的な自然観の克服であった。
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　2.1　古代キリスト教と意志の自由の概念：一般的には、自由とは強制なしに、複数の

可能性の内から一つの可能性を選択し、これを実現できる状態を意味する。この選択意志

の自由は、18 世紀以降の哲学で行為する主体の自律（英語で autonomy、ドイツ語で

Autonomie）と呼ばれる。

　選択意志の自由の概念は 3 世紀のキリスト教に由来する。当時のキリスト教に対して、

なぜ神が創造した最初の人間は神の掟を守らず、楽園で禁止された木の実を食べたのか

（創世記 3 章）という問い掛けがあった。キリスト教で「堕罪」と、哲学で「悪の根源」

と呼ばれるこの問題に関して当時の哲学は、キリスト教と矛盾する二つの答えを提供した。

その答えの一つは、悪は「運命」（heimarmene）的な悪魔である。しかし、万物を無か

ら創造した、全能の神を信じるキリスト教にとって「運命」はあり得ない。運命は神の創

造行為以前にすでにあったとすれば、神は万物を無から創造した全能の神ではなくなる。

神が運命あるいは悪魔を創造したとすれば、善である神は悪を創造したことになる。もう

一つの答えは、新プラトン主義のプロティノス（Plotinos, 203-269）の思想であった。

プロティノスの二元論によると人間の精神は善の超越世界に近い、体は悪の地下の世界に

近い領域であるから悪の根源は人間の体の弱さにある。しかし、キリスト教によれば善で

ある神が善そのものを創造し、悪そのものを創造していない。この悪の根源の問題につい

て初期キリスト教は、歴史的に重要な次の結論を出した。これは、悪の根源は人間の自由

意思にある。その背景に次のような論議があった。まず、神の意志は自由である。自由の

概念を神に適用するのは、創造論の中心である「無からの創造」（creatio ex nihilo）の

思想を説明するために必要であった。もし神を動機付けし、材料を与えた存在者が存在す

れば、神は全能の神ではない。全能の神は自ら「自由に」創造行為を決断したはずだから

である。次に、人間は「神の似姿」（imago dei）である（創世記 1,27）。「神の似姿」

の概念に関する長期間にわたる教会内の論争の結果、「人間の自由の意志」（liberum 

arbitrium）の概念であった。ゆえに、「堕罪」はアダムとエヴァの意志の自由な選択で

あった。わかりやすく言えば、神が創造した人間は上から操作されるマリオネットではな

く、自らの責任で自分の生活を自由に決定できる大人である。これがヨーロッパの自由概

念の根底となった。

　2.2　近代の自由概念：古代と中世において人間の自由は悪に関する自由である。人間

は悪あるいは罪を選択することはできるが、善及び神の掟を実現するために神の手助け、



注 5） Giovanni Pico della Mirandola: De hominis dignitate (1486)：（和訳）G. ピコ・デラ・ミランドラ『人
間の尊厳について』創元社（1950）
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すなわち恩寵の働きが必要である。現在まで、善に関する自由はキリスト教内の論争の対

象となっている。ところが、近代の世俗思想や哲学にとって人間には悪だけではなく、善

を実現する自由もある。この自由概念の意味の変化は、中世から近代への転換期に活躍し

たイタリアの G. ピコ・ダラ・ミランドラ（Giovanni Pico della Mirandola, 1463- 

1494）の『人間の尊厳について』（注5） でよく見られる。この著作の冒頭にある「なぜ人

間は一番幸せな存在者なのか」という問いに対してピコは次のように答える。一つの答え

は、人間は神の被造物であるからである。これは伝統的な中世の答えである。もう一つの

答えは、神は人間を「世界の中心部においた」（in mundi positum meditullio）からで

ある。ここで「中心部」（meditullium）は球体としてみなされた宇宙の中心部を意味す

る。二番目の答えについて二つの説明がある。その一つは、中心部は神の被造物である宇

宙を一番よく見ることができる場所である。この説明も中世の思想を反映している。宇宙

は神の表れであり、宇宙を見ながら人間が神の働きを観察し、神を賛美することができる。

ところが、二番目の説明は近代の思想の始まりを表わしている。球体の中心部にあるもの

は「決まっていない」。宇宙の中心部に置かれた人間は上の方に上がり、天使のようなも

のになることもできるし、下に落ちて獣のようなものにもなることができる。これは人間

の自由意思の決定によることである。そして、天使のようなものになるために必要なのは

神の恩寵による手助けではなく、「自分の中心部へ引き込むこと」（in unitatis centrum 

suae recipere）すなわち人間に隠されている能力を発見し、これを実現することである。

ここで近代の自由概念の意味が見られるようになる。人間は自分の生活様式を自ら選択し、

自らの力で実現できる能力をもつ。尚、この新しい自由概念は、12 世紀以降西洋の自然

観の中心となった dominium terrae の概念と結合されるようになった。

　2.3　dominium terrae「自然の支配」の概念：Dominium terrae という用語は、

創世記 1,28 に由来する。神は、最初の人間を創造した後、人間に向かって次のように

言われた。〈地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地のすべての生き物とを治めよ。〉

創造物語を伝えてきた古代イスラエルにとって自然界は神が人間に生活するために与えた

世界であった。人間は、自然界を神の被造物として大切にしながら自然界を生活のために

利用することができる。古代ユダヤ教と初期キリスト教にとって人間は自然の「管理人」



注 6） David F. Nobel: The Religion of Technology; The Divinity of Man and the Spirit of Invention, 
Penguin Books (1999)
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であったと言われている。

　ところが、11～12 世紀における新しい農業技術（スキ）やエネルギー開発の技術

（水車、風車）に伴ってこの言葉の解釈が変わるようになってきた。11～12 世紀のいわ

ゆる第一次産業革命によって農業と産業の能率が上っただけではなく、人間は初めて機械

を用いて自然を利用できるようになった。人間の手に入った新しい技術による自然の利用

を正当化したのは dominium terrae（地球を支配すること、自然を支配すること）とい

う概念である。「地のすべての生き物を治めよ」の解釈は、人間が管理人として自然界を

大切にすべきよりも、人間が自然界を支配するように神に命じられたことになった。

　更に、dominium terrae の概念は近代ヨーロッパの特色である科学技術の宗教的裏付

けの中心となった（注6）。12 世紀に始まる科学と技術の新しい解釈は、フゴ・サン・ヴィ

クトル（Hugo a Saint Victor, 1096-1141）作の Didascalion（1120）において

見られる。当時よく読まれたこの著作に次のような論議がある。神は人間を自分の形に創

造した。その「神の似姿」を人間はアダムとエヴァの堕罪によって失った。創世記 1.28

の神の命令に従って人間は自然に関する知識と技術を用いて、自分の「神の似姿」を復元

すべきである。17 世紀の解釈は、科学技術を用いて、人間はアダムとエヴァの堕罪に

よって失われた「楽園」（paradise）を取り戻すべきである。

３．近代における自然と自由

　自然概念の歴史を踏まえて近代の自然概念をまとめたのは 18 世紀のカントである

（Immanuel Kant, 1724-1804）。カントは近代の最初の哲学者の一人と呼ばれ、初め

て科学と技術が必要とする自然観を定義したと言われている。

　『判断力批判』（Kritik der Urteilskraft）の付録で「目的論的判断力の方法論」

（Methodenlehre der teleologischen Urteilskraft）という題でカントは、中世のト

マスのアリストテレス的な自然概念による人間の位置づけを近代の立場から解釈する。そ

れによると自然界において「相対的合目的性」（relative Zweckmäßigkeit in der 

Natur）がある。その意味は、それぞれの生物の存在目的は進化論上、より上位の生物の

ためにある。例えば、虫は鳥の餌になるために、母は子育てのために生きている。ところ



注 7） I. Kant: Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, Werke in sechs Bänden, hrsg. W. 
Weischedel, Bd.VI, Darmstadt, 83-102 (1964)
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が、「相対的目的」という概念は人間に当てはまらない。進化の発展系列において、人間

よりも高い位置を占めるいかなる存在者もいないので、人間の現存在は、自己自身の内に

のみ最高の目的をもち、「自己目的」（Selbstzweck）である。「自己目的」の概念でカン

トは近代の「人間の尊厳」（human dignity, Menschenwürde）の概念の根底を定式化

している。「相対的合目的性」がある自然界において進化上より上位にある生物は進化上

より下位にある生物を自分の生活の道具として利用する。進化論上「自然の最終の目的」

（der letzte Zweck der Natur）である人間の「道具化」（Instrumentalisierung）は

禁止されている。人間の道具化の禁止の実例はドイツ基本法第 1 条（1）である。〈人間

の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務

である。〉

　「自然の最終の目的」である人間は「自然の支配者」（Herr der Natur）である。すな

わち、人間は自然を自分の生活の道具として利用できる。これはカントによる「自然の支

配」（dominium terrae）の解釈である。自然界内の異なった位置づけによって生物と人

間の行動様式が異なっている。生物の存在目的は自然によって決まっているので、行動は

自然法則（Naturgesetz）によって定まっている。だから、カントは自然界を「必然性

の国」（Reich der Notwendigkeit）と名づける。それに対して、自然の最終の目的で

あ る 人 間 が、「 任 意 に 自 分 の 目 的 を 設 け る 能 力 」（das Vermögen, sich selbst 

Zwecke zu setzen）をもつ。言い換えれば、人間の行為は「自由」である。だから、

カントは社会を「自由の国」（Reich der Freiheit）と呼ぶ。自分の目的を選択するため

に、人間は自然から「理性」（Vernunft）が与えられている。理性の根本的な意味は「世

界概念」（Weltbegriff）にある。人間だけは、世界が一つであると想定し、その中で自ら

の生活とその目的を選択できる。自由の危険性をよく意識するカントにとって、人間の自

由は条件として「道徳法」（Moralgesetz）による規制を必要とする。この道徳法は人間

が自ら制定するので人間の特色は「自律」（Autonomie）である。それに対して自然界

の特徴は「他律」（Heteronomie）である。

　カントの哲学では西洋自然概念の特色である自然と人間の対立が明確に表れてくる。カ

ントによれば、この対立は自由の概念と科学や技術の使用の前提である。『人類の憶測的

起源』（注7） の中でカントは次のように述べている。〈自然の歴史は善をもって始まる。この



注 8）Ibd., 93.
注 9）Ibd., 92.
注 10）Ibd., 91.
注 11） Ibd., 93.
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歴史は神の業であるからである。しかし、自由の歴史は悪をもって始まる。この歴史は人

間の業だからである（注8）。〉カントはここで旧約聖書の創造と堕罪の物語（創世記 1 章～

3 章）を「地図」にし、人間の「自然の後見から自由の状態への移行」を描いている（注9）。

人間は最初の自然状態において、動物と同様「神の声」であった本能に服従したのである。

しかし、理性の四段階の発達により人間は先ず食品や生活様式を選択できる能力を発見し、

第二に自分の性を礼儀や道徳によって規制するようになり、第三に将来を予想することに

よって計画的に生活できる可能性を得たのである。最後の段階で人間は「自分こそまさし

く自然の目的であり」、「動物はもはや彼の同格の被造物ではなく、彼自身の任意の意図を

達成するために、随意に使用しうる手段であり道具であると見なすようになった」。同時

に〈人間は一切の理性的存在者と平等の存在となった。即ち彼は目的そのものであり、他

のいかなる存在者からもかかる目的として尊重され、他のいかなる存在者によっても目的

のための手段として使用されないという要求に関しては、すべての存在者と同等になった

のである（注10）。〉

　人間が自然進化の目的であり、あるいは自然界が人間の生活手段であるという、カント

が代表する近代西洋の自然観は、今日問題になっている自然の搾取や破壊を可能にしたと

言わざるを得ない。カント自身はこの問題をまだ予想できなかった。カントの時代におい

て数学は発展しているが、自然を操作するために必要な物理学や化学とこれに基づく技術

は未開発であった。だから、カントにとって自然界と対立する社会を形成するのは科学技

術（technology）ではなく、「文化」（Kultur）と「人為」（Kunst）である。しかし、

カントの哲学の立場から自然破壊はありえない。理性の働きの始まりは、確かに〈自然と

いう母の安全な懐から人間を解き放つことであった〉が、これ自体は進化の最終の目的で

あり、〈自然にとっては利益（Gewinn）であった（注11）。〉カントはここでトマスのアリス

トテレス的な目的論の媒介でストア哲学の立場へ立ち戻る。理性は人間に自然から与えら

れた能力である。これを使用して、人間は一方では自然から脱落しているが、他方では自

ら考えることができない自然の代わりに自然の目的を考えて、これを完成させなければな

らない。天然資源の搾取、気候温暖化や生命の遺伝子操作などのようないわゆる「外的自



注 12） Ibd.,94f.
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然」の破壊の問題をまだ予想できていないカントは、人間の自然の能力を例にしてこれを

説明する。男子は（当時）16 歳で性衝動の発達が完成し、子どもを産ませる能力がある

が、社会において家族を養うことができる結婚年齢は 10 年先になるのである。自然に

よって人間に備えられている性衝動の目的は人類の生殖である。一方では、性衝動の完成

の段階で社会の道徳や文化によって性活動を禁止するのは自然に対する違反である。他方

では、この禁止と結婚年齢の延期によって自然の目的を達成することになる。人間の〈自

然的素質は、自然的状態において適切なもの（zweckmäßig）であった。これらの素質

は文化によって阻害されるのであるが、また逆に文化を損害することもある。そしてこの

相互作用は、人為が完成して再び自然となるまで続くのである。しかし、完成した人為が

再び自然となることこそ、人類の道徳的本文の究極的目的なのである（注12）。〉〈人為が再

び自然となることは、人間の道徳の目的である〉ということを忘れているのが現代の環境

問題の発端となった。この知恵を預かっているのは伝統的な日本の庭師である。日本庭園

の形にならった自然観を科学技術に応用できれば、環境問題の解決は可能になるかもしれ

ない。



＊兵庫県立大学経済学部准教授（エコロジー経済学）
注1）�本稿は、2009年 3月10日第4回環境総合政策研究会で筆者が行った基調講演「滋賀県下に広がる林野コ

モンズの歴史と現在－自然保全・再生の手がかりを求めて－」（ピアザ淡海）の内容に基づき作成されたもので
ある。

注2）�ゆえに厳密な引用は行わない。特に出典を挙げない記述に関し、①入会林野の研究については室田、三俣
（2004）に、②漁民の森活動については三俣ほか編（2008）に依拠していることを断っておく。
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はじめに

　2009年のノーベル経済学賞にエリノア・オストロム氏が輝いた。彼女の主要研究

テーマである地域住民による持続的資源管理（コモンズ）の研究蓄積が評価されての受賞

であった。日本においても入会林野や入会漁場など伝統的なコモンズばかりでなく、漁民

の森運動や市民の森づくり運動など地縁を超えた主体が連携して資源管理を進める協治が

存在する。これは、林政学者・井上真が「中央政府、地方自治体、住民、企業、NGO、

地球市民などさまざまな主体（利害関係者）が協働（コラボレーション）して資源管理を

行う仕組み」（井上、2004、140頁）と定義する資源管理の枠組みといってよい。本

稿ではまず、筆者の研究の出発点である滋賀県甲賀市大原地区において財産区という形態

で管理されている入会林野の研究を紹介し、加えて同地における調査後に拡大した他地域

における入会林野（財産区有林、記名共有林、字有林等）の研究成果にも依拠しながら

エッセイ風に記述を進め（注２）、内部結束型コモンズの資源管理の意義や課題について考え

要　旨：コモンズ研究においては、地域住民を軸とする環境資源の共同的な
利用や管理のもつ意義や可能性さらには課題が議論されてきた。本稿では、

（1）これまで筆者がフィールドワークで調査してきた伝統的な地縁関係に
基づく入会による資源管理、さらには、（2）地域のメンバーシップを越え
た多様な主体による共同・協働的な資源管理の取り組み（協治）の実態や課
題を紹介する。これら（1）と（2）それぞれの意義や可能性について検討
するとともに、課題や限界についても論じる（注 1）。

地域資源管理論の新展開
－入会林野と漁民の森運動の事例から－

三俣　学＊

JCSD プロジェクトシリーズ



出典　室田・三俣（2004）

表1　大原共有山規約の変遷過程
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てみたい。他方、協治のひとつの実践例と見ることのできる北海道別海町での漁民の森活

動を採り上げ、その展開過程と実態を概観し、意義と課題を検討する。

１．地域内部の強い紐帯で守る入会林野：滋賀県甲賀市大原地区の例

１‒１　大原共有山小史；禿山の緑化過程と変遷する盟約

　街道を行くシリーズ『近江散歩・奈良散歩』のなかに、私の現在の研究の出発点となっ

た滋賀県甲賀の地が登場する。その作者・司馬遼太郎は「江（近江）ノ甲賀郡ハ豪俠ノ聚

（あつま）ル所」であり、戦国時代には既に多くの豪族が山のあちこちに屋敷を構え、山

ひだに田を開いて自活し、早くから合戦の方法に通じていたと書き記している。「甲賀

五十三家」と呼ばれた甲賀者の首領は、室町期の乱世を迎える頃には共和制にも似た談合

組織を作り、甲賀内での無駄な戦いや潰しあいを避け、話し合いによって勢力の均衡を保

ちながらこの地を支配したという。以下ではこのような地の一角にある大原地区の共有林

（大原共有山）における自治的な利用と管理の歴史を紐解き、さらに現状についても詳し

く見ていくことにしよう。

　大原共有山は、明治の町村制（明治22年）以前は、9つの旧村（集落）が持つ共有

山であった。明治初年に、木材需要が急増し村民による無制限な利用がなされた大原共有

山は激しい乱伐にあい、瞬く間に禿げ山と化した。この事態に直面した大原村民は、禿げ

山の緑化と保全のための厳しい約束事をいち早く結んだ。それが、大原共有山盟約・規約

である。明治10年に締結されたわずか5ヶ条の盟約は、明治44年までに計5回もの



表2　滋賀県甲賀市大原財産区と岩手県江刺市5財産区の慈雨受共益還元の細目

（備考）筆者作成
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変遷を遂げ、その内容を精緻化していった（表1）。最大36ヵ条（明治19年）にまで

及んだこの共有山盟約は、各時期の大原村で起こる諸事情を見事に反映しつつ、実現可能

な禿山緑化の指針となった。

１‒２　多大な「共益」をもたらすヒノキの美林を形成する大原共有山

　大原共有山は、明治22年の大原村成立に伴い大原村村有林となり、更に昭和30年、

隣村の油日村、佐山村と合併し甲賀町が発足した際、大原財産区有林という形で引き継が

れた。財産区有林とは、町村合併の際に、名目上は新市町村の監督下に置かれた旧入会林

野のことで、地域によっては従来からの入会慣行を色濃く継承している。大原財産区も、

名目上こそ公有（現在甲賀市長が管理者）だが、共有山時代の入会的な諸慣行を様々な形

で継承する森林コモンズである。先に見た規約に基づき区民の懸命なる禿山緑化と保全に

よって、340haを誇る現在の財産区有林は、林業不況下にあっても一定の収益を期待で

きるまでの「ヒノキの美林」へと蘇った。結果、美林から生み出される収益によって、干

ばつに苦しむ同地区の農家には田畑を潤す大原貯水池を、児童には新しい校舎や様々な教

育施設を、お年寄りには待望の老人ホームを提供してきたのである。そのような「共益」

の具体的内容を上げれば枚挙に暇がない。ここでは同地区と岩手県江刺市の5財産区と



注3）�約 1,200人が総出に参加するこの状況について、仮におなじ作業を森林組合等に委託した場合（12,000�
円／日）1,400万円分の労働投下が行われていることになる（嶋田，2005）。同地区には新興団地もあり、
総出参加者のすべてが林業専門家集団ではないにせよ、いかに大きな労働が地区住民によって実現しているか
が理解できよう。

注4）�とはいえ、１‒３‒２の学校林の総出についても同様であるが、新規住民の中には総出はもとより、従来の結束
の強い大原の集落に対して抵抗感を抱く人たちが存在している。二つの新興団地のうち一方は旧集落から独立
し自治会を創設した。しかし、興味深いのは、もう一方の新興住宅地が比較的うまく旧集落に溶け込み、地域
の役員等はもとより学校林活動等、同地域を支えるうえでの原動力になっているという点である。同地での詳
細な調査を行った嶋田（2005）は、①団地分譲の開始年②住宅団地の自治会③住宅団地と大字の旧集落との
直線距離④大字の旧集落の世帯数と住宅団地の世帯数⑤住宅団地入居者に占める甲賀町内出身者の割合⑥入居
住民への財産区の義務と権利の説明⑦団地の開発主体等の差異に両団地の財産区へのかかわりの相違要因を見
出している。

注5）�筆者の限られた調査結果のみに基づくとしても、静岡県白糸財産区集落林、同県上井出財産区、愛媛県越智郡
今治市・玉川町および朝倉村共有山組合内の竜岡中通区有林、福島県岩瀬村梅田共有財産区（地方自治法上の
財産区ではなく記名共有）、豊田市稲武13各財産区、京都市右京区塔地区管理組合、秋田県河辺町の鵜養の個
人名登記の入会林野などでは賦役が続いている。それらはごく一例に過ぎない。
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の比較も含めた表2を挙げておく。同表によって、入会を起源とする共有・共用の森が

当該地域にもたらす福利の大きさを理解できよう。

　得られた収益を個人配分せず、共益増進に資する方向で使うというこのやり方は、地方

自治法上（公法）に規定される財産区制度のみに認められる特徴ではない。記名共有、生

産森林組合、一部事務組合、社団法人など実に様々な形態で存在しながら、内実としての

入会（環境資源の利用・管理などにおける独自の慣習）を維持している地域では、共有す

る環境資源から得られる収益は、直接個人に私的配分するのでなく、コモンズとしての生

活共同体の基盤を整備するために用いられる場合がきわめて多い。このような共益還元シ

ステムが、林野コモンズの最大の特色といってもよいだろう。

１‒３　森林管理を下支えする多様な共的諸営為

１‒３‒１　賦役の実践の継承

　大原財産区では、財産区有林の下草刈り、枝打ち、間伐等の賦役（同地区では「でぼ

け」と呼ばれることが多い）が毎年6月に行われている。大原地区住民である限り、こ

の財産区有林の管理を遂行する総出に参加する義務がある（注3）。新規住民がかなりの数を

占めるにもかかわらず、同地区ではこの総出が連綿と続けられており、その参加率も非常

に高い（注4）。林業不況下にあっても、このような賦役の継続により、管理放棄による荒廃

を防いでいる入会起源の山林は、今なお少なからず存在する（注5）。

１‒３‒２　管理委員・保護者一体で続く学校林活動をはじめとする多様な目的林の設定

　大原共有山では先述した禿山緑化の取り組み開始後の1895（明治29）年、学校林

植樹活動が始まっている。財産区（共有山）内に設置された学校林において実施されてき



図1　入会林野に設置される目的林
（出典）筆者作成：イラストレーション　橋本和也
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た同活動は現在までの115年間、脈々と続いている。学校林での取り組みは、5年生に

よる「愛林植樹」と6年生による「卒業記念植樹」があり、いずれも3月に同日実施さ

れている。活動を支える中心は、5年生および6年生の保護者役員（約15名）、財産区

委員（2名）、教員（約7名）である。ここで特に注目しておきたいのは、この記念植樹

の約半年後に実施される大原小全学年の保護者と財産区役員によって行われる下刈り・枝

打ち・間伐等をはじめとする学校林育成施業の総出である。保護者、教員、財産区が一体

となって管理を続けてきた学校林もまた見事に成育し、同校だけでなく同地域全体に多大

な恩恵をもたらしてきた。ピアノ、映写機、野球のバックネット、遊戯施設、給食設備、

放送施設、給食洗浄機、通学路の舗装整備などはそのほんの一例である。このようなコモ

ンズにおける学校林の設置は他地域においても広く見られる（竹本、2009）。

　この学校林が代表的であるが、地区内の自治的諸活動を遂行する上で必要となる資金調

達を可能にするべく「目的林」が設定されていることが多い（図1）。大原財産区の場合

でいえば、消防団活動を支える消防林、祭りの差配を仕切る青年会活動を支える青年会の
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森などが設置されていた。消防団林は消防団員が、青年会の森は青年会員が管理育成の施

業に従事し、得られる収益はそれぞれの活動に必要な備品や活動運営費に充てられてきた。

この目的林は、入会林野が地域内の自治的活動に密接に結びついていることを物語ってい

る。大原以外の他地域でも、それぞれの地域の必要に応じた形で、婦人会、老人の森、ま

た戦没者の遺族の師弟が教育を受けるための遺族の森、洪水のたびに流される橋を架けな

おす資金源となる橋山、無医村地区に診療所と医者の給料を支払うための医療院山、井堰

の補修などに役立てる井山などが存在してきた。暮らしの様々な場面を支えるセーフ

ティーネットとして入会林野が機能してきたのである。

１‒３‒３　山の祭典

　大原財産区有林のある那須ヶ原岳山頂（標高799m）では、1923（大正12）年に

始まった山の祭典が、現在まで続けられている。この祭典は、財産区有林の恵みに感謝し、

引き続き変わらない山の恵みを請うものではあるが、単なる儀式を越えた資源管理上重要

な意味あいを持っている。祭りの際、参加者（各区長・財産区管理委員）は、人工林施業

上、手入れの必要な林分、不法投棄等がないかなどを確認しながら昇降し、山頂でのなお

らいの際、あるいは下山してからの寄り会いの際にそれぞれ報告しあうのである。他地域

においても、山頂まで登って行うまでとはいかずとも、「山の神」を祭る信仰は「田の神」

信仰とともに、今なお息づいているところが少なくない。

１‒３‒４　地域内ボランティアサークル「甲賀愛林クラブ」

　同地域には、財産区有林のみならず、私有林においても共助を進めるボランティアサー

クルが存在する。それは「甲賀愛林クラブ」というグループであり、同地区住民126名

が中心となり昭和49年（1974）に誕生した。昭和55年（1980）には旧甲賀町

（現甲賀市）全域（21字）に広がり460名の会員をもつまでに活発化した。大原財産

区は、同大原財産区有林の手入れを続ける愛林クラブに対し、その結成時はもちろん、会

員数の減少などクラブの活動低迷が顕著になってきた現在においても、同クラブの運営費

用を捻出し、クラブ会員による財産区有林の育林・保全活動を資金面から支えている。

　以上で見たように、大原地区では、時代の変化に対応しつつも基本的に地域住民の自治

力に基づき、共有林を財産区という形態下で良好に管理し続けている。また他地域におい

ても、村落の内部における協業や協働という非商品化経済の領域（共的営為）が機能して

いる入会起源の山林原野においては、そこから生み出される様々な便益が地域全体の福利



注6）�日生財団研究助成（2004年～2005年：一般研究）を受けて開始した共同研究であり、メンバーは室田武
（同志社大学）、森元早苗（当時岡山商科大学）、田村典江（アミタ持続可能経済研究所）、嶋田大作（当時京都
大学大学院）である。本章の記述については、三俣ほか編（2008）で、田村典江氏が中心に執筆した部分を
本稿用にリライトしたものである。
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を向上させ、それがまた地域の自治力を維持・創出するサイクルが実現している。とはい

え、このサイクルが休眠状態あるいは衰弱化傾向を辿る伝統的コモンズもまた数多く存在

しており、その問題については考察で触れる。

２．地縁を越えた協治で守る環境資源：北海道別海町の漁民の森活動の事例

２‒１　流域環境の劣化による漁場環境から始まった地縁を超える取り組み

　前章では、伝統的入会林野における住民の内部結束力を活かした資源利用と管理の事例

をみてきた。次ぎにそのようなある特定地域の内部結束力だけでなく、地縁を超えた様々

な主体による環境資源の共同利用と管理、すなわち協治の実践例と捉えることのできる北

海道野付郡別海町の事例研究をみていこう。

　共同研究（注6）�を行った仲間4名と筆者は、いつも同地で驚くことがあった。それは自

動車でかなりのスピードで走っても、なかなか町内を抜け出ないほどに同町が広いという

こと、他方、幹線道路ではほとんど人影を見かけないことであった。その面積は

132,019ha、全国では7番目に広い市町村である一方、総人口はわずか16,910人

（2000年現在）である。同町の基幹産業は農業と漁業であり、農業の主は酪農であって

畑作や稲作はほとんど行われていない。ちなみに耕地面積63,400ha のうち

61,000ha を牧草地が占めている。

　他方、町内の一大基幹産業である漁業については、野付漁業協同組合と別海漁業協同組

合の2つの漁業協同組合があり、2003年度の総漁家戸数は377戸、漁業生産額は

63億9700万円で、漁業生産額の内訳は41％をサケ・マス類が、46％をホタテ類が

占めている。

　このように同町の主要産業である酪農と沿岸漁業は、両者が結束して流域環境全体の保

全活動を協業的に行うという調和的関係にはない。むしろ、河川環境を良好に保つことが

高い漁獲高をもたらす条件とみる漁業者の考えは、河畔林伐採による牧草地面積の拡大が

経営効率の上昇をもたらすとみる酪農業者の考えと背反する。つまり、両者の利害は一致

しにくい側面を持つ。国策としてまた町をあげて進められてきた酪農開発を主因とする河



注7）�まず、1992年に西別川流域が北海道の「魚を育む森づくり対策事業」のモデル地に選ばれると、町主導によ
る流域での河畔林整備事業が始まった。同事業は北海道林務部（当時）による事業であり、流域における河川
周辺の環境整備に向け、地元関係者が協力して森林整備を促進することにより、それぞれの産業の発展と併せ
て緑環境の充実を図ることを目的とするものであった。その最初のモデル地域として、道東を代表する河川で
ある西別川が選定されたため、別海町でも町事業として西別川流域をはじめとする町内の河畔林整備に積極的
に取り組むこととなった。
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川環境の悪化をどう改善していくかが問題になり始めたのは1980年代のことである。

1989年には、野付漁協に近い春別川岸の250haの土地売却の動きがあり、この用地

買収は転売や乱開発が懸念されたため、同漁協に強い危機意識を与えた。このようなこと

が、後述するような同地における河川環境の改善に向けた協業的保全活動の背景として存

在したのである。

２‒２　流域環境の保全にむけた域内の多様な主体間連携の創出

　1980年後半に入ると、流域環境の保全の必要性は、全道の河川共通の問題として捉

えられるようになっていた。別海町では1988年に流域河畔林植樹が始まった。その契

機は、道漁婦連による「お魚殖やす植樹運動」を直接的な契機としている。道漁婦連の系

統組織として町内の別海・野付両漁協婦人部が共同で植樹活動を開始した。通称「浜のか

あさん」と呼ばれる両漁協の婦人部による植樹活動は、やがて別海町全体へ広がることに

より、その配偶者で漁を営む「浜の父さんたち」をも流域保全に駆り立てるようになる。

1995年から2000年までの5年間、野付・別海両婦人部は植樹のみならず枝打ち作

業までをも行うようになったのである。このように活動当初は、両漁協婦人部の内発的運

動として始まった河畔林植樹運動であったが、活動が継続していくにつれ、別海町や北海

道など行政の支援の幅も広がり、町全体の運動へと波及していった（注7）。

　約10年が経過した2003年度末で、両婦人部による「お魚殖やす植樹活動」の成果

は、延べ植樹面積として6.33ha、延べ植樹本数として15477本となっている。実際

には、町内で河畔林整備が多くの人の注目を受けた結果、漁協婦人部の活動である「お魚

殖やす植樹活動」は1994年から「別海町植樹祭」と同時開催となった。そして、同年

以降は別海町主催の植樹祭という位置づけにより、漁協のほか町内の農協、小学校、中学

校、地域の環境保護団体など町内の複数の組織が参加するイベントとして現在も続けられ

ている。
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２‒３　地域住民が核となって進む流域内アクター間の利害調整 

　先述した通り、農業者と漁業者の間での利害衝突を避けにくい構造にある河畔林環境の

改善に向けた取り組みは、ここ数年で急速にその対立関係が緩和され、両者の協業関係が

構築されつつある。その背景には、浜の母さんらを核とした植樹作業と管理活動の継続が、

別海町の酪農家の河畔林保全への意識を醸成したことに間違いない。つまり、漁協婦人部

を中心として、漁業者自身が河畔林育成に取り組んでいる姿そのものが酪農家に流域保全

の重要性を悟らせることにつながったのである。それ以外にも、酪農家と漁業者両者、さ

らには町の様々な主体との協業の実現に向けた工夫がちりばめられている。例えば、別海

漁協婦人部では、植樹と同時に、婦人部や青年部が「あきあじ祭り」や「えび祭り」など

の行事を主催し、町内の漁業者以外の人々に漁協の取り組みのみならずその存在自身を理

解してもらうことに努めている。また、農業者と漁業者間の連携を目指し、町内農協婦人

部と提携してサケの料理教室などを開催し、定期的な交流を行っている。

２‒４　流域環境の保全に向けた流域を越えた協業と連携

　すでに簡単に述べたが、漁協から見て上流域での開発を目的とする土地売却に懸念を

持っていた野付漁協は、当該地250haを 8,600万円で購入する決断に踏み切った。続

く2002年にも同漁協は170haの土地を購入している。この二度にわたる漁協の土地

取得は、流域内での乱開発を避ける目的でなされた。それゆえ資産形成というよりは流域

保全に資する植樹地として活用されていくようになる。つまり、カラマツ等の経済林を育

成し、同漁協の収入源を確保するという方向ではなく、あくまで流域環境の保全とその延

長上に達成が見込まれる良好な漁場環境の創造に資する方向での活用（水源保全に適した

樹種の植林）である。

　このような漁協による土地の取得とその利用の促進から創出されてきた注目すべき活動

がある。それは、別海の地から遠くはなれた東京に拠点を持つパルシステム（旧称「首都

圏コープ事業連合」）との連携関係の構築である。パルシステム（注8）�は野付漁協と商品開

発を行うなど協業関係を構築する過程で、同漁協が流域環境保全を図るべく山林を購入し、

植樹活動を継続していることに強い賛意を示した。そこで、2000年以降、パルシステ

ムは生協組合員から植樹基金を募り、同地での植樹活動に協力するようになった。

2001年 6月には、野付漁協、北海道漁連、パルシステムで「海を守るふーどの森づく



注8）�パルシステムとは、首都圏の都道府県生協による連合会のことであり、「環境と産直」をキーワードに特色ある
事業を展開している。野付漁協は地場産品の加工品づくりを手がけており、全国のいくつかの生協と取引があ
る。パルシステムはそれら取引先のひとつであり、1999年から協同組合間事業提携が開始された。

写真1　ふーどの森植樹ツアー参加者による植樹風景
備考）2005年 6月筆者撮影
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り基本協定」を調印し、「海を守るふーどの森づくり野付植樹協議会」を結成した。同協

定は、「地球環境と生命の源である海を守り、豊かにすることを目的」とし、野付で植樹

活動を行っている。生協組合員からの賛助金を基金として苗木購入費にあて、その他経費

については協定に調印した3事業主体が拠出している。生産者、流通、消費者の三者が

平等に負担し、商品の流通を通じて植樹を支える斬新的な協業が実現したのである。

　このようなパルシステムとの連携は、さらにより緊密なる関係を創出する方向で展開す

るようになる。ただ植樹のための賛助金を募るのではなく、「ふーどの森植樹ツアー」と

いう都市側からのより能動的な植樹活動への参画をも創出したのである。それは、別海町

の農海産物をただ堪能しに訪れるというツアーではなく、ツアー参加者ら（首都圏の生協

組合員）も自らの手で植樹を行い、保全活動を支えるというツアープランが実現したので

ある（写真1）。このパルシステムとの交流を下支えしてきたのもまた野付漁協の婦人部

であった。毎年６月に行われるこのツアーでは、植樹体験を共にするだけではなく、漁業

体験や婦人部との昼食バーベキューなど、交流の機会も設けられている。またこのツアー



注9）�活動の広がりから、1994年より漁協婦人部のおさかなを殖やす植樹活動は別海町植樹祭と同時開催となった
ことで、農協、地元小学校、中学校、環境保護団体も参画するようになった。

注10）�加えて、近年の研究では、入会権が乱開発を防ぐ最後の砦となる入会権の環境保全的意義もあるが、これにつ
いては「おわりに」で若干触れることとする。
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以外にも、毎年２月、パルシステムが漁協婦人部組合員を首都圏に招聘し「浜の母さん料

理教室」を開催し交流活動を活発化させている。

　以上のように、北海道庁の一事業の導入が起爆剤になってはいるものの、その事業の趣

旨である流域保全の緊急性及び重要性を悟った漁協（とくに協業の婦人部）が核となり、

地元森林組合、地元小学校、中学校、環境保護団体（注9）、別海町、農協などの地域社会の

協力、さらには、北海道、首都圏など地縁を超えた結びつきを創出し、多様なステークホ

ルダーの協業のもと流域環境保全活動が推進されている。この事例は、先述した井上

（2004）のいう協治の一モデルといってもよかろう。

３．考察：内部結束型のコモンズと外部協業・協働型のコモンズ（協治）

　以上までで（1）伝統的な地縁関係に基づく入会的資源管理と（2）地域のメンバー

シップを越えた多様な主体による共同・協働的な資源管理の取り組み（協治）を筆者の事

例研究に即しつつ見てきた。本章では、（1）（2）両者それぞれの持つ意義や課題につい

て検討を進めてみたい。

３‒１　内部結束型のコモンズの現代的意義

　比較的良好に管理の続く入会林野を有する地域では、ある一定の収入を得ることができ

る経済林を形成していたり、土地賃貸収入などによる利益の存在など、恒常的な収入源が

存在する場合が多いのだが、そればかりでなく、賦役・祭り・寄り合い・巡視等の経済外

的な共的営為の存続（紐帯の強さ）をほぼ共通して確認することができた。

　内部結束型のコモンズとりわけ、日本の伝統的な入会林野の歴史・現在的意義を簡単に

まとめると、①薪炭林・山菜キノコなど山の幸の直接的な利用を可能にする自給的意義、

②木材等売却収益など地域自治推進の原資となる地域財源的意義、③在地のエコロジーに

培われた知恵や技術の体系および山祭りなどを存続させる地域固有の文化の保存・形成・

維持面における意義、④村内の弱者を優遇するための目的林設置や老夫婦世帯の賦役免除

にみる弱者救済的な意義の概ね4点を挙げることができるだろう（注10）。
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３‒２　内部結束型のコモンズの課題

　良好に共同管理が続く入会林野がある一方、衰弱を極めるものも多い。つまり、コモン

ズの基盤（環境資源）とその上に成り立ってきた共同的管理制度の双方の衰弱をどのよう

に克服するか、ということを課題として指摘せねばならない。このような衰弱は、住民の

都市域への流出、都市域から農山漁村への人口の移動（コモンズ成員の不均一性／多様

化）、世界規模での動く市場経済の影響（グローバリゼーションの影響）、コモンズを維持

する人たちの高齢化など、複数の要因が相互に絡み合って生じてきた場合が多い。このよ

うにコモンズ内外の要因が複雑に絡み合って進行するコモンズの衰弱ないし崩壊は、その

内部の自助力のみを持って解決できない場合も多い。その場合には、外部社会との連携・

協業方式をうまく取りいれつつ、衰弱したコモンズの内部結束力（自治力）の回復・強化

を徐々に図っていく必要が生じる。

　しかしながら、とりわけ内部結束の強いコモンズにおいては、外部連携・協業方式を取

り入れる際、特に共有財産（本稿で見た共有山はその代表）に対し困難に直面することが

多々見られる。たしかに、単発的な催し物や交流促進活動等における外部連携については、

比較的進みやすいのであるが、ひとたび共有財産（たとえば人工林コモンズ）への外部者

のかかわりということになれば（そこがどれほど長年にわたって放置されていたとして

も）、困難をきたす場合が多いのが現実である。それはコモンズをコモンズならしめてき

た「財産」そのものに関することであるからである。単発的なかかわりを前提とする外部

者ではなく、その地に暮らす決意をした新規住民ですら、共有財産組合への加入は、一筋

縄ではかない場合が多く、たとえ可能な場合でもいくつかの条件を満たさねばならない

（嶋田、2008）。どのくらいの期間その地に住み、どの程度、集落に貢献してもらえる

のかも定かでない者に対し、先代から引継いできた共有財産に対する権利を即座に付与せ

よという方が、乱暴なる意見である。

　外部者の一時的かかわり、新規住民のかかわりのいずれの場合にせよ、筆者が内部結束

型コモンズの重要課題と考えるのは、当該共有財産についての合理的な説明（これまでの

歴史的経緯、負担と便益についての説明、新規住民の加入の条件等）を、コモンズにかか

わる内部者はもとより外部者に対し、折に触れて明確に示していくということである。こ

れによって、かかわろうとする、ないしはかかわりを要請された主体も、客体に対し自ら

がどのように、どの程度かかわっていけるのか、あるいはいくべきなのかということが、



注11）�この点については、筆者にとって「残された課題」として今後、同研究課題の推進に精力的に取り組んでいく
つもりである。
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ある程度、理解できるようになる。また、このような外部者に対する説明行為の実践は、

「おわりに」で述べるような予期せぬコモンズ外部からの理不尽なかかわり（圧力）に対

し、コモンズの正当性を示していく際の重要な武器にもなるという点できわめて重要な課

題である。

３‒３　外部連携型のコモンズの現代的意義

　本論で見た漁民の森運動のほかに、協業をベースとする資源管理についての事例研究の

蓄積は筆者にはきわめて少ない。ゆえに「野付漁協の取り組みのみ」からというきわめて

狭い視野で推論の域を超えるものではないことを自覚しつつ、その意義と課題を抽出して

おこう（注11）。

　①排除性が低く流動性の高い環境資源の管理における協治の有効性

　漁業者による植樹運動の場合、保全対象の水資源は、万人にアクセスを許す状態にある

ことが多くかつ流動性・連続性を有する。このような特性を持つ資源は、利用者を資源の

管理負担を負う者に限定しておくことがきわめて困難であり、単一の主体が責任を持って

全体の管理にあたることは不可能であるし、効率的でもない。別海町の事例でいえば、協

業的活動を通じ流域環境の荒廃が解決され、その結果、沿岸の環境が改善されたとしても、

その正の変化は沿岸を利用するすべての利用者が享受することになる。このような性質を

強く有する資源の管理には、協業システム構築に要する取引費用を最小におさえる仕組み

が担保されるならば、流域管理のための一主体あたりの費用負担を下げるべく、より多く

の主体のかかわりによる協業は効率的となるといえよう。

　②開かれたイメージが作る連携と協業：ステークホルダーの獲得

　多様な主体の関与にもとづく協働は、その開かれたイメージゆえ、都市住民らに受け入

れられやすい土壌を創出する。飛行機を使っても数時間を要する首都圏に暮らす住民らが

別海町までツアーに来て植樹活動に参画できたのも、開かれたイメージが作り出す市民社

会的ネットワークの産物であると見ることもできる。これは内部結束型、特に、伝統的な

地縁共同体の閉鎖性の高い資源管理制度・形態においてはなかなか獲得しにくい状況であ

ろう。しかし、そのネットワークは決して open�access ではないことにも目を向けて



注12）�ここで示す課題は、内部結束型の伝統的コモンズにも同様に看取されるものもある。しかし、より外部連携を
前提とする場合に顕著となるであろう諸課題を列挙したことを断っておきたい。
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おきたい。彼らはまず地域内（森林組合・商工会・農協）の顔見知りの間柄で信頼できる

関係を構築し、その後に規模を拡大した。首都圏コープとの連携もまた、漁協とコープの

間の長年の付き合いの中で培われた信頼関係に基づく植樹ツアーの実現であった。

３‒４　外部連携型のコモンズの課題

　以上のように、外部連携・協働型のコモンズには可能性や意義が多く存在しているよう

に思われる。と同時に、次のような課題も同時に存在することを指摘しておきたい（注12）。

　①コモンズが外部主体との協業・協働をいかに作り上げるか

　長期的な資源管理を可能とする協働を軸とするコモンズがどのように創造されうるのか

という問題がある。たとえば日本の人工林の場合、いくら環境保全に資する育林施業をす

すめようとしても、財産にかかわることもあり地元主義の強いところほど必要以上の有志

のかかわりを拒む傾向がみられるであろうし、逆に地元民がどれだけ欲しても有志どころ

か行政すら手を差しのべるだけの行財政的余裕のない地域もある。

　②協治が有効に働かないような所与の環境条件をどう考えるか

　協治が進んだとしても、改善されえない環境がすでに構築されてしまっているケースも

ある。たとえば、漁民の森運動の事例に即して言うならば、本流を堰き止めるダムの存在

する河川における河畔林環境の向上を目的とした協業・協働などがその典型である。ダム

上流域の森を整備し、河畔林を豊かにし、豊かに水源を涵養しようとする協業が実現して

も、ダムから河口までの流域改善に資する結果よりは、電力会社の益にとどまるものと

なってしまう。協治を進める際、それぞれの置かれた環境条件の吟味と検討は重要になる。

　③持続性の担保

　コモンズにかかわるコモンズ外部主体は、商業的なかかわりであれ、自発的なボラン

ティア精神に基づくかかわりであれ、かかわりの持続性をどう担保するかが問題になる。

その地に暮らしの本拠を持ち日々の生活との関係を容易に、そして完全に断ち切れない伝

統的コモンズを中核に置くような（換言すれば内部の自治力を引き出すような）外部主体

のかかわりが求められるのではないだろうか。



注13）�最も鮮烈な形でそれが立ち現れたのが明治の官民有区分によってなされた部落有林の収奪による国有林の誕生
である。

注14）�この戦略を筆者は暫定的に抵抗戦略と呼んでいる。私はこの抵抗戦略を「コモンズ（資源・制度）を（1）崩
壊・衰弱させる明確な意図を持つコモンズ外部者、ないしは、（2）結果として「前提条件」を崩すことを導
くコモンズ外部者に対し、さまざまな主体のエンパワーメントを得つつ、コモンズの成員が自らの正当性を明
示することで、それら外部者に抵抗し、コモンズ（資源・制度）を守る戦略」（三俣、齋藤：2010）と暫定
的定義を与えている。
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おわりに

　外部連携を前提とする協治は、地元住民であれ、外部者であれ、かかわりをもつ各主体

は環境資源の持続的利用や管理に向けて、中長期的に協調的・協業的行動をとるという前

提条件が満たされなければならない。しかし、現場では明らかにコモンズの崩壊を一方的

に押し付けるかかわりが存在する。なかには協治にむかう移行過程（試行錯誤）と理解で

きるようなケースもある一方、協治とは無縁なかかわりで、コモンズの崩壊や衰退を意図

するケースも多々見られる。ごく一例を挙げても、電源開発、工場建設、リゾート開発な

どの諸現場があり、その数は枚挙に暇がない。これらの裏では、ローカル・コモンズ（環

境資源）が破壊され、その成員たちの中には、自らの正当性を主張しうる「最後の砦」と

しての入会権を盾に戦うものも多い（中尾 ,�2008など）。そのような外部主体は、私的

な乱開発業者や民と癒着しがちな形での公共事業推進主体だけではない。行政のコモンズ

に対する非合理的な対応や指導と称する高圧的対応によっても生み出されうる（注13）。理

不尽な状況下に陥り、かつ長期にわたって事態の解決に向かないコモンズの場合、協治へ

の移行戦略を見据えながらも、コモンズが自らの共有・共用資源を共同で守るための戦�

略（注14）�を構想していく必要がでてくるだろう。

　環境資源の共同的管理をめぐる議論は、伝統的な内部結束型のコモンズ、協治に基づく

多様な主体による協働によるコモンズ、その両者の意義と限界を踏まえつつ、各地域のエ

コロジー（対象資源の特性や地域環境の諸条件）を考慮に入れた処方箋をケースバイケー

スで、柔軟に描いていくことが重要になるのではないだろうか。
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　本年10月18‒29日に名古屋で開かれた「生物多様性会議」（Convention�on�Biological�
Diversity,�CBD）（COP10）で、生物多様性を維持するため2020年までに達成すべき国際
的取り決めの目標が20項目にわたって示された。たとえば、森林および他の生存する生物種
の消失と劣化を現時点の半分に減らすといったことである。2010年の各国の目標が達成でき
なかったことの主な原因は資金不足である。OECDに所属する33の国のメンバーが、各年度
に気候変動問題については85億米ドルを与えた一方、生物多様性問題については30億ドル
しか出さなかったのである。しかし今回の会議の中で、Global�Environment�Facility（生物多
様性課題に対して資金を提供するための比較的裕福な国々の団体）は、その資金を今までの２倍
にし得るといっているし、日本でも生物多様性に対する信託資金を今回の会議に提案し、CBD
の行政庁幹事は欧州でも同様の援助をするべきだと述べている。この他、別の国から採取した植
物成分を出発物としての医薬品の精製・加工や、その成分の分子構造をヒントにして新薬を開発
したとき、開発企業などが所属する国と植物資源提供国との間で利益配分をどのような基準で行
うかといった問題も、CBD会議の中で論じられている。この関連では、新薬開発のみならず、
植物資源その他の自然産物利用による新たな新規化学物質創成などの先端的研究や技術開発など
も先進諸国では目論まれている。このような開発意欲を抑えないようにすることも大切であろう。
しかし本題の生物多様性の議論が意外な方向に拡大し、拡散してしまうかも知れず、なかなか話
しは単純ではない。それにしても、生物多様性というものが、長い目で見て人類存続にとって必
須の事柄だとの認識を持って、様々な命題が論じられているのだろうか。その辺りのことがあま
り見えてこないのは、少し気にかかる。名古屋でのCOP10において採択された生態系保全の
世界共通目標（愛知ターゲット）には、特に海洋の10％、陸域の17％を効果的に保護し、生
物多様性保全と持続的な利用に役立つ奨励策を国などが取るべきだとも記されている。
� （Kurin）

N.�Gilbert:�Biodiversity�hope�faces�extinction,�Nature,�467,�764�(2010)
D.�Schindel:�Biology�without�borders,�Nature,�467,�779-781�(2010)

生物多様性関連の国際的な取り組み

Random Scope
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連載講座 不老長寿を考える（IX）

戦後の倫理観の変化と長寿社会

　我が国には、かなり古くから儒教的な倫理観があったが、徳川時代以後は「君に忠、親

に孝」という教えが絶対的なものとして日常生活の中に深く織り込まれてきた。著者も

15 歳まではそのような教えの下に祖父母と共に田舎で育てられ、それに対して何の疑念

を持つことも無く、戦時中ではあったが比較的平穏な日々を過していた。ところが、我が

国の敗戦によって太平洋戦争が終ると、「君に忠」は絶対悪のように言われて、あらゆる

教科書の中でそれを意味するような文章は墨で塗りつぶされた。このことに象徴されるよ

うに、戦後の 4 ～ 5 年間は軍国主義の否定と共に我が国の伝統的な倫理観も批判され、

今から考えればやや軽率で強引とも思われるような手法でいわゆる民主主義が我が国へ導

入されていった。戦時中は、「君に忠」と「親に孝」は「忠孝の精神」と呼ばれて同質の

教えであると考えられていたためか、戦後、「君に忠」が否定されるにつれて「親に孝」

も忘れられ、我が国は朝鮮戦争とベトナム戦争による好景気を経て、昭和 50 年頃には

金の力が社会生活に於いて大きく物を言うような経済大国となっていった。

　一方、賀川豊彦著「聖書とは何か」によれば、中近東やヨーロッパなど一神教の世界で

は、その共通の倫理観は古くから旧約聖書に基本があったように思われる。その中のモー

ゼの十誡は、今も一神教の世界では庶民に分かり易い戒律として広く受け継がれている。

モーゼの十誡の第 5 番目に「なんじの父母を敬うべし」という誡があるが、「君に忠」と

いうような意味の誡は全く存在しない。神が全てを支配する一神教の世界では当然のこと

であろう。上述のように、戦後、日本人は「君に忠」を否定すると同時に「親に孝」をも

忘れていったが、日本人の急速な長寿化に伴ってそれが我が国の社会にどのような影響を

与えてきたか、一神教の世界とも比較しながら考えてみたい。

虚弱老人はどう生きればよいのか

　前にも述べたが（本連載 V）、我が国では戦後間もない 1948 年（昭和 23 年）には

山室隆夫＊
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老親と同居している世帯は全世帯の約 50％であった。それが、戦後社会のいわゆる近代

化と共に減少していって、今では老親と同居している世帯は僅かに約 9％となっている。

また、2006 年の厚労省の発表によれば、在宅で家族の死を看取った比率はオランダの

30％、フランスの 25％に比べて我が国では僅かに 13％であったという。現在では

10％以下になっていると考えられる。この様な傾向は戦後に我が国の民法が変わったこ

とや職業形態、住宅事情の変化にも起因するであろうが、上述の「親に孝」という倫理観

が忘れられていったこととも深い関係があるのではないかと私には思われてならない。

　そのような社会環境の中で、日本人の平均寿命は伸び続け、そして、「寝たきり人口」 

も増え続けている（本連載 VI 参照）。「寝たきり」になれば、本人は生き甲斐を感ずるこ

とが少なくなるであろうし、周りの人々に厄介をかけたくないという思いもあるし、医療

や介護に多くの経費がかかることも心苦しいと思うであろう。更に、そのようなことを感

ずることすら出来ない認知症の老人は要介護認定者の約半数にのぼっている。著者が臨床

医として知っている範囲だけでも、家族との軋轢を抱えた一人暮らしの虚弱老人、進行の

遅い末期癌に苦しむ高齢患者、老老介護や認認介護の夫婦、天涯孤独の高齢者などがかな

り目に付く。この人達は生きていることをどのように感じているのか、私はその日常生活

を想像するだけでも苦しくなる。今は亡き私の先輩の詠んだ句に次のようなものがある。

・喜寿の坂越えれば枯野ばかりなり
・長生きもほどほどがよい秋の蝿

　これらの句は、長生きをしても幸せは見つけられないよ、余りの長生きは家族からも社

会からも歓迎されないよ、と教えているように私には思われる。2010 年（平成 22 年）

の初めに政府が日本の百歳以上の人口は 43,000 人を超えたと発表したばかりであるの

に、最近、その内のかなりの数の人が実際には既に死去していたり、行方不明であること

が明らかになってきた。30 年も前に親が死亡しているのに死亡届けを出さず、親の年金

を子が受け取り続けていたなどという例は、「親に孝」を忘れたどころか、亡き親を食い

物にした許し難い犯罪である。今後、80 歳以上の全高齢者の生死や生活状態を実際に調

べれば、どのような現実があるのか想像するだけでも空恐ろしい。そこで、「虚弱老人は

今どう生きればよいのか」という極めて難しい命題にぶつかる。
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老人にとって家庭とは何か

　北海道医療大学の石垣靖子教授によれば、最近、アメリカで緩和ケアを受けている

1,500 人について調査したところ、その内の 90％の人が「家で最後を迎えたい」と答

えたという。自立心の強いアメリカ人ですらそうであるから、日本の老人はそれ以上であ

ろうと思われる。何故、老人は家で最後を迎えたいと希うのであろうか。住み慣れた家と

いう安心感が第１の理由であろうが、自宅にいれば、既に亡くなった父母やかつて生活を

共にした家族との思い出によって孤独感が癒されるのも事実であろう。また、自分の生き

てきた人生を肯定し、終焉が近づくにつれて自分の人生の意義がより強く実感出来るよう

になるのも自宅での最後の生活であろう。しかし、上述のように、現在の日本では老親と

同居している世帯は 9％以下と少なくなっているし、在宅で家族の死を看取る比率も約

10％に過ぎない。この様な現実と老人の希望との間の大きな乖離はどうすれば埋めるこ

とが出来るのであろうか。

　イギリスには「home is where heart is」という言葉があるそうだ。真に heart（心

のぬくもり）の在るところが家庭であると信じることが出来れば、人生の終焉の場は必ず

しも自宅でなくてもよいということになる。ましてや、転勤族や老後にマンションに移り

住んだ人達にとっては、思い出の多く詰まった「自分の家」というような具体的な家屋は

存在しないのかも知れない。従って、終焉の場が病院であっても、特別養護老人ホームで

あっても、家族が真の heart を以って終末期の人に寄り添うなら、「家で最後を迎えた

い」という老人の希望にある程度近づけるのではなかろうか。更に、介護施設の医療関係

者や介護士が真の heart を以って接するなら、家族の無い一人暮らしの末期老人ですら

孤独感に強く苛まれることなく逝くことが出来るのではなかろうか。石垣教授は、

2009 年に「傍らにいるということ」と題した看護師に対する講演で、緩和ケアの本質

はそのような heart を末期老人に提供することであると説いている。

安楽死と尊厳死

　私の友人の一人はそのような heart に包まれて 71 歳で逝った。彼は医者であったが、

末期癌に侵されながらも病院に入らず、最後まで自分の家で過したいと希った。その希い

に応えるために、彼のお嬢さんは半年間も勤めを休んで奥様と共に優しく丁寧に彼の面倒

をみられた。彼は自分でもう耐えられない、自分の生命はここまでと考えたとき、家族全
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員を呼んで別れを告げ、最も信頼する医師のいる病院へ入り、その医師の助けを借りて数

日後にこの世を去った。誠に見事な生きざま、死にざまであったと私は思うが、彼自身や

ご家族、それに彼の死を幇助した医師の苦しい思いは知る由も無い。唯、明確に言えるこ

とは、彼は真の heart に包まれて尊厳なる安楽死を遂げたということである。

　安楽死は積極的安楽死と消極的安楽死とに分けられている。いずれも本人の生前の自発

的意思（living will）を前提としているが、積極的安楽死は死期が迫っていること、耐え

難い肉体的苦痛があること、その苦痛を除去する手段が無いというような状況の下で、医

師が倫理的に妥当であると思われるような方法で自殺を幇助することである。我が国では、

この様な積極的安楽死は法的に認められていないが、1992 年に東海大学付属病院の医

師が塩化カリウムを静注して患者の死を幇助し執行猶予付きの有罪となった例や、

1996 年に京都府京北病院の院長が筋弛緩剤によって末期癌患者の死を幇助し殺人罪に

問われたが不起訴処分に終わった例などがある。諸外国では積極的安楽死を認めている国

が幾つかある。例えば、スイス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、米国のオレゴン

州とワシントン州などである。

　消極的安楽死も、勿論、本人の living will を前提としているが、その定義は難しい。

日本には尊厳死という言葉があるが、私は消極的安楽死と尊厳死とは同義語であると思っ

ている。我が国では、1978 年に日本安楽死協会が発足し、その後 1983 年に日本尊厳

死協会と改称された。日本尊厳死協会は本人の living will を前提に、（1）不治の病で死

期が迫っているときは延命措置を拒否する、（2）麻薬など苦痛を和らげる措置は受ける、

（3）植物状態になったときは一切の生命維持装置は取り止めることによって自然死する

ことを尊厳死と呼んでいる。親日家としてよく知られた元駐日米大使のライシャワーは、

自分の死を予期して家族や知人に別れを告げた後、自分の意思で全ての生命維持装置を医

師に取り外させ、79 歳で尊厳死を遂げた。これは最も典型的な尊厳死の形であろう。

　私の妻は 9 年前に癌によって死亡したが、やや変わった形の尊厳死であった。自署し

た living will は無かったが、私には自分の意思を何度も伝えていた。不成功に終わった

3 回目の手術後は、苦痛を緩和するために麻薬と睡眠剤が投与され殆どいつも眠った状

態で意識は無かった。しかし、点滴によって栄養剤が入れられていたので、外見上は死期

が間近に迫っているようには見受けられなかった。最近では緩和医療が進んでいるので、

癌は治らなくても、苦痛は少なく、栄養剤をうまく補給すればかなり永く生きていること
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が出来る。私は妻の living will をよく承知していたし、臨床医として不治の状態である

こともよく分かっていたので、いつまでこのまま眠らせておくべきか判断に苦しんでいた。

主治医と相談して麻薬と睡眠剤の投与は続けるが点滴の内容を徐々に低カロリーにしてい

く方法を選んだ。「結局、餓死させるのか」と自問し涙が流れたが、妻は極端に痩せるこ

ともなく約 1 週間後に旅立った。妻の living will と家族の気持ちの双方が尊重された尊

厳死であったと、今でも私は思っている。本人の living will があるから、不治であると

分かれば延命措置と緩和措置の両方を兼ねる点滴も直ちに抜いてしまわなければならない

と考えるべきなのか。私の経験では、本人の意識が無くなった場合には、living will を尊

重しつつ、残される家族の思いをも考慮に入れた少し幅のある措置があってもよいのでは

ないかと思う。このように、消極的安楽死（尊厳死）には様々な形が考えられるので、そ

の具体的な定義は難しいのである。

　厚生労働省が行った全国の 5,000 人を対象とした意識調査では、尊厳死の考え方に賛

成した人は 1998 年には 48％であったのに対して 2009 年には 62％に増えていたと

いう。このように、日本社会でも延命治療を中止して自然死を選ぶという考え方が強く

なってきている。しかし、尊厳死の定義は難しく、その方法についても個々人の終末期の

状況によって色々な形が考えられるので、医療サイドから見れば実際の実行はそう簡単な

ことではない。さて、「虚弱老人はどう生きればよいのか」という最初の設問に対する明

確な答えは出てこないが、「親に孝」を忘れた我が国の社会に「己の祖先や父母を敬う」

という基本的な倫理観をしっかりと植えつけるような家庭、学校、マスコミ教育が先ず必

要であろう。その倫理観に立って、家族、医師、看護師、介護士らが上述のような heart

を以って虚弱老人に接することが望まれる。そして、国は老人の living will が尊重され

るような安楽死の法的な基盤をしっかりと整える必要がある。更に、将来、我が国に於い

て積極的安楽死が法的に容認されるためには、安楽死を助ける医師の精神的負担を軽くす

るような方法論の研究も必要であろう。現在では、日本医師会だけでなく、世界医師会も

積極的安楽死に対しては強い反対の立場を取っている。積極的安楽死は著者も含めて多く

の人々が望むところではあるが、一般化するには宗教的、法的、医学的に色々な問題を乗

り越えなければならないのが我が国の現状である。
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感染症あれこれ（Ⅲ）感染症あれこれ（Ⅳ）
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からだを守る微生物－プロバイオティクス
今西二郎＊

腸内細菌とは

　私たちの体の表面には、無数の微生物がはびこっている。皮膚表面には、表皮ブドウ球

菌が、喉には、レンサ球菌がいたりする。原則としては、本当の体の中は、ほぼ無菌状態

で、もしいれば、病気（感染症）ということになる。本当の体の中とわざわざ言ったの

は、実は口からのど、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門にいたるまでの空間は、発

生学的には、体表と同じと考えられ、真の体内ではないとされているからである。

　そのようなこともあって、口から肛門にいたるまでの空間にはいろいろな微生物が、住

み込んでいる。胃では、胃液のために酸性が強く、ほとんど微生物はいないが、大腸で

は、反対に非常に多くの微生物、なかでも細菌がいる。すなわち、腸内細菌である。さま

ざまの腸内細菌の集まりを腸内細菌叢（腸内フローラ）という。腸内細菌叢を構成してい

る細菌の種類と数は、夥しく、一個体あたり、100 種類以上で、100 兆個以上いると

いわれている。そして、糞便中の約半分は、腸内細菌とその死骸であると考えられる。こ

のようなことから腸管が機能を営んでいく上で、腸内細菌は、無視できない存在になって

いる。

　腸内細菌は 100 種類以上存在しているのであるが、それらはそれぞれバランスよく、

保たれているのである。腸内細菌のほとんどは、病原性を持っていなく、むしろ積極的

にヒトに貢献している細菌もあるくらいである。たとえば、ヒトにはビタミン K を作る

能力は少なく、ほとんどを腸内細菌が作るビタミン K でまかなっている。したがって、

生れたばかりの赤ちゃんでは腸内細菌が少なく、ビタミン K 不足となりがちである。ビ

タミン K は、血液の凝固に関係しているので、これが不足すると出血を起こしやすくな

る。また、ある種の腸内細菌は、食物繊維を分解して、短鎖脂肪酸を作る。この物質は、

ヒトのエネルギー供給源になる。以上は、ほんの一例であるが、このように腸内細菌は、

ヒトの生存に大きく貢献しているのである。

感染症あれこれ（Ⅲ）感染症あれこれ（Ⅳ）
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腸内細菌叢と健康

　腸内細菌叢のバランスが、うまく保たれていると、ヒトは健康を維持することができ

る。しかし、たとえば何かの感染症に罹って、抗生物質（抗菌薬）を服用しなければなら

なくなったとき、この抗生物質に感受性のある、すなわちこの抗生物質によって死滅させ

られる腸内細菌は、どんどん減ってしまう。すると、抗生物質に耐性の、すなわちこの抗

生物質で死滅しない腸内細菌は逆にどんどん増えてしまう。このように抗生物質の投与な

どで、腸内細菌叢の菌の分布状態が変わることを菌交代現象という。菌交代現象が起こっ

た結果、増えた菌が、弱いながらも病原性があれば、病気を引き起こす。これが、菌交代

症である。このように腸内細菌叢のバランスを保つことは、健康を維持する上で、大変重

要なことである。

プロバイオティクス

　腸内細菌叢のバランスを保つために、積極的に関与している腸内細菌がいる。これは、

一般にプロバイオティクスといわれている。プロバイオティクス（probiotics）は、さき

ほどのべた抗生物質（antibiotics）に対比される言葉で、生物間の共生関係（probiosis）

を意味する生態学的用語から作られた言葉である。すなわち、プロバイオティクスと

は、「腸内細菌叢のバランスを改善することにより、ヒトに有益な作用をもたらす生きた

微生物」と定義されている。ここでいう生きた微生物とは、乳酸桿菌（Lactobacillus 

casei、L. acidophilus など）、ビフィズス菌（Bifidobacterium bifidum、B. lactis な

ど）、Propionibacterium freudenreichii、Pediococcus acidilactici などを指す。プロ

バイオティクスを摂取することにより、腸内細菌叢のバランスを整え、ヒトの健康を維持

することができる。

プロバイオティクスの効果

　プロバイオティクスの摂取による具体的な効果としては、以下のようなものがあげられ

る。

　１．下痢症の改善

　２．乳糖不耐症軽減

　３．乳児食事性アレルギー症の軽減



表１　特定健康食品として認可されているプロバイオティクス

ラクトバチルス GG 株
ビフィドバクテリウム・ロンガム BB536
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 2038 株
Streptococcus salivarius subsp.thermophilus 1131 株
ヤクルト菌（L. カゼイ・シロタ株）
B. ブレーベ・ヤクルト株
Bifidobacterium lactis FK120
Bifidobacterium lactis LKM512
L. アシドフィルス CK92 株
L. ヘルベティカス CK60 株
カゼイ菌（NY1301 株）
カゼイ菌 SP 株とビフィズス菌 SP 株
LC1 乳酸菌
ビフィドバクテリウムラクティス BB-12
ビフィズス菌 Bb-12
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　４．アトピーの予防効果

　５．大腸がん低減作用

　６．過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎の症状緩和

　７．食事性コレステロールの低減

　８．乳児および幼時の呼吸器感染症の低減

　９．口腔内感染症の低減

プロバイオティクスと健康食品

　それでは、プロバイオティクスを摂取するにはどのようにすればよいか。実は、プロバ

イオティクスは、健康食品として、多くの商品が売り出されているのである。それらの一

部は、特定健康食品として認可されている。特定健康食品として認可されているプロバイ

オティクスは、表 1 に示すように実に多くの菌がある。具体的にどのような食品か、表

2 で示しておく。これらをみれば、おそらく皆様が日常目にしている，あるいは実際摂

取しているものが、いくつかあるのではないか。

プレバイオティクス

　もうひとつよく似た言葉に、プレバイオティクス（prebiotics）がある。これは、



表2　現在、特定保健用食品として認可されているプロバイオティクスの商品一覧
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プロバイオティクスである腸内細菌を活性化したり、これらの菌によって代謝されること

によって活性物質に変換する食品をいう。これには、食物繊維（オリゴ糖、水溶性、不

溶性）、デンプン、糖アルコールなどがある。最近では、効果を高めるためにプロバイオ

ティクスとプレバイオティクスを二つ混ぜた商品が多く発売されている。プロバイオティ

クス、プレバイオティクスをうまく利用し、腸内に住んでいる腸内細菌を大切にし、バラ

ンスのとれた腸内細菌叢を保ち、健やかな生活を目指してほしい。

　会社やその他の法人・団体等の行っている漁業が持続性維持に沿っているかどうかということ
を認定するための組織がある。MSC（Marine Stewardship Council　海洋管理機構）とよば
れ、1997 年に設立され、ロンドンに本拠を置いている。これは「魚介類漁獲産業が資源持続
可能な方法で実行されているかどうか」を判断して、現在 94 もの水産会社の操業を認定して
いる機関であり、世界で最も確立された機関とされている。急速に成長してきた機関だが、これ
はまた急速にその認定が期待に反しつつあるとも言われている。
　認定を受けている会社が漁獲量を増大させて食糧確保に突き進もうとするあまり、対象魚介類
が減少し、その漁獲量が減少してくるという状況があちこちで見られるようになった。これは
MSC の審査や認定が過度に寛大になってきている所為ではないかというのである。具体例の 1
つとして南大西洋でのオキアミの問題が挙げられている。オキアミは多くの魚類やペンギン、そ
して鯨（中でもヒゲクジラ）の主要な食べ物であるが、それがこのところだんだん減りつつある
との傾向がはっきりしてきたという見方がある。ただ、これについてはこの減少は一時的なもの
だとの見方もあり、MSC はこれに依って、まだオキアミ漁獲の再点検をするのに踏み切ってい
ない。しかし、多くの識者がオキアミや他の幾つかの漁獲が減少しつつあるとの傾向は否めない
と問題視している。オキアミの漁獲が大々的に fishmeal 飼料などに使うためならば乱獲につな
がり、海洋野生生物の安定な生態系を乱していくと思われるからである
　一方、オキアミ減少傾向に関係すると思われる気候変動の話が出てきた。オキアミの幼生は海
氷の底に棲む海藻を摂取しているが、南極周辺で、その海藻群が縮小しているのである。ある推
算によると 1970 年代以降、南半球大洋のオキアミが 80％も減少した。ただし、オキアミが
温暖化に対しどのような具合に反応しているかのきちんとした答えは無い。また、オキアミのこ
れらの状況が一時的なものか、固定的なのかもはっきりしないし、海洋中で研究が進んでいる
200 メートルより下の魚の密度が最も高い深海域ではどれほどの生き物が棲息・生育している
のかも不詳である。南極圏での漁業を実施している国々の研究者達に日本も加わりオキアミ漁船
に同乗して調査すれば、上のような数々の問いに対する答えを見つけるのに力を貸せるのではな
いかと示唆している。これまで我々は漁獲量を増やしすぎてきたのではないだろうか、少なくと
も漁獲を主とする漁業が急速に拡大するのをあまり許し過ぎてはならないとの考えも出されてい
る。以上の幾つかの検討事項は、様々な魚介類を主要な食材として多彩な和食の世界を築いてい
る日本にとって非常に大切な課題を含んでいる。 （Kurin）

Q. Sciermeier: Ecologisits fear Antarctic krill crisis, Nature, 467, 15 (2010)
J. Jacquet, D. Pauly: Seafood stewardship in crisis, Nature, 467, 28-29 (2010)

資源持続性を損なわない大規模漁業

Random Scope



＊公益財団法人体質研究会理事長、京都大学名誉教授（核医学、画像診断学）

要　旨：本誌「環境と健康」の発行所は財団法人体質研究会であり、本研究
会は平成22年9月1日より新しく公益財団法人体質研究会として発足し
ています。本研究会の歴史および現在の活動の概況などを述べます。
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財団法人体質研究会の沿革と新公益法人としての発足
トピックス

鳥塚莞爾＊

　財団法人体質研究会は昭和 16 年 11 月 18 日、京都大学（医学部）辻寛治名誉教授

の寄附行為により文部省所管の財団法人として認可、設立されました。本財団の事業内容

として体質およびこれに関連する遺伝・内分泌・代謝・免疫・加齢ならびに血液・移植・

微生物・悪性新生物に関する研究を行ない、もって学術の発達に寄与し、体質の改善、疾

患の治療・予防・健康の増進に貢献することを目的として諸事業を実施して来ました。本

財団の設立当初は京都大学総長が理事長をつとめられましたが、昭和 32 年頃より京都

大学名誉教授（医学部）が理事長をつとめて参りました。

　先日逝去された菅原努先生（財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団理事

長、京都大学名誉教授）が昭和 59 年 9 月より平成 15 年まで約 20 年間にわたり理事

長をつとめられ、以下に述べます本財団の現在の活動を推進され、本財団の基盤を強固に

して頂きました。そしてまた菅原先生は昭和 62 年 1 月に本誌を「環境と健康－リスク評

価と健康増進の科学－」として発刊されました。私は平成 15 年 6 月より理事長をつとめ

て現在に至っています。

　この度、平成 20 年の本邦における公益法人制度の改革にあたり、平成 21 年初めよ

り、新制度の公益財団法人の認定をうけるべく、諸作業を進めてまいりましたが、平成

22 年 8 月 20 日付で内閣総理大臣の認定書を受理し、同年 9 月 1 日登記により、公益

財団法人体質研究会が発足致しました。本財団の現在の活動は次の通りであります。

（1）�高自然放射線地域住民の疫学調査研究：放射線はどんなに微量でも人体に悪影響を

与えるのでしょうか。放射線の健康への影響については、従来、原爆被爆の例がそ

の基礎にされていましたが、それが一回の急性照射であることから、日常的に放射
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線被曝を受けている人々に関する疫学調査が重視されるようになってきました。本

財団では、中国、インドなどの自然放射線の高い地域に何世代にもわたって住み続

けている人々を対象に疫学調査を行なっています。

（2）�放射線のリスク評価に関する調査：放射線に対して、人々はある時にはそれを受け

入れ、ある時には拒否するということがしばしば見られます。市民は放射線をどの

ように受け止めているのでしょうか。放射線を中心に、原発、先端医療など最新技

術の効用とリスクを分析し、正しくリスクを伝えるための方策を調査・検討してい

ます。

（3）�アイバンク：角膜移植によって光を取り戻せる方々のために、啓発活動を行なうと

ともに、京都大学医学部眼科教室と連携して、眼球（角膜）提供者の受付登録業務

を行なっています。

（4）�いのちの科学の研究・普及：医学の発展は、分子生物学を基礎とする要素還元主義

に基づくものでありましたが、近年、臓器を見て全身を見ない、病気を見て患者を

診ない等の疑問が出されています。平成 10 年に要素還元主義を乗り越えて「いの

ち」をサイエンスするプロジェクトを立ち上げ 5 年が経過した後、それまでの理

学中心のアプローチを反省して、文理の壁を取り払う「文理融合」を掲げた「いの

ちの科学」を進めてきました。男性研究者だけでなく、女性からの視点、また宗教

との関わりなど、より広い視野に立った「共に生きる」を掲げて、「いのちの科学」

プロジェクト研究を進めています。学問と社会との架け橋の強化と分り易さと価値

観の共有を目指しています。

（5）�放射線照射利用の促進：放射線照射は医療、工業、農業などの多くの分野で使用さ

れていますが、その利用の実態は一般にはほとんど知られていません。そこで、一

般市民・消費者へ放射線照射利用の知識や状況を伝え、放射線利用についての理解

を深め、さらに、放射線照射の最新情報の提供を目標に活動しています。

（6）�成果の公開：定期刊行物として季刊誌 “ 環境と健康 ” を財団法人慢性疾患・リハビ

リテイション研究振興財団と共同して発行しています。URL: http://www.

taishitsu.or.jp

　公益財団法人体質研究会の新しい発足にあたり更に大きく発展させたいと考えていま

す。関係各位のご支援の程、宜しくお願い申し上げます。



＊在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）
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　超人的な言語学者であり、琉球語研究の権威でもあられた、東京外語大学名誉教授半田

一郎先生が、本年 8 月 31 日正午過ぎ、御自宅近くの交差点でダンプカーにはねられ亡

くなられたことを知ったのは、当地（パサデイナ）時間 8 月 31 日の朝（日本時間では

既に 9 月 1 日）のことでした。一瞬心臓が凍りつくほどの大きなショックでした。85

歳というお年を考えれば、いつ何があっても不思議ではなかったかもしれません。でも、

常に前向きで active で、茶目っ気があって、万年青年そのものだったあの半田先生が

……凍てつくようなショックが熱い涙に代わるまでには暫く時間がかかりました。

　青天の霹靂とも言えるこの訃報を即刻メールで知らせてくださったのは、日頃親しくし

ていただいている、埼玉在住の分子生物学者、瀬野悍二先生でした。私は「瀬野さん」と

親しくお呼びしておりますが、瀬野さんは本誌にも度々寄稿者として登場しておられ、本

誌の編集委員副代表、山岸秀夫先生とは京大理学部植物学科時代以来の朋友でもいらっ

しゃいます。この瀬野さんがどうして半田先生の訃報を即刻私に？　半田先生と私、私と

瀬野さん、そして瀬野さんと半田先生とを紡ぐその機縁の不思議さを思わずには居られま

せん。

　半田先生と私とを結ぶ機縁の「糸」は、半田先生のたった一人の妹さんと私とが小学校

時代から旧制女学校、更には新制高校時代を通じてのクラスメートであり、しかも大の仲

良しだったということにあります。私たちが通った女学校は長野高女（現在は長野西高）

と言い、1896 年（明治 29 年）の創立になる歴史の古い学校で、その校章が梶の葉を

象ったものだったことから、「梶の葉の名門」として知られておりました。半田先生の妹

さんを、長野高女のクラスメートたちは皆「半ちゃん」という親しみをこめた愛称で呼ん

でおりました。「半ちゃん」に英語学の権威であるお兄様がいらっしゃるということは、

英語に興味のあるクラスメートならば誰もが知っておりました。

秋山麗子＊

随　想

言語学者、半田一郎先生を偲ぶ
－「一会一期；機縁終身 Once for Life」のご縁－
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　長野高女時代の英語の先生は旧東京帝大英文科御出身の桜井先生とおっしゃる一寸怖い

先生で、いつも和服を召され、縁なし眼鏡にチョビ髭の文士然とした風貌、生徒の間では

「サクチン」という渾名で呼ばれておりました。今でも記憶に残っているのは、この桜井

先生の英語の時間での「半ちゃん」の際立った存在です。あるときのこと、「半ちゃん」

は、私などには到底判らないような文法上の難しい質問をされました。桜井先生の反応は、

何と「オイ、半田、そんなツマンネエこと聞くな！」というものだったのです。苦笑いし

ながらのブッキラボウなお答えでしたが、縁なし眼鏡の奥には、出来のよい生徒に対する

「愛いヤツじゃ」のお気持ちが確かに宿っていたように私には思えました。半ちゃんの質

問は恐らく桜井先生も即答しかねるような難しい内容のものだったのでしょう。そんな

「半ちゃん」の背後にあったもの、それは恐らく後日偉大なる言語学者となられたお兄様、

半田一郎先生のご影響だったのではなかったかと思われます。

　英語について言うならば、私ども昭和一桁世代は、最も恵まれなかった世代と言えるの

ではないかと思います。勤労奉仕に続く学徒動員でろくに授業を受けられなかったばかり

ではなく、英語は敵性外国語ということで教科目から殆ど抹殺されかねない有様でした。

日常の用語に英語を使ってはならんとのお上からのお達しで、例えば「ポケット」？　そ

れは「もの入れ」と言え。野球の「アウト」？　それは「ダメ！」、「セーフ」は「ヨ－

シ！」と言い換えるべし。謂わばそんな時代だったのです。だったら、あの「加藤隼戦闘

隊」の軍歌、「♪エンジンの音　轟々と……♪」のエンジンはどうなるの？「内燃機関の

音　轟々と」？　それじゃあ歌にならないじゃあないの？　などと思ったりもしたもので

した。

　敵性ということで槍玉に上がったのは英語ばかりではありません。音楽も同様でした。

例えば、フォスターの歌曲やガーシュインのラプソデイ・イン・ブルーなど、アメリカ製

の音楽はすべて御法度でした。私がフォスターの歌曲に初めて接したのはまだ小学校一年

生だった昭和 13 年のことだったのですが、父が買ってきた 10 インチの SP レコード

数枚から成るそのアルバムには、Old Black Joe だとか Beautiful Dreamer だとか、

Oh! Susanna など、名曲の数々が含まれておりました。言葉は全く理解できなかったも

のの、手巻きの蓄音機から流れてくるその美しいメロデイーと、exotic なバンジョの響

きに載った軽快なリズムは、子供だった私たちにも大いに楽しめるものがあり、「愛国行

進曲」や「愛馬進軍歌」同様、身体をゆすりながらよく聴いたものでした。ところがそれ
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から数年、敗戦色が濃くなるにつれ、これもお上からのお達しで、敵国の音楽など聴いて

は相成らんということになったのです。仕方なし蓄音機の拡声器の部分に厚ぼったい座布

団をあてがって外部に音が洩れないようにし、耳を当ててこっそりと聴いたものでした。

イヤーホーンはおろか、volume の調節装置もない時代でした。

　敗戦と共に、これまで信奉してきた価値観が 180 度ひっくり返り、それに伴う戸惑い

と違和感は避けがたかったものの、女学校での英語の授業が常態に復し、進駐軍の兵隊さ

んたちの威勢のよい生の英語が街のそこここで聞けるようになったたとき、「英語少女」

だった半ちゃんや私は、ああ、これでやっと遠慮なく英語を勉強することができる、アメ

リカ製の音楽も堂々と聴くことができると、素直に嬉しかったものでした。昭和 20 年、

終戦の年の東京外語御卒業でいらっしゃる半田先生は、当然英語が敵性外国語だった時代

に学生時代を過ごされたわけです。その学生生活がどのようなものであったのか、一度お

手紙でお訊ねしたこともあったのですが、とうとうそのお答えを聞くことができないまま、

先生は旅立たれてしまいました。

　お話を現代に戻して、英語を取り巻く昨今の日本はどうでしょう。カタカナ英語が氾濫

し、英語教育を小学校からスタートするというばかりではなく、社内公用語を英語にする

という企業までが現れる有様です。そのような日本の現状を遠く英語圏のアメリカから眺

めておりますと、何も「ポケット」を「もの入れ」と言ってくれとは申しませんが、せめ

て自国の言語というものに対して、もっと愛情と誇りとを持っていただけないものかと、

嘆息せずには居られません。言葉をこよなく愛された半田先生、「言語は生き物、言語の

違いから思想が生まれてくる」とおっしゃった半田先生は、このような日本の現況をどの

ように見ておられたのでしょうか？　お聞きする機会を失ってしまったことが心残りでな

りません。

　半田先生も妹さんの「半ちゃん」も私も同じ長野市の生まれで、出身小学校も同じ山王

小学校でした。山王小学校は大正 12 年の創立だそうですが、私たちが在校しておりま

した昭和 10 年代の学級編成は一学年が 4 クラスで、甲組乙組とか 1 組 2 組などという

ありきたりのクラス名ではなく「忠・勇・温・和」、「公・明・貞・淑」、「仁・義・礼・

智」などという、孔子様の教えそのもののような格式高い漢語のクラス名が用いられてお

りました。「半ちゃん」と私とが属していたのは「和の組」でした。一郎先生が何組だっ

たのか、それもお聞きする機会がありませんでしたが、少年時代の半田先生の思い出とし
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て甚だ朧げながら記憶にあるのは、私が小学校五年生の頃だったでしょうか、山王小学校

に程近い半田さんの御自宅にお伺いした折チラとお見かけした、長野中学の制服制帽姿の

一郎お兄様でした。今になってみますと、半田先生に「お会いした」というより「お見か

けした」と言えるのはそれだけだったということになります。1940 年代前半、大東亜

戦争（太平洋戦争）が始まって間もない頃のことでした。信州っ子でいらっしゃる筈の半

田先生が、何故琉球語、琉球文化に関心をもたれたのか、その接点がいつどこにあったの

かについても、お訊ねしてみたいみたいと思っていながら、遂にその機会はありませんで

した。

　少年時代の半田先生をチラとお見かけして以来、遥か数十年を経た 2007 年 6 月のこ

とです。瀬野さんからメールをいただきました。山種美術館で速水御舟の名作のひとつと

言われる「炎舞」（Dancing in the Flame）をご覧になっての深い感銘の叙述にそえて、

その妖艶とも言える vivid な画面が添付されておりました。PC に映し出されたその画の

迫力に私は思わず息を呑みました。瀬野さんはこの作品をご覧になって「これぞ

Flamboyant!」と思われたそうです。私はこの作品の実物に接したことはなかったので

すが、日本郵便の切手にもなった有名な作品でしたし、絵画雑誌などでも拝見しておりま

したので、その存在はよく存じ上げておりました。でも、炎の周囲を飛びめぐる蛾の翅の

燐粉が PC の画面からこぼれ落ちるかと思われるほどのこの圧倒的な迫力は、切手から

も、画集からも感じられなかったものでした。「これぞ Flamboyant!」という瀬野さん

の実感には深く頷けるものがありました。

　瀬野さんは、その感銘をアメリカ留学時代の旧友たちにも分かち合いたくなったので

しょう、三人の在米科学者たちに「炎舞」の画面を添付してメールされ、「これぞ

Flamboyant!」と僕は思ったのだが、君はどう思う？と訊かれたのです。瀬野さんと私

にとって終生忘れ難い思い出となった「Flamboyant 騒動」？が始まったのはそれから

でした。瀬野さん、三人の在米科学者、それに私をも含めた五人の間で、ああでもない、

こうでもないと Flamboyant/ce の語義をめぐる大論争が展開、収拾がつかなくなって

しまったのです。そこで、ここはひとつ専門家のご意見をお聞きしてみようではないかと

いうことになり、東京外語大の名誉教授でもあり言語学者でいらっしゃる半田一郎先生の

御登場を仰ぐことになったわけです。半田先生の妹さんに宛て、お兄様の一郎先生に論争

の行司役をお願いできないだろうかとのご依頼の手紙を書かせていただいたのは 2007
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年 6 月 25 日のことでした（添付資料 1 参照）。

　瀬野さんに端を発した「Flamboyant/ce 論争」に対する半田先生の名行司ぶりは、約

一カ月後、半田先生から私に宛てられた書簡形式による「言語学特別講義」となって開花

したのでした（添付資料 2 参照）。そして、そのことが半田一郎先生という言語学者の偉

大さを識るきっかけともなったのでした。私というひとりの不出来な生徒に語りかける形

で書かれた半田先生による一対一のこの特別講義は、私の生涯の宝となりました。そここ

こで笑わせながら、難しい学術的内容を手とり足とり、懇切丁寧に解説してくださってお

ります。半田先生は、研究社英和辞典の執筆者のひとりとしてお名前を連ねてもいらっ

しゃいましたので、私は英語学者とばかり思っていたのですが、ご逝去を機に、半田先生

の愛弟子でもあられたという、元外交官、神学者、作家である佐藤優氏が琉球新報（沖縄

の有力紙）に書かれた半田一郎先生への追悼文を読ませていただき、半田先生が英独仏露

ばかりではなく、ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語から古代日本語をも含むあらゆる言

語とその文化とに通暁されており、特に琉球文化と琉球語の権威でいらっしゃることを

知って、その言語学者としての超人的な学識の深さと広さとに改めて驚愕したのでした。

世に「知の巨人」として知られているこの佐藤優氏をも驚嘆させるほどの古今東西文化へ

の半田先生のご学識の深さは、私のための「特別講義」の中でも遺憾なく光彩を放ってい

るように思われます。ご逝去を機に、今では私あての「遺書」ともなったこのお講義を改

めて読み返させていただき、涙ながらにそのことを痛感させられたのでした。

　半田先生の「言語学特別講義」の中に「意味論」（semantics）についての解説があり

ます。意味論は、言語学と哲学乃至心理学との境界領域にあり、文学（文芸学）、社会学

などとも密接な関係にあるというご説明でした。私事ながら、明治の生まれである私の父

は旧東京帝大の社会学の出身だったのですが、大学時代勉強した（或いは勉強させられ

た？）という言語学の話を、一家揃っての夕食の折などによく聞かせてくれたものでした。

まだ女学生だった私には、社会学が何たるかも言語学が何たるかもわからず、まして社会

学と言語学とのつながりがどこにあるのかなど判ろうはずがありません。かと言って父に

根掘り葉掘り尋ねてみるほどの探究心もないままウヤムヤになっていたのでしたが、この

「意味論」についての半田先生のご説明を読ませていただいて、「ああ、こういうことだっ

たのか」と漸く納得が行ったのでした。

　半田先生の「特別講義」の中で、もう一箇所印象に残っておりましたのは、‘ 時空にお



500 環境と健康 23（2010）

ける唯一性 ’ のお話でした。時間・空間において（つまり ‘ 歴史的 ’ に）唯一（the one 

and only）で、その都度一回限り（once for all）のものというのです。禅宗の「一期一

会」という言葉は有名ですが、それを半田先生は once in a life time と言い換えられま

した。そして ‘ 寸機大切 ’ を連想せよとおっしゃるのです。これは更に「「一会一期」－

once for life －つまり「機縁終身」につながるという御説明でした。Once for life －

「機縁終身」。この「言語学特別講義」を通じての半田先生と私とのつながりは正にこれ

だったのではないかと思われます。

　終生「あそびごころ」を失われなかった半田先生は、「静雅堂散人　半田一郎訳」とい

うことで小倉百人一首の現代口語定型訳なども手がけられ、烏帽子直垂姿の平安貴族に

ジーパンと T シャツを着せたような面白おかしい現代語訳を私に送ってくださったりも

したものでした。一例を挙げれば次のようなものです。

逢ってからの　この恋しさにくらべたら、昔や　恋など　知らなかったな
（原歌：あひみての　のちのこころにくらぶれば　昔はものを思はざりけり）

「静雅堂散人」という雅号の謂れ因縁をお手紙でお訊ねしたこともあったのですが、この

お答えも、今ではもうお聞きすることが出来なくなりました。

　半田先生のご逝去後、これも瀬野さんが送ってくださったものなのですが、東京外語大

同窓会サイトに、半田先生についての次のような思い出話が掲載されていたそうです。

「あの Flamboyant/ce 論争の折の “ 行司役 ” を彷彿させる納得の自己紹介ですね」と、

瀬野さんは付記しておられました。

「他の先生がたの授業が団子なら、私の授業はそれをつなげる串です」と半田一郎先生
（昭 20 卒、1947～87 在職）は初回の授業でおっしゃった。授業はいつも小さな紙に
印刷された「アセスメントテスト」が配られることで始まった。内容は、英語や日本語に
まつわるありとあらゆること、あるいはギリシャ神話や聖書の世界について。ギリシャ文
字やヒエログリフを解読させられたこともあった。何が出題されるかは予告されなかった
ので予習することができない。夏休みには聖書（それも欽定訳版と指定された）を全部読
むという宿題が出て、休み明けにテストが行われた。あの授業で気づかされ身につけた
様々な知識は、その後の言語学の勉強の際にも、Time, Newsweek や最近の The Da 
Vinci Code を読むに際しても役に立つ教養だったのだと、今は思う。〔斎藤〕

　ご逝去後半月余りというもの、半田先生への思い止みがたく、この「言語学特別講義」
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の経緯を、お講義の本体を付して山岸先生にお話させていただいたのでした。早速読んで

くださった山岸先生は、半田先生のお講義の中で触れられている「記号論」に眼を留めら

れ、同じ「記号論」として相通ずるものがあるのではないかと、本誌 2006 年春季号に

掲載された Books 談義　川出由己著「生物記号論」の内容紹介記事と、それを巡っての

四人の科学者たちによる白熱的なコメントのコピーを送って下さいました。内容ご紹介も、

コメントも極めて専門的かつ学術的で、私のような学のない素人には到底理解し難いもの

なのですが、それでも、強く心惹かれた箇所がいくつかありました。そのひとつは、山岸

先生の御紹介記事の中にあった次のお言葉でした：

・ （この著書は）記号論に関心を抱いた著者が “ 心の次元 ” まで踏み込んだ本格的な文理融
合の “ 生物学通論 ” である

・“ 死ぬこと ” は “ 生の再生 ” への記号である
・生物進化は記号圏のつむぐ物語である

　半田先生の突然の御逝去による大きなショックから抜けきれないでいる私にとりまして、

「“ 死ぬこと ” は “ 生の再生 ” への記号である」というお言葉は大きな救いでもありました。

これはまた、「人間は生前と死後もふくめた “ にんげん ” 全体の一部」という原始大乗仏

教の考え方（山岸先生による）にも相通ずるものがあり、ここにも救いを感じさせられて

おります。半田先生の「生の再生」への記号がここにあったのだ、と。

 合　掌　

添付資料 1

速水御舟作「炎舞」をめぐる国際談論

  －秋山麗子から半田一郎先生への「行司役」ご依頼状

 （2007 年 6 月 25 日付　半田先生の妹さんへの手紙）

〈前文省略〉

　先日のお手紙の中に、長野高女時代の思い出話を書きましたよね。桜井先生の英語の時

間に、Flamboyant な文体の作家は日本では誰か、というようなことが話題になり、私

が元気よくハイ！と手を挙げて「漱石だと思います！」と言ったら、先生、ニヤニヤしな

がら「ふん、漱石？　あいつは気障だ」と仰った、あのお話です。この思い出話を、もう
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ひとり、英語談義を楽しめるお友達にメールでおしゃべりいたしました。この方は瀬野悍

二さんと言いまして、埼玉県にお住まいの科学者です。私たちと同じ昭和一桁生まれの理

学博士で、セントルイスやエール大学留学のご経験もあり、私とはメールを通じて、英語

談義をはじめ、いろいろな話題を楽しんでおります。この瀬野さんが、最近、たまたま山

種美術館で速水御舟の代表作のひとつといわれる「炎舞」という作品に出会い、「これぞ

Flamboyance!」と思ったのだそうで、私にもその「炎舞」の画像をメールで送って来

てくださいました。私もこの作品を PC 画面で拝見して、全く彼と同感でした。

　ところが、彼のエール大学時代の同僚（Ann M. Körner という女性の理学博士でユダ

ヤ系。オックスフォード大学出身で、彼女の英語は British 系、言語学を志したこともあ

る 方 だ そ う で、 な か な か 言 葉 に は ウ ル サ イ ） に よ り ま す と、flamboyance に は

negative connotation があり、この「炎舞」という作品に flamboyance を当てはめ

ることは適当ではないと言うのです。Ann の言い分はこうです：“Flamboyance” has a 

negative connotation and is associated with a desire to attract attention. 

For example, “She was dressed flamboyantly, with clothes in a mixture of 

clashing colored and a bunch of feathers in her hat.”

　爾来、flamboyance という語句が negative なものであるか、positive なものであ

るかについて、瀬野さんと私との間で、ああでもない、こうでもないの大騒ぎ？になって

しまいました。私とすれば、この語句に negative connotation があるとは、今まで考

えてもみなかったのですが、色々な辞書に出ている文例を見てみますと、negative な側

面もあるような気もするんですよね。もし、negative だとすると、桜井先生のおっ

しゃった「漱石は flamboyant と言うよりは気障だ」というのは、どういうことになる

のかな？と首を傾げてしまいました。科学者らしい persistency から、瀬野さんは、更

に二人のアメリカ人の友人（いずれも科学者）に聞いてみたのだそうです。その答えは次

のようなものでした。

１． セントルイス大学の友人：There are often significant difference between 

British usage and American usage of English. From my own experience －

meaning American usage, the connotation can be either positive or 

negative, depending upon what was said preceding the word, 

“flamboyant” came up. If something positive about the person had 
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preceded, then flamboyant can mean positive, as in extremely elegant or 

ornate. Whereas if something negative about the person preceded, the 

connotation can be negative as in ostentatious, extravagant. I believe 

the etymology of the word is French, “Flamboyer,” flame?

２． ユタ大学の友人：I don’t think that “flamboyant” has a negative meaning. It 

can be negative or positive depending on your taste. Parts of the opera 

Carmen are flamboyant, but that doesn’t mean they are necessarily bad.”

　セントルイスとユタの説には一致するものがあり、このあたりが適切な解釈かな？とい

うことで、一応一件落着にしようかと思うのですが、セントルイスにしろ、ユタにしろ、

瀬野さんにしろ、私にしろ、英語圏に縁が深いとはいうものの英語学については全くのド

シロウトですので、最後のしめくくりとして、もしお兄様の半田一郎先生の「御判定」を

仰げればと存じまして、このお手紙を書かせていただきました。〈後略〉

 旧友の　麗子　より

添付資料 2

Flamboyant/ce に関する言語学者半田一郎先生の考察

 （2007 年 7 月 20 日付け、秋山麗子宛書簡）

〈前文省略〉

　さすがに梶の葉の名門長野高女の秀媛でいらっしゃるだけあって、桜井先生の英語の時

間に Flamboyant な文体の作家は日本では誰かということが話題になり、元気よく挙手

した麗子さんが言下に「漱石だと思います」と仰言ったところ、先生ニヤニヤしながら

「ふん、漱石？　あいつはキザだ」と仰言ったという episode のノッケから、面白くて

おかしくて、打てば響き投げれば場外 home-run を放つといった丁々発止の応酬なんぞ

は、コノゴロの大学生など足元にも及ばない repartee で、おまけに ‘ 禅問答 ’ 的な面白

ささえあります。まじめな話、‘Flamboyant な文体の作家は日本では誰 ’（または誰々）

なんでしょうね。それはまた別の話としておいて、とにかく本題に入らなければなりませ

ん。

　瀬野悍二さんが速水御舟の「炎舞」を観て「これぞ flamboyant」と思われた由、そし

て麗子さんも御同感の由。それに続く、“ ところが ” 以下のところで、flamboyant/ce
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という語の connotation をめぐって、Yale の Ann さんの negative 説と、St. Louis

及び Utah のお二人の科学者の方の positive/negative 両用説とが飛び交って Much 

Ado About A Word と相成るわけで、どうやら土俵上四つに組んでジリジリしておられ

るご様子と伺いました。

　で、お前は？という風向きになってきたようですが、まず、長野時代に麗子さんがこの

語から受けた impact の記憶に敬服します。あとは、（敬称略で）麗子・瀬野・Ann・St. 

Louis・Utah 各力士のメール土俵での熱戦ぶりを砂かぶりで観戦して楽しみたいところ

ですが、日没引き分けでウヤムヤにするのは惜しいので、現時点で行司っぽい評言を求め

られるとすれば、－驚かないでくださいね－私はこの 5 人の心証、すべて、ひとことで

言えば、“ 正しい ” と存じます。St. Louis の「米語と英語で usage に差異があるかも

しれないが」は科学者らしい慎重な provision ですが、この場合は問題はありますまい。

ま た、Utah の “depending on your taste” の 箇 所 は ‘depending on the context, 

situation and /or your taste’ と補足に読み替えさせて頂ければ、一層 better だと存

じます。

　まとめて言えば、「Flamboyant/ce という語は文脈や場面や好み次第で positive/

negative いずれの connotation でも使いうるし、受け止めうる」というのが、応急手

当的な行司の意見です。

　けれども、これは、あくまでも first aid 的な tentative な comment でありまして、

せっかくのこの機会に、私がお伝えしたいと思うことは、行司役を超えたところからの、

私－決してオー（大）ソリテイーではありません。せいぜいコ（小）ソリテイーに過ぎま

せんが、一つの愚見（以下の通り）です。できるだけ分り易く、かつ得心して頂けるよう

に陳述するつもりですが、eye-span を広げ relax して御判読願えれば幸いです。

　Flamboyant という語はさほど everyday word ではないために問題として浮上した

向きもありますね。この特定［specific］に限らず、凡そどんな単語［lexical item］に

もそれが connote「内包」する semantic field「意味領域」があり、その領域のどの部

分 で 話 者［communicator/addresser］ が 伝 え よ う と す る か、 ま た 聴 者

［communicatee/addressee］ が 受 取 ろ う と す る か は、 場［situation］ や 文 脈

［context］をはじめ、両者の人間関係の疎密や知性・感性の差、等々、さまざまな

factors に よ っ て、positive/negative の 評 価 軸 だ け で な く、literal「 字 義 的 」/
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figurative「比喩的」、central「中核的」/peripheral「周縁的」、等々、多様に展開しま

す。

　ある言語［a language: F. langue ラング］の語彙総索引［lexical inventory］たる、

いわゆる辞典［dictionary］は、一般的な diction 乃至は usage のうち特徴的なものを、

つとめて客観的に記述的に［descriptively］‘ 紹介 ’ しているに過ぎず、flamboyant の

項 を、Oxford English Dictionary［OED］ で さ え 僅 か 56 行、Webster’s Third 

New International でも僅か 17 行で済ませている有様で、定義や説明も必ずしも厳密

な規範性をもつものではありません。

　形容詞 ‘cold’ は hot, warm, lukewarm, cool, chilly, frozen など対立しますが、

“0℃±10℃ ” みたいな精度とは無縁です。‘cool’ は “ 冷静な ” にも “ 冷淡 ” にも－

positive/negative いずれにも、さらに場合によっては pos. ＋ neg. 両方を含めてワザ

と曖昧に［ambiguously］さえ－使えるでしょう。「彼はマジメだ」は “ 誠実だ ”

［integrity において positive］の意味にも、（辞書には出ていないかも知れませんが）

“ 融通のきかないやつ ”［latitude において negative］という nuance の euphemism

「婉曲表現」にも使われるでしょう：後者の場合は wink や shrug や低めた声調で伝意を

補強することもできます。さらに、（語源から現代用法に至る）時間軸［diachrony］で

見ますと、‘nice’ という形容詞などは、もともと “silly, ignorant” でしたから、この

“ 負 ” の implication を気にする人は公的な演説などでは使用を控えるかもしれません。

‘happy’ という日常語も、happy, perhaps, mishap にも見られるように、元来は “ 偶

発的 ” というだけの（正でも負でもない neutral な意味ですから、諸行無常の哲理からす

れば、‘pursuit of happiness’「幸福追求」なんていうのは ‘ 僥倖（！）の追求 ’ という、

甚だバクチ的でアブナカッシイことになります。

　郵便切手にもなった速水御舟の代表作とされる「炎舞」の作品現物を私は観覧したこと

がないので、油彩の厚みや照り具合いなどの aura はわかりませんが、瀬野先生はじかに

実物をご覧になって、この作品と題の両方から受けた印象を、いわば、Oh, this is 

flamboyant「 ま た は quotes で 囲 ん だ り italicize し た り、 或 い は literally 

flamboyant」というような表現（或いは独語的呟き）で react なさったのではないで

しょうか。つまり、この語の semantic field の中核［core］的な部分で、つまり原義

に則した “ かなり neutral な ” 意味での、ズバリとした措辞ということです。これに対し
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て、Ann は、この語の意味の peripheral な領域での極性［polarity］に注目し、“ 華

麗・優美（＋）” よりも “ ケバケバしい・どぎつい（－）” 場合に使いたいという個人的意

見を述べておられるだけのことで、必ずしも同じ plane「次元」での discussion には

なっていない憾みがあります。『絵柄だけから敢えて私の怪しげな審美眼で判断しますと、

この絵は華麗でもケバケバしくもなくて、「妖炎」とでも題をつけたくなるような

weirdness が感じられます』。

　コトバとそれが指し示すモノ「コト」（あるいは、このモノ「コト」をコトバで何とい

うか）との関係「乃至は対応」を取り上げるとき connotation『内包：intension

（注：intention ではありません）と共に denotation「外延」：extensional meaning』

を考えておくことも大切です。「私は犬を飼っている。彼も犬を飼っている。」と云う発話

では、‘ 犬 ’ という同じ語が 2 回出て来ますが、“ 私の飼っている犬 ” と “ 彼が飼っている

犬 ” とは “one and the same” イヌではなくて、「犬 1」と「犬 2」を denote してい

ると見るべきでしょう。「犬 1」が Saint Bernard である一方、「犬 2」は Chihuahua

で あ る か も し れ ま せ ん。Greyhound で あ れ、dachshund で あ れ、 私 た ち ‘ 人 間 ’

［homo loquens ＝コトバを使うヒト］は、「犬」という概念で認識して怪しみません。

　“ 瓜二つ ” といいますか peas が何百粒もある場合、実在的には pea1、pea2……pea 

n なのに、pea という概念記号で間に合わせています。Cocacolonization（！）によっ

て世界中どこでも手に入る Coca-Cola も、（中国語の ‘ 可口可楽 ’ などのスバラシイ訛り

にも拘わらず）成分的には同一でしょうが、同質・同量・同形の Coke 瓶が複数、ク

ローン［clone(s)］のように並んでいるとき、厳密には Coke1……Coke n であるのに、

この一つの瓶が時間空間の中で唯一のモノだなどという哲学的認識を、平素は棚に上げて

います。Identical なモノは時空中の中で、‘ 唯一つ ’ しかないのに！　これは、コトバの

短所であると同時に長所（便利さ）でもあるわけですね。単語にいちいち subscript

「下つき数字」をつけていったらきりがありません。

　余談ですが、対象物［referent ＝ thing meant］そのものについても、同じようなこ

とがあります。爛漫たる花を見ても、Gilbert & Sulivan のオペラ The Mikado の中で、

Nanki-Poo は “The flowers that bloom in the spring/ breathe promise of merry 

sunshine” と歓喜し、Ko-ko は “Oh, bother the flowers that bloom in the spring!”

と悲嘆しつつ、同じ tune で歌唱します。A. J. Lerner の My Fair Lady, Scene 8 では、
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Freddy が “I have often walked down this street before:/ But the pavement 

always stayed beneath my feet before/ All at once am I /Several stories high, 

/ Knowing I’m on the street where you live.” と ‘ この街路 ’ の意味の変容を認識し

ます。

　柿本人麻呂が妻を亡くした翌年の「去年［こぞ］見てし秋の月夜は照らせれど相見

し妹［いも］はいや年離［さか］る」（『万葉集』巻 2、#211）では、生前の妻や去

年の月と今宵との隔たりに、作者は涙しています。

　能『鉢木』［はちのき］では、佐野の源左衛門常世が、「されば今降る雪も、もと見

し雪に変はらねども、……あら面白からずの雪の日やな」とかこっています。雪 1、

雪 2、雪 3、雪 n の意味にご留意下さい。

　中村草田男の俳句『来たり見たり　山齢一つ加わりしを』では、千古の（富士）山

が、去年から ‘ 一歳年をとった機微を ’ 発見しています。

　雪・月・花にしても山や街にしても、不変部と可変部との兼ね合いは、“ わが世たれぞ

常ならむ ” の感懐につながりますね。望むらくは、「昨夜の我に飽きたり」［森川許六の言

葉］で、「イヤシク「草冠に句」［まこと］に日に新たに日々に新たに、また日に新たなら

む」［殷の湯王の盤の銘：「イヤシクモ日新、日日新、又日新」］と、より良き方向へ、生

きる意味の充実化に務めたいものですねと、ちょっぴり人生論へ脱線しそうです。

　えいツ、コトバなんて面倒だ、コトバを介せずに、モノ［コト］とモノ［コト］で話

（？）をしようということになると、Swift の Gulliver’s Travels［ガリヴァー旅行記］

第 3 部で、Gulliver が（日本へ立ち寄る少し前に）訪れた Balnibarb 島の Lagado の大

学院［grand academy］で見聞したように、そこの教授たちの協議によって、「コトバ

というやつはモノの名に過ぎないのだから、特定の用件を表現するのに必要なモノの現物

を突き合わせた方が便利だ」という結論になり、「行商人みたいな格好で、用件相応のモ

ノの包みを背負って会話（？）しに出歩かなければならない」という不便を惹き起すこと

になるでしょう。Homo Loquens［ヒト］がコトバを廃めてしまうことへの風刺です。
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　唯一性の話の続きですが、（忠犬）‘ ハチ公 ’ とか ‘Rover’ とか、ペットには固有名がつ

けられてますよね。私が滞在したことのある Pennsylvania の（酪）農家では、20 頭

ほどの乳牛が 1 頭 1 頭、Mary とか Hazel とか Suzy とかレッキとした名前が付いてい

て、ペット待遇だったのを覚えています。こういった固有名（人名や地名）というものは、

コトバの中でも最も「モノそのもの」に近いのではないでしょうか。かけがえのない唯一

性ゆえに。つまり、Mary-cow － bovine-mammal-animal － living thing － being と

いった概念系列の中で、右へ行くほど外延［denotation, extension：概念の範囲］は

広く、内包［connotation, intension：属性［attributes］といってもいいでしょう］

は狭く、左へ行くほど外延は狭くなると共に内包は広く、複雑になります。

　例えば、‘ 山王小学校 ’。私（たち）の意味づけでは、正門入ってすぐ右に枝垂れ桜、

左に奉安殿［評価の如何は別として］、学級編成の中には忠・勇・温・和、などまでもが、

必須の属性となります。‘ 長野高女 ’ も言わずもがな。そして、麗子さんの場合、“ 桜井先

生－ flamboyant（という言語記号）・漱石 ” の絡み合いや、お堂［＝善光寺］の除夜の

鐘の音や、8 月のお盆の樺［かんば］を焚く匂いや、鐘井端「かないばた」お饅頭の

ホッカホッカ感や、秋祭りの神楽囃し、et cetra も隈なく包み込んだ、厖大な質量の

attributes によってその固有名は不滅の意味づけをもつことになるわけでしょう。

　さきに述べた、‘ 時空における唯一性 ’ の付け足しになりますが、「きょう私は……」と

いうような発話においても、厳密にはここに「私 1」と（‘ 一日の長 ’？を内包した）「私

2」の “2 人の私 ” がいるわけです。具体的な個々の言語行為を、スイスのソシュール

［Ferdinand de Saussure］という言語学者は parole［パロール（＝ utterance）］と

名付けました。Parole は唯 1 回しか起きない、いわば ‘ はかない、吹けば飛ぶような ’

事象です。体系としての言語［langue］というお蔵から、きょうはこの corsage（或い

は scarf）を付けてみようかしらといった気分で、ヒョイと選んで使ってみるようなもの

です。その装いは、時間・空間において（つまり ‘ 歴史的 ’ に）唯一［the one and 

only］で、その都度 1 回限り［once for all］のものなわけです。禅宗の「一期一会」

［いちごいちえ］という言葉－私の英訳と言い換えでは、once in a life time)；“ 寸機大

切 ” －を連想していただけますでしょうか？　ついでに付言すれば、私は、これと併せて

「一会一期」－ once for life：“ 機縁終身 ” －のおもしろさも、82 歳の今、味わってい

ます。その都度の parole は langue からのいわば借り物であり、引用［quotation, 
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citation］であり、それが集合をなして usage［慣用］や idiom［慣用句］を形成して

いくとも申せましょう。

　Lord Brougham［Henry Peter Brougham（1778－1868)：ブルーアム卿］と

いう個人が House of commons［英下院］で使った The Schoolmaster is abroad.

［教師は世に遍［あまね］し＝教育が普及している］という発言が、‘ 教師は外遊中 ’［教

育はお留守になっている］の意味で（或いは、両方の意味を兼ね合わせた皮肉な意味で）

引用されるのは、いい例です。また、「このコーヒーは泥［mud］みたいだ」と言った客

に、店主が “It was ground this morning.” と答えれば、joke の傑作になるわけです。

　これらのことは、言語学・コミュニケーション論・哲学・等々、いろいろな面から

approach できるかと思いますが、多岐にわたる「意味」の問題を扱う学問分野に「意

味論」［semantics］があります。意味論は、言語学と哲学乃至心理学との境界領域にあ

り、文学『文芸学』・社会学などとも密接な関係があります。意味論［記号とそれが適用

される対象との関係を扱う］は、記号論［semiotics］という枠の中で、構文論

［syntactics］［記号同士の形式上の関係を扱う］は、語用論［pragmatics］［記号とそ

の使用者・解釈者との関係を扱う］と共に位置付けされているのが通例です。近代では

Ogden & Richards の The Meaning of Meaning（1923）をはじめ、多くの述作が

出ていますが、学究的すぎるものは棚におくとして、一般向きのものとして一つだけ挙げ

るとすれば、ご存知かと思いますが、S. I. Hayakawa: Language in Thought and 

Action（1939 年初版、1964 年第 2 版）日本語訳の題名は『思考と行動における言

語』がありますので、科学者の方々にも参考にしていただけると思います。

　学問くさい迷宮に引きずり込むのは私の望むところではありませんので、そろそろこの

あたりで、一応のお返事の手っ取り早い締めくくりとして、私の考えを代弁してくれると

思われる、とっておきの引用をご紹介しておきましょう。‘ 代弁者 ’ は Lewis Carroll: 

Through the Looking － Glass（1871）「鏡の国のアリス」の第 6 章に出てくる

Humpty Dumpty です。

「私が一つの単語を使う時にはだナ」、いかにもあざ笑うような口調でハンプテイ・

ダンプテイは言いました。「私がその言葉に意味させようとするものを意味する－そ

れ以上でも以下でもなくネ」。
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「問題は」と、アリスは言いました。「単語にそんなにいろんなことを意味させるか

どうかだわ」。

「問題は」とハンプテイ・ダンプテイは言いました。「どちらが主人になるか、って

ことサ－それに尽きる」。

　アリスはすっかりこんがらかって、何も言えなくなりました。少したって、またハ

ンプテイ・ダンプテイが口を開きました。「単語ってやつにや気性があるんじゃ、全

部とは言わんがネ－とりわけ、動詞、こいつがいちばん高慢でナ－形容詞ならばどう

にでもなるが、動詞はドウシようもない。だけどナ、このわしは、ぜ～んぶ使いこな

せるんじゃ」不透視性！わしの言うのはそれなんじゃよ！

　いかがでしょう、麗子さん、Humpty Dumpty は、ご存知の伝承童謡（いわゆる

Mother Goose’s Nursery Rhymes）の中で、

♪ Humpty Dumpty sat on a wall.　　Humpty Dumpty had a great fall.（も

ともと、“egg” を答えさせるためのなぞなぞ［riddle］）　　All the king’s horses, 

And all the king’s men,　　Couldn’t put Humpty together again. ♪

と歌われている、ずんぐりむっくりした character です。塀［wall］から落ちてこわれ

てしまう、卵の擬人化で、“ 壊れてからは元の姿には戻らないもの ” の喩えに使われたり

されるくらいですから、罅（ひび）が入ったり、割れたりする惧れなしとはしませんが、

訳文で underline した箇所は、けだし名論卓説ではないでしょうか。単語「コトバとい

うもの」に自分の思うままの意味を持たせる Humpty Dumpty センセイは、そんじょそ

こらのヘナチョコ学者をヘコませてしまう “ 大－ thority” の風格を備えています。

　なお、Alice’s Adventures in Wonderland［不思議の国のアリス］（1865）や

Through the Looking － Glass「鏡の国のアリス」（1871）の作者（ペンネーム）

Lewis Carroll は本名 Charles Lutwidge Dodgson という数学者でしたから、理数系

の瀬野さんや Ann さんや St. Louis 大・Utah 大の先生のお仲間でもありそうですね。

　知ルハ好ムニ如（シ）カズ、好ムハ楽シムニ如カズという孔子さま『論語』6：18 の

薫陶よろしく、麗子さんの問題提起を受けて、勝手気ままにすっかり楽しませて頂いてし
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ましました。さて、とり急ぎの回答で、快刀乱麻といくどうか。ひとまず、この辺で。

 東京にて　半田一郎

　結論から言うと、「イエス！」である。Nature 最近号の論説によると、そのために「すぐに
でも使える輪作、動植物混合飼育・栽培、土壌改良、さらに莫大で無駄な廃棄物を削減するとい
うような言わばローテクの徹底的駆使・普及」ならびに「一定の投資をして、農業生産ハイテク
を第 2 の緑の革命として実現」との前提が必要であり、たとえば少量の水分補給で（つまり乾
燥地帯で）高収量が得られる作物の開発、あるいは「根部の改良その他技術による土壌からの養
分吸収力高性能化、養分吸収を助けるカビなど微生物の活用、イネ、コムギ、トウモロコシ等に
窒素固定能付与」等々の試みがあると記している。この議論と関連する論文も、地球上空への二
酸化炭素放出削減を目的とした食料用作物のバイオマス作物への転換は誤った方策であること、
食糧増産しつつ温室効果ガス放出制御に貢献する方策は、様々な技術を駆使した「集約農業」な
のだということを、詳細なシミュレーションで解析している。
　増大する地球人口を支えるという前提は持ちつつ、幾つかのシナリオが検討されている。第
1 シナリオでは農業収率を 1961 年当時のレベルに固定し（ということは肥料使用量も増やさ
ないということ）、世界の人口増、生活レベル向上などは、そのままにまかせておくとする。耕
地面積は 18 兆ヘクタールをさらに必要とする。温室効果ガス放出は 4 分の 1 程度減少する。
第 2 シナリオでは農業収率も生活レベルも 1961 年レベルに固定する。耕地面積は第 1 シナ
リオの 2 分の 1 程度の増加で済み、温室効果ガス放出の広がりは第 1 シナリオのさらに 2 分
の 1 程度に止まる。第 3 のシナリオは、現在すでに多くの国が目指している食糧増産によって
人口増や生活レベル向上に対応しようとする方向である。耕地面積を増やさず従って森林等の伐
採なども極力しない。収率向上がうまく進めば、温室効果ガス放出削減にも丁度風力発電や太陽
光発電がもたらすような効力を示すのである。農業技術におけるローテク、ハイテクを駆使した
上での集約農業が進展すれば将来どこにも飢えている人がいなくなることを信じたい。
 （Kurin）

Editorial: How to feed a hungry world, Nature, 466, 531-532 (2010)
V. Gewin: An underground revolution, Nature, 466, 552-553 (2010)
J. Tollefson: Intensive farming may ease climate change, Nature, 465, 853 (2010)
M. Wise, et al.: Implications of limiting CO2 concentrations for land use and energy, 
Science, 324, 1183-1186 (2009)

地球上で人類は将来も飢餓に陥らず生き残れるか？

Random Scope
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サロン談義

「サロン談義 7」コメント 6

「生物生産物利用の食糧確保という営為」対
「生物多様性保全」

栗原紀夫＊

　本誌 23 巻 2 号（夏号）サロン談義 7（Ⅰ）における岩槻氏の生物多様性のいろいろ

な角度からの解説や論考、清水氏のコメントの解説的な記述の後、とくに遺伝子多様性に

関してアユを中心に論じられている部分など、いずれも大変に興味深く感銘を受けつつ読

ま せ て 頂 い た。 こ こ で 1962 年 か ら 1 年 間 マ ジ ソ ン 近 辺 だ け と は い え、 米 国

Wisconsin 州で暮らした経験から、その地方の動物たちとの交流、とくに鳥類のことを

いろいろ描いている Aldo Leopold のエッセイ（1949 年出版）1） は私にとって楽しい読

み物である。その冒頭に〈世の中には、野生の事物が無くても暮らしていける者と、暮ら

していけない者とがいる。……暮らしていけない者の喜びとジレンマ……〉という一節が

あるのに気づいたとき、こうした「喜びとジレンマ」を感じる人たちが今徐々に減ってき

ているのではないかと感じたことも頭に浮かぶ。

　そもそも私は生物多様性についてはその理解が全く素人の域を出ていない。上に引用し

た論述やエッセイを読み、「生物多様性」保全という課題は大事なことなのだろうと感じ

ながらも、この課題と反するような、しかし人間にとって必須の一つの活動がごく自然に

頭に浮かぶ。大学での研究生活の中で、幾種類かの生物における農薬の動態を研究してい

た時期があったので、農業という営みに関心があったことは当然である。生物生産物に依

存した食糧生産という人類の営みは、狩猟や植物採取から始まり、原始的栽培や畜産ある

いは略奪的漁獲も含めた水産業へと進み、今日では大規模な大量栽培を伴う集約農業や、

効率的な畜産業さらにはきわめてシステム化された育種、飼育法を組み込んだ近代的な水

産業にまで到達してきたと理解できる。世界人口の持続的増大傾向は少々ゆらぐ事があっ

ても、大筋としては変わらないであろう。増大し続ける人口を、十分な量の安全な食糧で



513

支えていくことは、世界中の人々が文句なく認める必須の課題だといえる。

　必然的に生物生産物を利用する行為に基づく食糧増産は取りも直さず人間以外の生き物

を人間にとって都合のよいように、丸ごとないしどこかの部分をその生物に断りも無しに

食材として利用することと同義の活動とも言えよう。たとえば栽培植物を中心とする農業

についてみると、どうやら唯一の取るべき道は、集約農業という事らしい。言うまでもな

く無駄な食品廃棄物を出さないとか、標的作物以外の支援生物を導入して効率よく生産す

るとか輪作などの慣習的な耕作を徹底的に追求するなどの従来から存在する方法は極力利

用駆使しつつ、さらに収率の飛躍的向上や塩分濃度が高いとか乾燥した環境でも生育し収

穫を上げられる品種を創成するなどのいわば新しい「緑の革命」を目指す事も含む。こう

なると、今更言うまでもなく農業地帯（地域）は必然的に「生物多様性」に適した地帯～

空間という状態から遠ざかることになる。そうは言っても生物生産のために選抜し利用し

ている栽培種が、生物多様性なる状況が背景にあるからこそ取得できたことは間違いない

であろう。つまり生物の多様性に依存しつつも結果的にはその多様性を狭めた形質の品種

（群）を利用して生物による食糧生産を推進しているのだと理解される。他の生物生産産

業（食糧確保のための生物生産）も、様相は上記の例とは異なるものの、大筋では生物多

様性と相反することを意図的に目指す点では変わりないと考えられる。これからの人類生

き残りの方向へさらに前進しようとするなら、こうした食糧生産産業の営みと、生物多様

性維持との命題への望ましいアプローチとはどのように折り合いをつけるべきなのか、十

分な検討が望まれる。

　いろいろなオプションがあり得ると思う。食糧確保を目指すには、たとえば集約農業は

粗放農業よりは耕地面積をあまり増やさなくて済むというねらいも含んでいると言え、そ

の点では農業に利用する耕地を増やさないで済ますことによって、生物多様性保全には好

都合な空間の確保がいくらかでも容易になり、消極的ながら「生物多様性」指向と折り合

いを付けていると言えるかも知れない。また、岩槻氏の論考の中で、和食の素材の多様性

が、「自然と直結し、豊かな生物多様性と共生した生を生きてきた日本人の知恵だった」

という下りは、食糧生産と生物多様性の考え方の調和についての見事な指摘だと言えそう

である。

　本誌 3 号（秋号）のサロン談義 7 コメント 4 で瀬野氏が論じておられるように「生物

多様性」の問題の論議は生物学の論議というより、社会の問題あるいは政治の問題だとい
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えるとの考えにはうなずかざるを得ない。ただ、生物学に特化した論議ではないとしても、

〈食糧生産の場の確保・管理〉と〈生物多様性概念の実社会での推進〉との関わり合いを

どのように考えるか、その主張の生物学的背景はどのようなものか、また和食の素材の例

のように繊細といえる程まで人手の加わった生物世界と、人手がほとんど加わらないまま

で保たれる生物世界、ならびにそれらの間にある人手の加わり方の様々なレベルにある生

物世界の中での「多様性」とはどういうものかということなど、やはり生物学の重要な論

議対象であることは間違いないであろう。社会問題や政治問題の論議の中でも、生物多様

性という概念を常に意識することが必要ということなのであろう。こうした事柄に対し、

生物多様性に関心の深い生物学者各位、ならびに生物多様性関連分野では素人だという方

のお考えもいろいろ聞いてみたいものである。

　すっきりした答えが一つ出てくるといった性質の論議対象ではない。国毎あるいは種々

の違った環境の地域ごとにでも、つまり置かれた自然環境、社会環境にある人々毎にでも

受容可能な答えが出てくるのだろうか。マスメディアなどに良く現れる一層日常的な状況

を頭に浮かべると、食糧生産が基本的に需要に見あっているか、ほとんど全て輸入に頼っ

ているのか、国の経済状況はどうかなどにより、生物多様性概念の受け入れ度合いは左右

されるに違いない。また人々が日常の食生活の中でどれほどの多様な食品を摂取したいと

考えるかなど、言わば文化的問題に至ってはとても答えを一つに絞ることなど出来そうに

ない。和食素材の多彩さ多様な姿といったこともこれと関係するわけで、社会状況などが

違う地域や国の人々にとっては、そんなことは誠に贅沢なことで、思いつきもしないとい

うことになるかも知れない。地球上の様々な地域の状況を見ると、多くの地域では「生物

多様性」保全の課題までの距離が全く予測できないほど遠い。

　「安全で十分な量の食糧」を確保するという基本的な課題だけを考えるとして、その進

展の度合いと、「生物多様性」との間の線引きはどのような考え方をよりどころとするか、

少なくとも、生物多様性は人類あるいは各社会、または個々の人にとってどのような具体

的な利益（利得）があるのかということをしっかり頭に入れた上での線引きが議論される

べきであろう。こうした利益について生物学者は積極的に発言すべきであろう。このとこ

ろ生態系サービスという説明がなされていることは、岩槻氏や清水氏の論考の中で触れら

れており、生態系が提供する物質的サービス、調節的サービス、文化的サービス、ならび

にそれらを支える基盤的サービスなどの具体的な説明は、生物多様性の重要性を一般の人



515

たちに理解しやすくさせる一つの例ではある。こうした説明やメッセージは、理解者を増

やすという点から大切で、そうした発信は今後も大いに期待したい。

　ここまで書いてから気がついたが、筆者の所属する学会の会誌最近号2，3） に、遺伝子組

換え作物の利用・使用における生物多様性確保や影響評価についての解説記事が掲載され

ていた。遺伝子組換え生物の生物多様性影響に関するいわゆる「カルタヘナ議定書」（生

物多様性条約の「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」）についての解説や、実

際の多様性影響評価の進め方などについて纏められている。この要点は、こうした遺伝子

組換え生物が、野生生物に対して及ぼす影響を極力減らし生物多様性確保を図るという点

にある。そこではたとえば、より具体的には組換え作物の栽培の場合に、生物間競合、有

害物質産生、交雑性などを調べて評価し、野生生物多様性確保を図ろうということが目指

されている。まさしく、いわゆる「新しい緑の革命」の 1 つの例となり得る「遺伝子組

換え作物」利用による食糧生産産業の「生物多様性への影響」を国際的に討議し、かなり

包括的な議論が進められているわけで、生物専門家と行政とが協力しつつ、「食糧増産」

と「生物多様性確保」の調和を、図ろうとしている事がよく分かり心強いことである。た

だこれでも対象が野生生物に対する影響に限定されていること、遺伝子組換え体のみを対

象としていること等々、まだまだ議論し検討しなければならない課題があることは明らか

である。ともあれ具体的な国際的レベルでの議論が進んでいることは歓迎すべきであろう。

一消費者としては様々なレベルでの検討状況には今後もしっかり注目すべきだろうと改め

て思った。

 2010 年 9 月 2 日
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「サロン談義 7」コメント 7

生物多様性論議は一過性でなく

岩槻邦男＊

　本誌 23 巻 2 号に問題提起した「生物多様性を語る」について、その後本誌に多くの

方々からコメントをいただいている。さらに本号でもコメントの続編が掲載されるとのこ

とである。純粋に生物学的見解に基づいたものから、生物多様性条約に視座を据えて社会

的課題として取り上げたものまで、さまざまである。生物多様性という課題の広さから見

れば、さらにその一部かもしれないが、これらのコメントを通じてその全貌が何となく浮

かび上がっているようである。

　時あたかも国連の定める国際生物多様性年であり、10 月に名古屋で生物多様性条約第

10 回締約国会議（通称 COP10）が開催される。本誌がお手元に届く頃には、それも終

わっているはずであるが、メディアでも、生物多様性について取り上げることが多く、当

然の成り行きとして、私もいろいろなところで生物多様性について語ったり書いたりする

機会が激増した。それでも、問題提起の冒頭に記した生物多様性という言葉の認知度が抜

群に高くなったという手応えはないし、何よりも、問題とされる生物多様性の全貌を捉え

て、そのうちの何とつきあおうとしているのか分かっていない議論に巻き込まれ、言葉を

失い、呆然とすることさえしばしばである。

　言葉の認知度についてはそんなに心配していない。里山とよばれる景観は上古には既に

つくられていた。しかし、里山という言葉は、探せば江戸時代にもあったようだが、実際

に世間に広く流布するようになったのは 1960 年代以降である。そして、1960 年代と

いえば、いわゆるエネルギー革命が進行し、里山が放棄され荒廃し始めた時である。別の

言い方をすれば、里山の典型的な景観が日本列島から失われ、里山放棄林が列島を覆うよ

うになった時になって、里山という言葉が知られるようになった。言葉が流布するという

のはそんなことなのだろう。人と自然の共生という表現も、日本人の伝統的な生き方を形

容しているが、この言葉が広く使われるようになったのは、90 年大阪花博のサブテーマ

の一つに使われるようになってからであり、それは人と自然が共生するライフスタイルが
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乱れて、日本列島の生物多様性が危機的状況に追い込まれるようになってからのことなの

である。その意味では、生物多様性という言葉が日本人に広く認知されるようになって、

はじめて日本列島の生物多様性が崩壊に直面していることが実感されたのである。日本列

島の生物多様性が崩壊する前の対応を呼びかけたい。

　本誌 25 巻 3 号の特集の主テーマが、「共生」になっている。ところで、「人と自然の

共生」という花博のテーマは、日本人と話し合っている時はお互いに分かり合うのだが、

欧米人にはなかなかわかってもらえない言葉である。英訳がむずかしいだけでなく、ずい

ぶん時間をかけて議論をしても、日本人をある程度理解してくれている人でないと、真の

理解には至らないようである。

　進化という言葉も、生物学の学術用語として使う進化と、それから転用して一般用語と

して広義に使われる進化とはずいぶん意味が異なる。一般用語としては、字義とおり、

「進んで化ける」の意味である。しかし、生物学用語としては、進むという意味の正確な

定義はない。むしろ生物現象の歴史的展開をそのまま指す言葉として使われる。だから退

化とも呼ばれる単純化も進化の一つの様相である。一般用語と学術用語を混同して、「松

井秀喜の進化」などといわれる野球選手の表現を、生物学の学術用語の進化で解釈すると、

「松井秀喜もあちこち故障ができてかつての強打が減りましたね」ということになる。

　共生という言葉の場合も、辞書の定義では、一般用語の共生と生物学用語の共生が書き

分けられている。生物学の学術用語としての共生には、相利共生だけでなく、片利共生、

寄生という現象も含まれる。人と自然の共生を、生物学用語としての共生で理解すれば、

たしかに、「人は自然に完全に寄生していますからね」などということになりかねない。

　共生という言葉を和英辞典で見ると symbiosis という英語が出てくる。これはもとも

と生物学の用語として使われた学術用語で、それに字義通りの共生という和訳があてられ

た。それに対して、一般用語としての共生は日本語として古くから使われている。とりわ

け、「ともいき」と読んで、浄土思想のうちで肝要な言葉である。ついでに思い出してお

こう。浄土思想は仏教の宗派における概念ではあるが、日本固有のもので、同じ仏教でも、

東南アジアや中国の仏教で使われるのとはずいぶん違った概念として普及している。この

共生は living together とか living friendly とも訳されるようであるが、何とも和製英

語のにおいが強く、英語国民に聞いてみてもピンと来る表現ではないらしい。もっとも、

この「ともいき」という読み方、黒川紀章さんが政治につながる用語として使われ、英文
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の書物も刊行されたことから、とりわけ外国では浄土思想とは無関係に理解されることも

あるらしい。もう一つの言葉の混乱である。

　生物学用語としての共生は、2 種間の生き物の関係を問題にする現象であり、単なる

共存とは違った現象を指すと定義される。しかし、最近では、この学術用語は生物学の領

域内でもずいぶん広義に使われている。もともと生物学用語としても、生物が演じる多様

な現象を整理しようとすると、共生と共存を厳密に区別することはむずかしい。2 種間

の関係性にも、第 3 者が何らかのかたちで関与することが多く、人の定義で多様な生物

現象を包括して理解することなどできるはずがない。それに、言葉はそれなりに進化する

ものである。一時代前の定義にいつまでもこだわっている方がおかしいともいえる。しか

し、それにもかかわらず、学術用語が時々の風潮で適当に解釈されるようだと正確な情報

の伝達ができなくなり、意思の疎通に障害が生じる。科学の進歩に応じて解釈に幅が持た

せられるべきであることはいうまでもないが、原義を離れて言葉が独立に変貌するようだ

と困ったことになるだろう。

　人と自然の共生を指導理念の一つとして開催された国際花と緑の博覧会の継承財団が、

花博の理念を展開することを目的に創設したコスモス国際賞を国際的に周知するためには、

この理念の英訳が必要だったが、数人のイギリスの生物学者たちの協力を得、背景や日本

風の理解を説明して時間をかけて案出した英訳が harmonious co-existence between 

nature and mankind である。生物学者に協力してもらったが、生物学者だからこそ、

日本語の広義の共生が生物学用語の symbiosis とは異なった概念であることが理解し合

えた。共生という言葉を正確に英語に置き換えることはむずかしく、調和ある共存という

表現に置き換えざるを得なかった。

　しかし、共生という一般用語としての日本語は、「ともいき」と読んで理解すれば、こ

とさらに人が自然の一要素として生きていることを表現する。欧米では、nature は wild

と同義であり、demon の棲むところとされる。だから、文明の力を用いて開拓し、資源

を有効利用するのは善なる（＝神の意に適う）行為である。森林を伐開して人里をつくれ

ば、八百万の神のための奥山の依り代として杜→森を維持し、やがてそこに屋代→社を設

けて氏神を招聘した日本人の生き方とは根本的に異なっている。そういう自然観をもった

日本人が、鎌倉時代になって日本風の仏教理論を確立し、展開した時、念仏を唱えて極楽

浄土へ濟度されることを期待した浄土思想が普及することになる。日本人だけが理解でき
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る概念であり、厳密な意味での仏教からは大幅な「進化」を遂げている。そこから展開し

た概念を理解せずに、日本から発信される人と自然の共生の思想を論じるのは皮相的であ

る。

　私の母方の祖母は明治初年の生まれである。播州に育ったその人は、数え年 14 歳で

奥丹波に嫁ぎ、私の母も産んだ。私が幼い頃、食事の際にご飯粒を 3 つ 4 つこぼしたら、

ああ勿体ない、南無阿弥陀仏、々々と唱えて、拾い上げることを教えてくれた。これは、

たとえ役に立たぬものであっても、もの＝勿体を重んじ、大切にするこころを育てるもの

だった。農民の米作にかける困難を示すために粒々辛苦などという四字熟語をつくったこ

ころに同調したものではなかったかと思う。私はそういう教えを日常生活の中で身につけ

ながら、週末になると、里山で枯れ枝拾いや扱く葉（松の落ち葉）掻き、木の芽採りや茸

刈りなどをして、生活に貢献する少年時代を過ごした。奥丹波の寒村で、自然の生業の一

要素として日本人の演じる日常生活に参画していたのである。

　そういう日本人のこころが、歴史を通じて日本列島をみどり豊かに維持し、生物多様性

豊かな環境を保ってきた。争いの時にも、日本では森を焼き払って敵を抹殺することはあ

まりなかった。中国では、早い時期に、戦に勝てば社稷を焼き払って占領地の文化を抹殺

したという。何万、何十万の兵を動かし森を焼き払って展開した戦は、ローマの昔から、

南北時代の昔から、洋の東西を問わず展開されてきたが、極東の片隅の日本列島では、中

大型の哺乳動物を 1 種も絶滅に追いやることはしないような自然との共生を生きてきた。

明治維新以後、日本人が西欧化に成功するにつれて、その日本列島が危険な徴候を現すよ

うになってきた。豊かで安全な生活が得られるようになった日本で、しかし人々は決して

幸せな生活を営んでいるとは思っていない。弱者だけが苦しんでいるのではなくて、一握

りの人々を除いて、社会の多くの部分で不満が蓄積している。

　私は生物多様性と生物学の世界でつきあうようになった。幼い頃から、みどり豊かな奥

丹波の山村に暮らしてはいたが、生物多様性をそれほど強く意識はしなかった。もっとも、

植物の多様性に関心をもつようになったのは、自分の生活環境の影響を受け、第二次大戦

の敗戦という歴史的イベントを踏まえてのことだったかもしれない。いうまでもないが、

私と同じ環境に生きた人々は、他の誰も、生物多様性を研究課題に選んで生きるようなこ

とはしなかったのだから、環境だけが人の進路を決めるわけではない。むしろ、そのよう

な方向に歩み始めた方が特殊な例である。しかも、近時話題になる生物多様性は、生物学



520 環境と健康 23（2010）

の課題としてではなくて、人間生活とのかかわりで、特に人の営為を受けて滅失が危惧さ

れる状況においてである。戦後間もなくの頃から、生物多様性に危機が及び始めているこ

とはいろんなところで話題になり、欧米では 60 年代には絶滅危惧種の調査が進められ、

レッドブックが編まれていた。しかし、みどり豊かな日本列島に住むわたしたち日本の生

物学者は、地域のナチュラリストから、地域の生物相に甚だしい変動が見られるという悲

鳴を耳にしながらも、日本列島を通じてのレッドブックの編纂には無関心でいた。

　1980 年代になってやっと編纂された維管束植物のレッドリストは、しかし、日本列

島の生物多様性の病めるすがたを明瞭に描き出した。それは、地球規模で生物多様性条約

がまとめられようとしていた時期と一致していた。この問題への出足が遅れていた日本で

も、種の保存法（1992 年）を手始めに、生物多様性にかかわる法整備も少しずつ進め

られた。そして、そのような対応は、目覚ましい効果はないとはいえ、一定の成果を示し

つつある。たとえば、維管束植物の絶滅危惧種についてのコメントは、岩槻邦男：日本の

消えゆく植物たち、研成社（2007）などを参照してほしい。そこには、意を用いて対

応さえすれば、環境の劣化が進む今でも生物多様性の保全は不可能ではないことを示す現

実がある。依然として日本列島の生き物に加えられている人の営為の影響は甚大であると

はいえ、人がその現実を直視し、己の行動を規制することができるなら、地球を持続的に

利用することも可能であると期待できる。己の行動をどのように育てるかは人の叡智に委

ねられている。

　生物多様性について、科学が解明していることはごく僅かである。地球温暖化の影響で

もっとも恐ろしいことは生物多様性を壊滅させることであると、生物多様性にかかわる研

究者たちは肌で感じてはいるが、それを事実を積み重ねて科学的に論証しようとしたら、

40％程度の確率でしか証明できないのが現実である。生物多様性について、いろんなメ

ディアからの取材を受ける中で、肌で感じる危険の度合いをそれと語りながら、「科学が

実証的にいえることはこれまでです、そこまでは科学の立場から言い切ることはできませ

ん」などというと、「本当に人々に現状を知ってほしいと思うのだったら、その先まで言

い切るべきではないか」と煽るようにいわれることがある。しかし、科学者が科学で実証

できることより向こうのことを、いかにも科学がそういい切るような顔をしていったとし

たら、そのことが及ぼす影響の方が危険である。小さいことに揚げ足を取ってあげつらう

ことに生き甲斐を感じているような人が現在も、うようよしている。
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　ただし、科学は捉えた事実を正確に記述したらそれで役割を果たしたと満足しておれる

ものでもない。生物多様性のように、社会的な事象が問題になるなら、「科学がいえるこ

とはここまでだ」と断定すべきではあるが、さまざまな事象から推測できることが何であ

るかは、それぞれの立場で言い切り、それに基づいた対策を論じなければならない。こと

は地球と人類の明日を左右する問題である。確実に実証されていないのだから、分かるま

で待っておれとも言っておれない。科学は科学の課題を粛々と解明したらいいし、それが

科学者の最低限の役割である。しかし、科学者もより広義には社会に生きる人であり、自

分が得ている知見を基に社会的な問題に参画するのは当然である。科学者が社会に貢献で

きることは、現象を正確に記述しながら、解明された事実を連ねて、その向こうにある真

理を洞察し、問題に対応することだろう。1999 年のブダペスト会議で、科学者自身が、

科学のための科学から社会のための科学へという軸足の展開を確認し合ったのは、そのよ

うな認識をもとにしてではなかったか。

　私は生物多様性を生物学的に解析する研究課題を選び、今もシダ植物のうちでも見栄え

のしない一群の植物を対象とする研究にこだわっている。生物多様性の科学的な解明には、

それを通じてそれなりの貢献ができると思っているからである。しかし、その問題の解析

の過程と意義を社会的な話題にしようとは思わない。よほどの基礎知識がないと、理解を

得られないというより、とんでもない誤解を招くだけだからである。しかし、そのような

研究をしていることが、その特殊な植物群の問題の解析にとどまらず、生物多様性とは何

を課題としており、その課題について科学は何を弁えており、何が今人の社会の課題であ

るかを、生物学者の一人として整理し発言できると思っており、そうしてきた。しかし、

生物多様性の社会的課題を語ろうとすれば、2008 年度に「人と自然の博物館」の連続

セミナーで、1 回 1 時間半の話を 10 回続けても、語り尽くせることではなかった。何

を話したか、その抄録は岩槻邦男：生物多様性のいまを語る、研成社（2009）に示し

た通りである。

　COP10 が日本で開催されるのを機会に、生物多様性に関する情報の提供とそれに基

づく議論が展開された。生物多様性という問題は、実は自分自身の生の問題であるという

ことが、少しずつ理解されるようになってはきたが、たとえば COP10 の場で論じられ

ることは当面の生物多様性の保全や利用法の問題であって、生物多様性の本質について考

えられるところには至らない。当面の国際政治の課題が喫緊の課題であることはいうまで
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もないが、その課題を論じ合うためには、人々の意識の高まりが必要であることもまたも

う一つの現実である。2010 年は国際生物多様性年であり、COP11 が開かれるまでの

2 年間は生物多様性に関する国際的な議論は日本が議長国として責任をもつことになる。

その責任も重いが、さらにそれよりも、これからの 10 年を「国際生物多様性の 10 年」

とする提案に基づいて、長期的に、すべての人々がそれぞれの立場で問題の本質を考え、

行動に参画する期間とすることにもっと注目したい。このサロンの論議も、そのような議

論の一環として展開されることを期待するものである。

 2010 年 10 月 4 日

「サロン談義 7」コメント 8

海洋生物の多様性を明らかにする国際的な試み

白山義久＊

はじめに

　「すべての海洋生物の人口調査をしよう」というとてつもない目標を掲げて 2000 年

から 10 年計画で始まった国際プロジェクトがある。その名を Census of Marine Life

（CoML）という。CoML は、生物多様性条約に呼応して、人類の手がほとんど及んでい

ない海域から膨大な生物種データを収集し、2010 年までに海洋生物の多様性を可能な

限り解明することを目指している。

１．海洋生物の多様性はどこまでわかっているか

　海洋生物の多様性に関する研究の現状は、その生態・経済的価値などによって大きく異

なっている。例えば水中に生息するネクトンとプランクトンは、ネットを用いて採集する

とほぼすべて生物試料からなるサンプルが採集されるのに対し、海底に生息するベントス

では、海底堆積物と生物が混在したサンプルが採集されるので、そこから生物を分別する

作業が必要となる。この作業は時間のかかる単純作業だが、生物に関する専門的知識を必

要とするので、誰にでもできるものではなく、また機械化も困難である。そのため、現在
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の生物多様性に関する科学的情報は、ネクトンとプランクトンの方がベントスよりもはる

かに詳細である。さらに、ネクトンには魚類や頭足類のように経済的価値の高いものが多

い。したがってこれらの分類群については、研究を進める社会的ニーズも高い。また、海

産哺乳類については、ごく自然に多くの人が興味を持つし、経済的価値あるいは自然保護

団体などからの社会的要請もあるので、その分類学的研究はおのずと進みやすい。

　科学的研究が遅れているベントスの中でも、現状はさらに分類群・サイズ・海域によっ

て大きく異なる1）。動物群によって多様性研究あるいは分類学的研究の進展の度合が大き

く異なることは、よく知られている。筆者が専門とする線形動物は、総推定種数が一億と

いう人もいる、とてつもなく多様性の高い動物群であるが、分類学的研究の遅れは悲惨で

ある。現在までに我が国から記録のあるものは 70 種に過ぎない（吉川 1992）。もしほ

とんど研究されたことのない処女地でサンプリングを行い、分類同定しようとすると、既

知種は全体の 1％にも満たないのが普通である。このような分類学的研究の遅れは何も

線形動物に限ったことではなく、扁形動物（ヒラムシの仲間）など従来からあまり分類学

的研究が行われてこなかった分類群では状況は似たり寄ったりである1）。これに対して、

軟体動物（巻貝類や二枚貝類）のように経済的価値がある分類群では比較的研究が進んで

おり、新種の割合は 30％前後と少ない場合もある。しかし極めて多様性の高い珊瑚礁海

域などでは、軟体動物でさえ 8 割近い新種が見いだされたこともある2）。軟体動物がよく

研究されていることは、動物の大きさと無縁ではない。これらのマクロベントス（1mm

以上のサイズ）の動物は肉眼で十分認識できるし、分類形質の大部分は外部形質であって

実体顕微鏡で観察することができる。しかし軟体動物であっても、実はほとんどの種は小

型である。

　それに対して、線形動物などのメイオベントス（1mm 以下のサイズ）の動物は、存在

がようやく肉眼で認識できるに過ぎず、分類同定には光学顕微鏡観察が不可欠で、さらに

細かい器官を見るための解剖や内部形態を観察するためのグリセリンによる透徹などの時

間のかかる作業が欠かせない。このような研究に大きな困難が伴う動物の場合、研究者の

なり手が少ないということにもつながって研究はなかなか進まない。メイオベントスより

さらに小型のナノベントスとよばれる菌類などからなる原生生物の世界に至っては、我が

国にほとんど専門家はいないといっても過言ではない（分類学会連合のホームページを参

照されたい）。
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　さらに海域間の較差も大きい。一つ例を挙げよう。動吻動物（棘皮虫という）というメ

イオベントスサイズの動物は、我が国から 9 種の記録がある。しかしその内の 2 種の記

録は疑問符がついており、7 種が信頼できる記録である。そしてこれら 7 種はすべて筆

者の所属する瀬戸臨海実験所の周辺から記録されたものであり、それ以外の海域からの種

の記録は一か所に過ぎない。ほとんどが研究されたことすらない海域であると言ってよい。

しかもこのうち 3 種は新種として記載されたもので3‒5）、我が国周辺にどれだけの未記載

種が存在するか、想像もできない。

　マクロベントス以上の動物について、相模湾では、昭和天皇が葉山の御用邸をベースに

精力的に生物を採集し、その資料を我が国の専門家が積極的に利用して研究成果を発表し

たので、かなりよくわかっていると言えるだろう。近年はその資料をデータベース化する

動きもある。それに対して、非常に生物多様性の高い沖縄の珊瑚礁海域などは、まだまだ

研究の余地がたくさん残っているのではないかと思う2）。

２．海洋生物のセンサス（CoML）とは

　海洋生物の多様性を明らかにしようという国際プロジェクト CoML は、HMAP

（History of Marine Animal Population）、Field Projects、FMAP（Future of 

Marine Animal Population）という 3 つの研究部分と、研究に必要な技術開発をする

SCORE ワーキンググループ、そして情報分野を担当する OBIS（Ocean Biodiversity 

Information System）という 5 つのコンポーネントから構成されている。HMAP は過

去 500～1000 年の海洋生態系に対する人的影響を理解するために、史実的記録に着目

しているユニークなプログラムである。すでに発表された成果から、漁業活動の生態系へ

のインパクトの強さが改めて明らかになっている。

　海洋生物の今を知るフィールドプロジェクトには、下記の 14 プロジェクトがある。

それぞれについて、簡単にその内容を紹介しよう。

 ArcOD - Arctic Ocean Diversity：北極圏の海洋生物の多様性を明らかにすること

を目指している。北極圏は近年の地球温暖化の影響を強く受けているが、そのおかげで研

究はむしろやりやすくなった。いままでほとんど知られていない北極圏の生物の多様性が

次々と明らかになってきている。

 CAML - Census of Antarctic Marine Life：南極圏は北極圏に比べると従来から研
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究が進んでいるが、やはり研究は容易ではない。しかし、国際南極年に多数の研究航海が

実施され、多数の新しい知見が明らかになってきた。特に、南極周辺には多数の隠蔽種が

生息していることが明らかになってきた。

 CeDAMar - Census of the Diversity of Abyssal Marine Life：大洋底は地球で

最も広い面積を占める。この水深 4,000m を超える海域の生物多様性を明らかにするこ

とを目指したプロジェクトである。CoML の 10 年で、1,000 種以上の新種が記載され

ているが、このプロジェクトで半数以上の新種を記載した。

 CenSeam - Census of Marine Life on Seamounts：海山は地球に 10,000 以上

あるが、その環境は非常に研究が難しい。近年の海洋観測技術の進歩によって、そこに生

息する多様な生物の様子が明らかになってきた。当初は、海山毎に固有種が多数いると考

えられていたが、実際には、固有種の割合は意外に少なかった。

 ChEss - Biogeography of Deep-Water Chemosynthetic Ecosystems：深海

には、光合成ではなく化学合成細菌が生態系の 1 次生産者となっている特異な生態系が

ある。この生態系を支えるのは硫化水素で、これは地底から噴出する熱水などに含まれる。

このような生態系は深海に広く分布しており、それぞれの生態系の間の系統関係をこのプ

ロジェクトでは明らかにしようとした。

 CMarZ - Census of Marine Zooplankton：海洋のすべての動物プランクトンを網

羅するデータベースを作成しようとするプロジェクト。特に分子生物学的な情報を含めた

データベースを完成させ、形態情報を用いずに Barcoding によって同定が可能な基礎を

確立することを目指した。

 COMARGE - Continental Margins：大陸棚から大洋底への急峻な斜面は、地学的

な特徴からユニークな深海底生生物が多数生息している。このような場所は従来非常に研

究が難しかったが、有人あるいは無人の潜水艇を駆使することによって、多数の未知の生

物の生息を明らかにすることができた。

 CReefs - Census of Coral Reefs：珊瑚礁の生物多様性を明らかにすることを目指

した。特に注目すべきなのは、人工的な基質を設置して、多様性の地理的パターンを標準

的な方法を用いて比較しようとしたところである。

 GoMA - Gulf of Maine Program：メイン湾は、アメリカの東海岸で（おそらく世界

でも）もっともよく科学的な情報が集積している。このような場所で、あらゆる生物の時
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空間的な分布を明らかにし、さらに環境要因との関連も解析して、完璧なセンサスを行う

ことを目指した。

 ICoMM - International Census of Marine Microbes：近年の分子生物学の進歩に

よって、メタゲノムという手法により、環境に生息している微生物の遺伝子の多様性を分

析することが可能になった。このプロジェクトでは、わずか 1ml の海水から、10 万を

超える遺伝子多様性の存在が明らかになった。多数の遺伝子は稀なもので、“ 優占する ”

遺伝子はほとんどないことは、驚きの結果だった。

 MAR-ECO - Mid-Atlantic Ridge Ecosystem Project：大西洋の中央海嶺にある

山脈には、地形的な要因で、非常に豊かな深海生態系が広がっているが、研究はほとんど

されていない。この未知の海域の多様性を新たに建造された最新の研究船を用いて、明ら

かにした。特徴的なのは、船上に写真家・画家などを乗船させて、メディアへの成果の公

開に非常に積極的だったことである。

 NaGISA - Natural Geography in Shore Areas：沿岸生物の多様性の地理的パター

ンを地球規模で明らかにしようとするもので、筆者が PI（Public Involvement）を務め

た。西部太平洋地域の生物多様性の緯度的パターンを調べようとした DIWPA（西太平洋

アジア生物多様性研究ネットワーク）の沿岸域部分を地球規模に拡大したものだ。

 POST - Pacific Ocean Shelf Tracking Project：近年の海洋生物の研究でもっと

も技術的な進歩が著しいのが、発信器をつけて移動を追跡するいわゆるタギングという技

術である。このプロジェクトでは受信機を広範囲に展開して、軽量の発信器を動物に装着

し、従来とまったく異なる動物の移動パターンを明らかにした。

 TOPP - Tagging of Pacific Predators：こちらのタギングのプロジェクトでは、大

型の動物に位置だけでなく水深や水温などの環境情報をも計測できる発信器を装着し、太

平洋を 1 年かけて横断するような巨大な移動の様子を明らかにするとともに、その移動

経路と環境要因との関係も明らかにした。

　紙面の都合上ごく簡単にしかそれぞれの成果は紹介できないが、とにかくこれだけ多様

な研究を世界中の 80 カ国以上 2,700 名以上の研究者が団結して実施したことは、特筆

に値する。この膨大なデータを用いて将来の海洋生態系をモデルで予測しようとしている

プロジェクトが FMAP である。故 Ram Mayer を中心にセンセーショナルな論文をいく

つも発表しているので、ご存じの方も多いだろう。今世紀の中ごろには、漁獲の対象にな



527

る魚類はほとんどいなくなるという悲観的な予測を出版したこともある。

　海洋生物地理学情報システム（OBIS）は、CoML で得られる膨大な量のデータを整理

管理するデータベースである。OBIS は、海洋生物および環境データの分散ネットワーク

であり、生物の多様性、分布、個体数の時空間的変動と物理的、化学的パラメータとの組

み合わせを視覚化するために多数のツールを開発している。

　CoML は科学推進委員会によって指揮されているが、プログラムの拡大に伴って、国

または地域単位の推進グループも設けられた。我が国でも国内委員会が今年から本格的に

活動を始めている。CoML の活動が契機となって、さまざまな親和性の高い他のプロ

ジェクトが最近始まっている。たとえば WoRMS は全海洋生物種の登録を受け付ける分

類データベースである。Barcode of Life（BOL）は、全生物のミトコンドリア COI 遺

伝子の塩基配列をデータベース化し、形態情報に依存せずに生物が同定できるシステムを

構築しようとしている。もう少し発展的なものが Encyclopedia of Life プロジェクトで、

こちらは BOL の遺伝子情報に加えて、原記載の文書情報、生態情報、画像情報など統合

的な生物情報をすべて格納したデータベースを作ろうとしている。かつて、日本動物学会

は星元紀会長の主導で類似のプロジェクトを Gaialist21 と呼んで提唱したが、それがま

さに実現されつつあるのである。

３．CoML の成果と生物多様性条約

　この 10 年間のプロジェクトで、海洋の生物の多様性として現状の知見はおよそ 23

万種であることがわかった。しかしこれはもちろん生息するすべての生物の多様性を網羅

したわけではない。海産動物の全種数としては、億の単位という推定から、100 万の桁

という推定まであるが、いずれにしてもまだまだこの 10 年のプロジェクトでは全貌が

明らかになったとはいえない。しかし、海洋生物多様性データベース OBIS は、今後ユ

ネスコのもとにある国際海洋機構が所管することになり、多様性研究の基盤ができたと

いってもよいだろう。

　名古屋で開催される COP10 の決議案を見ると、海域については議論に大きな障害が

あまりない。この海域の特徴も、CoML がグローバルスケールで生物多様性の状況を、

オープンアクセスのデータベースで明らかにしたことがひとつの要因になっていると考え

られる。けれども今後海洋生物の多様性の保全を考えた時、保護区の設定という非常に難
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しい課題が残っている。おそらく会議では最もこの点で議論が白熱するだろう。しかし

CoML の情報をもとに適切な保護区の設定とその管理を行えば、多様性の保全は陸上よ

りもうまく進めることができる可能性がある。

　今回のプロジェクトは、生物多様性の研究を世界 80 カ国を超える研究者が一致協力

して進めることができることを示した。これは海洋生物の研究の特異性かもしれない。海

がつながっていること、明白な国境がないこと、広大ないずれの国にも管轄権のない海域

が広がっていることなどがその背景にあるだろう。このような国際協力があれば、海洋生

物の多様性を保全し、漁業資源に代表される生態系サービスを持続的に利用することが将

来にわたってできる可能性もあるだろう。

 2010 年 10 月 12 日
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問題提起2：地球は怒っている
－温暖化をめぐる動き－

中西　香＊

はじめに

　現代世界は、21 世紀に入り、激しい変貌を遂げています。第一回の政治・経済の話題

に続き、第二回目の今回は、温暖化を切り口にした地球環境の変化を取り上げます。身近

な話題であり、私たちの平穏な生活が将来にわたって果たして維持可能かどうかをめぐる

極めて深刻な問題でもあります。このままでは、人類の拡大型大量消費指向は止め処もな

いため、CO2 は減らず、危機は不可避との懸念をぬぐい去ることは出来ません。

１．9 月になっても熱帯夜は続く

　これを書いている 9 月初旬は、いつもなら、さわやかな秋晴れに恵まれた運動会シー

ズンに入る頃ですが、今年は何かが狂っています。沖縄が 30 度程度だというのに北の

北海道が 35 度前後のうだる暑さになるというのは一体どうしたことでしょうか？　東

京では熱帯夜（最低気温が 25 度以上の日）が 48 日間も続きました。大阪では 9 月 6

日現在猛暑日（日中最高気温が 35 度以上の日）が 28 日も続いています。天気予報で

もなんと 9 月中旬近くまでずっと 30～35 度の暑さが続くということです。この酷暑は

偏西風が例年より北にずれて南の太平洋高気圧が日本に強く張り出したのが原因とのこと

です。113 年間の夏の平均気温統計によると、今年は平年より 1.64 度高く、最高記録。

地球温暖化の影響も否定できないようです。この酷暑によって、稲穂は枯れ、枝豆は実が

ならず、卵は商業出荷できないほど小さく生まれ、一人暮らしの老人を中心にして熱中症

で死亡した人は日本で既に今年 500 人を上回りました。来年は元に戻ることが出来るの

でしょうか？　この激しい暑さの根源には、一体なにがあるのでしょうか？
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２．CO2 による温暖化

　地球全体の温度上昇は IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次報告書によ

ると、西暦 700 年から 1900 年の 1200 年間は 0.1 度前後の極小な変化でした。20

世紀の 100 年間は一転して 0.6 度上昇しました。気象庁発表の 1898 年以来の 100

年間の日本の平均気温上昇は 1.06 度でした。一方、気象庁データによると 1907 年か

ら 2007 年までの 9 月の気温上昇は東京 2.7 度（21.5 度から 24.2 度）、熊谷 2.3 度

（21 度から 23.3 度）、横浜 1.7 度（22 度から 23.7 度）でした。これら都市は日本平

均より高く我々の生活実感にも近いものです。その注釈によると「南から北へと風が流れ

る夏場の関東では最大の熱排出源である東京より北方での気温上昇が大きく現れている」

とのことです。即ち東京の暑さも拡散・広域移動し、熊谷・館林などに飛び火するとのこ

とです。こうして集めた情報を整理すると、この百年間の気温上昇は世界平均に対して、

日本は 2 倍、日本の大都会では 4 倍です。

　日本の気温が高いのは「当然だ」と多くの人は思うはずです。なぜなら、文明の進歩＝

工業化＝大都市化＝ CO2 増加＝温暖化の各因子がチェーンのような相関関係で結ばれて

いる事が今や現代人の常識となっているからです。IPCC は 20 年近くこれらの因果関係

を解明し、アル・ゴアはこの「不都合な真実」を取り上げ、2007 年ノーベル平和賞を

獲得し、その主張は世界にあまねく認められるところと成りました。一方ブッシュは、学

問上の仮説に過ぎないと「温暖化」を否定し、京都議定書をもボイコットしました。にも

かかわらず、今日アメリカを含む全世界 190 カ国の政府首脳や専門家が、毎年のように

気候変動枠組条約締約国会議（COP）に真剣に取り組んでいます。世界はこうして「不

都合」であっても CO2 増加による温暖化の真実を究明し、温暖化の原因である CO2 削

減によって地球と人類の未来を見出そうと歩き出しました。

３．大都市のヒートアイランド化

　一方、上記相関チェーンのうち「大都市」はなお多くの人々の賞賛と憧れの的ですが、

ヒートアイランド化という「不都合な真実」を私たちはもっと究明し効果的な対策を講じ

る必要があります。ヒートアイランド化については、東北大学教授　斉藤武雄の著書

「ヒートアイランド」（講談社、1997 年）が大いに参考になります。以下に一部引用し

ますと、〈東京都千代田区は 120W/m2 のエネルギーを消費している。東京都心の人口
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密度は全国平均の 40 倍、エネルギー消費が 22 倍、車の所有が 46 倍、一人当たり

GNP が 2 倍、商店販売高／人は 3 倍である。人体からの発熱は一人あたり 100W。建

物の高層化で冷暖房や工場廃熱が集中し道路などが人口建造物で覆われ、緑地による水分

蒸発や冷却効果は極端に減っている。おまけに新幹線などによるストロー効果で、人・物

が東京に引き寄せられる。このまま行くと 2030 年には 40 度を超え灼熱化し、人間が

住める環境ではなくなる〉。

　この本の発行以降益々大都会のニューヨーク化（摩天楼化）は激しく、エネルギー消費

と廃熱は巨大化の一途をたどっています。この調子でいくと著者が予測する 2030 年ど

ころか、2010 年代にも 40 度を越える都市が日本中に溢れる事が懸念されます。また

1900 年から 2000 年までの「温度上昇は世界の 0.8 度に対して東京都心は 5.9 度と

7 倍になる」との予測もありました。都心なら「さもあらん」と思います。都心に限ら

ずとも、表面温度が 55 度から 60 度にも達するアスファルトの道路に立つと、まるで

サウナです。皆様も経験があると思いますが、とても 10 分も立って居られないのが実

態です。ヒートアイランド化による気温上昇はどうしても特別とされ実態はつかみにくい

ようです。気象庁の温度観測点は、周囲に遮蔽物が全くない芝生などに設置され、特殊な

条件に左右されてはならないとされており、都会の私たちの苛酷な生活環境を避けて温度

を観測することをも意味します。従って、人々の実感とはかけ離れた統計が出てしまう問

題もあると思います。

　都会ではびっしりとコンクリートやアスファルトで地面は覆われ、土は息が出来ないの

ではないでしょうか？　人間だけでなく生き物全体が息苦しさで窒息しそうです。東京の

良さを否定する訳ではありませんが、「コンクリート・ジャングル」とか「東京砂漠」と

は的確な表現だとも思います。ヒートアイランド化に対する対策としては屋上緑化・ビル

の農采園化・車の乗り入れ制限など工夫は色々あるはずです。しかしいずれも大きな流れ

となっていません。GDP への寄与が小さいのが原因かもしれません。何事もカネの世の

中で、政治がやる気になったら大きな流れも進むだろうと思うと残念です。これとは逆に、

交通の高度化に政府は腐心しています。あくまでも成長・拡大指向に基づいて政治も進め

られるものでしょうか？　私は逆の方向性こそが大切だと思います。
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４．壊されていく自然の循環システム

⑴ 　CO2 と温度との相関関係は氷河試料解析から発見されました：1987 年ソ連は南極

で 16 万年にわたる氷河試料を基に温度と CO2 濃度の歴史を割り出しました。これに

よると 15 万年前は 15 度／280PPM で、それから 2 万年前の 6 度／190PPM に

まで徐々に低下した後上昇に転じ、1987 年現在の気温 15 度／270PPM になって

います。このほか世界では数多く CO2 と気温との強い相関関係をいろいろな方法で科

学者が根気強く調査・立証してきました。前項の IPCC 第 4 次報告もその一つです。

⑵ 　温暖化メカニズムの真髄：太陽エネルギーのうち 19％は大気と雲に吸収され長波長

エネルギーに変容し、大気中の CO2、H2O に吸収され大気温度を上げます。温室効果

ガスのうちフロンは CO2 の 10,000 倍の温室効果を持ちオゾン層破壊の主犯でもあ

ります。CO2 排出量～空気中の CO2 濃度～温度上昇の三者の強い相関関係の詳細も近

年解明されてきています。

⑶ 　自然に拠る CO2 吸収：CO2 は海洋 62 億トンおよび陸上 51 億トンあわせて年間

113 億トンを自然が吸収してくれます。森林破壊や気温上昇による土壌中の微生物の

活発化による CO2 増で土壌の CO2 吸収能力は後退します。海水温の上昇でも同様の

ことが起こります。この場合、温度上昇～ CO2 増のスパイラル化が懸念されます。

⑷ 　限界量を超えた CO2 排出量：人類の工業化が加速した 1960 年台を限界点にして、

この自然による CO2 吸収能力 113 億トン／年を超える排出が進みました。米国エネ

ルギー省二酸化炭素分析情報センター（CDIAC）によると世界の CO2 排出量は

1950 年 55、1960 年 90、1970 年 150、1980 年 192、1990 年 224、

2000 年 241、2006 年 273（億トン／年）です。この排出量増加が 1980 年以

降の加速度的気温上昇に影響を与えていると考えられています。特に巨大な発電・製

鉄・化学・輸送・車・電機など大口排出量削減が重要課題です。

⑸ 　森林の CO2 吸収効果軽視：8000 年前陸地の半分以上が森林（約 70 億ヘクター

ル）でしたが、1995 年では陸地の 1/4（34.5 億ヘクタール）に減少しています。

1980～95 年だけでも日本列島の 5 倍分の森林が喪失しました。人が吐き出す CO2

は 60kg／年で、4m の木の CO2 吸収は 11kg／年です。森の比率が日本は多く、長

期的にも樹木の人類保護効果は大きいだけになぜ日本に大々的な植林戦略がないのか疑

問に思います。
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⑹ 　本当に工業化・CO2 が犯人なのか？：温暖化と CO2 の相関性は認めても、温暖化の

結果 CO2 が増えているだけであって、「CO2 増加そのものは温暖化の原因ではない。

温暖化の真犯人は太陽の黒点の変化あるいは太陽エネルギーの 1000 年周期での活発

化である」などの説があります。こうした説からみると IPCC は工業化を温暖化の犯

人に仕立て上げることによって意図的に産業界への攻撃を強めていることになります。

IPCC も温暖化の複合的要因を認めていますが、やはり人類による温暖化の行為にポイ

ントをおいている事は事実です。こうして、温暖化が人為的にもたらされるのか、自然

要因なのかをめぐっては、今なお論争が続いています。

５．人類の母としての植物の 4 つの役割

⑴ 　酸素の蓄積によって人類の生きる環境を整備：地球は 45 億年前に誕生しましたが、

その当時は水蒸気と炭酸ガスが充満していました。35 億年前より海中生物（緑藻・藍

藻）の発生によって炭酸ガスと水から光合成が始められました。これによって酸素を水

中に取り出すことが可能になりました。20 億年前にはこの酸素が空中に現れ、オゾン

層を形成し、これによって生命が紫外線から守られる環境が準備されました。植物の数

十億年にわたる酸素蓄積の成果が実り大気中の酸素濃度は 6 億年前に 0.2％、4 億年

前に 2％、3 億年前に 21％（現代のレベル）へと増やしてくれました。数億年前やっ

と現在の動物の祖先が陸上で生活を始め発展と進化を遂げることが出来たのも結局元は

といえば植物のお陰といえます。

⑵ 　人類の衣食住源：動物の生存維持に必須な多様な食べ物の供給源としての植物ほど重

要なものは考えられません。人類が食す肉や魚とてその生存は多くを植物に依存してい

るのです。また、木綿や材木は人々の居住に寄与し、樹木は土壌と共に保水効果を発揮

し森と自然を守ります。

⑶ 　化石燃料源：人類は 1850 年から 2150 年のたった 300 年の短い間だけ石炭・石

油・天然ガスという化石燃料を掘り崩しこれを燃やすことによって車や電機などの工業

文明を築き上げることになります。この化石燃料も数億年前の大森林の植物の死骸に他

なりません。現代人のみが植物のこの恩恵に浴し、他の時代の人々には分け与えず独り

占めして食潰すのです。その代償が CO2 という厄介なものでした。

⑷ 　CO2 吸収：人類が排出する CO2 増加を抑制・吸収するのもまた母としての植物の役
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割です。人類は化石燃料を燃やして CO2 をどんどん排出しますが、それをせっせと吸

収してくれるのも光合成を通じた植物の役割です。吸収した CO2 は枯葉が落ちること

によって炭素を地中に閉じ込めるのです。

６．車とエアコンに象徴される拡大型大量消費社会

　さてここで人間社会に戻ります。私たちの日本を見ていきましょう。CO2 濃度と気温

上昇の加速度がついた 1960 年台といえば今から 50 年前、日本では高度経済成長のス

タート時期で、車やエアコンの普及率は 5％にも満たないほどでした。50 年後の

2010 年現在その普及率は 90％に達しています。平均的家庭の一家に一台の車とエア

コン、それが先進国の実情です。このわずか 50 年余りで日本の電力消費は約 30 倍に

も伸びました（1950 年：0.03 兆キロワット、2000 年：0.9 兆キロワット）。家電や

車の普及を見ていくと 1970 年代までには、TV・洗濯機・冷蔵庫、1990 年代までに

はカラー TV・エアコン・電子レンジ・VIDEO が約 10 カ年のリードタイムで次々に普

及していきました。また、車は高価格ゆえに普及に手間取ったものの戦後 60 年余伸張

し、今や車はほぼ人口 1.7 人に 1 台の時代で 21 世紀初頭に天井に達しました。車や家

電によって人々は確かに便利さを享受して豊かになりました。

　この巨大なエネルギーを支えているのが化石燃料です。化石燃料はすべて地中に格納さ

れた生物です。エネルギーを使うごとに石炭・石油・天然ガスが各々 20～30％ずつ燃

され CO2 としてどんどん排出されます。便利で豊かな生活と引き換えに CO2 のパンド

ラの箱は開けられ世界は CO2 で充満した訳です。さて 20 世紀後半のエネルギー消費の

急速な増加は先進国全体の傾向でした。2005 年では日本始め OECD 諸国は世界の

18％の人口で世界の 44％の電力を消費しています。私の概算では 1850～2050 年の

現代人が人類の有史以来のエネルギー消費の 90％を独占することに成りそうです。

　先程の母なる植物は人類に対し次のように言っていると思います。「そんなにどんどん

独り占めして地球中を汚したら、あなたたち自身が生きて行けなくなりますよ。自業自得

ですよ。分かっているのですか？」。確かに現代人は自己の繁栄に向け異常なほど知恵と

力を発揮しますが、その後始末と成るとからっきし無知・無責任で「おろか」としか言い

ようがないのではないでしょうか。先日猛暑に襲われている街角で TV インタビューに答

えたある人が言っていました。「地球は怒っている」。確かにそうかもしれません。宇宙に
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旅立った若田幸一さんも、暗闇の宇宙の中にオレンジ色にくっきり映える欧米や日本列島

を見て感じたかもしれません。「地球は燃えている」。万が一にもそんなことにならなけれ

ば良いのですが……。

７．CO2 が減ることなどありえない !?

　一方、世界を見渡すと世界人口 67 億人のうち 40 億人は、1 日平均 8 ドル以下で生

活しているようです。先進国で 90％普及している車やエアコンも途上国では今なお日本

の 50 年前以前の状態、即ち 5％以下です。これらの人々が生活向上を目指そうとして

CO2 を排出するのを、押さえつける権利は先進国にはありません。COP における最近の

中国など発展途上国の次の三つの言い分を聞いてみると、世界の CO2 排出量が容易に減

らないことに気つくことでしょう。

⑴ 　先進国がやりたい放題をやってきたのが温暖化の原因であることは紛れもない事実だ

から、先進国が大幅削減をすべきである。……先進国は 2009 年 7 月ラクイラ・サ

ミットで、2050 年に 80％大幅削減の決意を宣言したので、先進国排出量は 2000

年実績 103 億トンに対し 2050 年目標 21 億トンとなっています。2007 年のハイ

リゲンダムサミットでは、2000 年実績 241 億トンの半分の全世界目標 120 億トン

が温暖化を何とか食い止められるレベルであるとしています。その実現のためには、途

上国は差し引き 2000 年実績 138 億トンに対し 2050 年目標 99 億トンが必要とな

ります。即ち途上国も 28％削減せよと先進国は要求しているのです。おまけに、途上

国排出量は 2006 年度実績で既に 179 億トンに達していますから、これは実質

45％削減というきつい要求なのです。さらには、仮に先進国が 2050 年排出量をゼ

ロという究極目標に変えても、途上国の約 30％削減は全く厳しいのです。

⑵ 　一人当たり排出量でみれば途上国は先進国の 5～10 分の 1 以下に過ぎない。やっ

とこれら貧しい人々が生活を成り立たせるために CO2 量が増えることは当然の権利と

して認められるべきである。……現実的目標として中国の目標は GDP あたり 40～

45％削減を唱えていますが、これを前提にして今後 GDP 年間 6～8％成長を考慮し

ても CO2 量は 20 年後（2030 年）で現状の倍以上に達します（私の試算）。要する

に中国は「排出絶対量の削減は物理的に不可能だ」といっているのです。

⑶ 　CO2 削減技術の先進国から途上国への移転を大々的に行ってほしい。……確かに耳
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障りは良いのですが一向に進まない恐れが大です。CO2 削減技術は日本企業など先進

国の虎の子の技術知識です。例えば東レの逆浸透膜は、海水から日量 4 万立方メート

ルの飲料水をつくり、沖縄本島の需要の 1 割を賄います。日本が誇る淡水化技術です

が、これを世界中に広げ途上国で苦しんでいる水問題を一挙に解決することがなぜ出来

ないのでしょうか？　多分技術は可能でもそれを負担する途上国の資金がなく先進国も

大きな資金援助を躊躇するからではないでしょうか？　これを安く技術移転すると企業

の競争力の源泉そのものを失う恐れがあります。先進国家が代わって技術の対価を当該

企業に補填するとしても排出権取引額程度の枠内でわずかになる恐れが大です。さらに

環境ビジネスの世界的独占化が進み国家や市民がその餌食になる可能性は現実的に非常

に高いでしょう。特許権・工業所有権の開放・廉価化に対して産業界は総力を挙げて抵

抗することでしょう。これを世界的に抑制できるのは世界の世論やそれを背景にした国

連の結束力にかかります。ここまでの力を持てない限り世界は良くならないのではない

でしょうか？

８．なぜ、世界は逆行していくのか

　さらに、環境のための資金捻出の効果的施策として国際連帯税というのがあります。

1972 年という古い昔、国際金融取引税という形でアメリカのトービン氏が提案しまし

た。ケインズもまた、株取引税 1％を提唱した経緯があります。主目的は世界的な貧困

撲滅のためでしたが、今日これに炭素税 CO2 トン当たり 21 ドルとして 1,250 億ドル

／年課税案があります。これらの合計は 39 兆円／年という試算もあります（2009 年

1 月 13 日エコノミスト誌）。ご参考までに、この額はユネスコ 2006 年予算の 240 倍

に当たります。また一日 1 ドル以下で生活する世界 10 億人の絶対的貧困者に振り当て

ると 107 円＝1.2 ドル／日となります。現代世界はその気になれば、国連の力で数十兆

円の効果的資金捻出も可能な時代に差し掛かってきているということです。しかし強い壁

の故に実現どころか提案さえされていません。

　さらに、現実の世界では長期大不況下で需要不足への対応としてエコ減税と称する車・

エアコンなどへの支援が行われています。経済の維持・回復が至上命題といわれ、省エ

ネ・省資源の代表とはいえ結局はもっと化石燃料を使えというわけです。これでは

2009 年先進国合意の CO2 8 割削減どころか、2009 年 9 月鳩山内閣が目標とした
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2020 年までの 25％削減でさえ達成が危ぶまれます。こうしたところに低炭素社会化

を目指すという現代社会の苦悩はくっきりと現れています。一人ひとりの人間の幸せを追

求すれば社会全体が豊かになるというアダム・スミスが理想とした社会は、現代の大量消

費型拡大社会に受け継がれ、こうしてずたずたに引き裂かれていくのでしょうか？　そう

こうしている内に、1992 年 IPCC 発足以来 18 年たっても世界の CO2 排出量は当時の

220 億トンから 300 億トンにも迫る勢いで加速度的に増えています。唯一例外がある

とすれば、2008 年～2009 年の世界不況による意図せざる減少でしょう。

９．加速化する温暖化

　温暖化ガスを自然に吸収してくれる土壌や海洋の吸収力は気温の上昇に伴って年々落ち

ています。なぜなら、近年、気温の上昇に応じて土壌中の微生物の働きが活発になり、微

生物の呼吸による CO2 排出量が増加する為です。また、海水も気温が上昇すると CO2

の吸収力が落ちます。ことによると温暖化ガスを逆に放出する恐れもあります。これは

IPCC の重要な調査・検討項目です。ある試算によると（2007 年 11 月 25 日付け日

本経済新聞）、2050 年ごろ 100PPM の CO2 濃度増加の恐れがあります。1950 年か

ら 2006 年の 56 年間に 310 から 381PPM と 71PPM の CO2 増加があり、同期間

の気温は 0.5 度以上も上昇しましたがこれを上回る規模の温暖化が進むわけです。

10．温暖化最終警告

　IPCC 報告書では温暖化がこのまま進んでいくと、2100 年は今より最悪 6.4 度の気

温上昇さえ見込まれることを警告しています。英国インデイペンデント紙で紹介されたそ

の警告は次のとおりです（田中優「地球温暖化と自然環境」岩崎書店 2008 年による）。

温暖化最終警告

＋2.4 度：サンゴ礁がほぼ絶滅。アメリカ 5 州で砂漠出現。世界の 1/3 の生物種が絶滅。

＋3.4 度：アマゾン熱帯雨林が砂漠化。北極 300 年間で初めて氷なくなる。

＋4.4 度： シベリア永久凍土が溶解、膨大なメタン・CO2 を放出。バングラデシュ・ナ

イル川デルタ・上海などで 1 億人立ち退きを余儀なくされる。野生動物の半

分が絶滅。オーストラリアの農業崩壊。スペイン南部・イタリア・ギリシャ
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で砂漠化が進み大規模な人の移動が起こる。

＋5.4 度： 南極西部の氷床崩壊。世界の食料供給が困難になる。人類のほとんどが高温

地帯を避けスカンジナビア半島など極地近くへ避難し始める。

＋6.4 度：生物のほとんどが絶滅。

11．21 世紀はどんな世紀か

　18～19 世紀は、厳しい封建支配を断ち切り、産業革命を通じて工業が生まれ、人類

はその恩恵を得て幸福に成れるとの希望を持った世紀です。20 世紀は、工業の発展がや

がて人類の競争と欲望を止め処もなく膨らませ、ついには地球規模の独占や世界戦争とい

う悲劇を引き起こす事を思い知った世紀でした。

　これを受けた 21 世紀は、人類が自らと地球の生存維持を他のいかなる事にも最優先

して考え、自らの欲望と戦い、共生・共存の道を創る世紀ではないでしょうか？　21 世

紀は、このまま行くと、人類の歴史上稀に見る放漫・傲慢な 20 世紀の拡大・成長社会

の負の遺産に悩まされ続けることでしょう。温暖化はじめ地球環境・核・貧困・大不況な

どです。その最優先課題が温暖化に象徴される環境問題にある事を疑う人は今や稀になっ

ています。IPCC の温暖化最終警告は、そうした真面目に生きようとする人類の魂の叫び

だと思います。一方、近頃、快適な現代生活と環境問題の解決が同時に手に入るという技

術万能論が盛んに流布されています。しかし、現実はそんなに容易くはありません。私た

ちは「虫のいい錯覚」と「根拠のない楽観論」に陥ってはいけないと思います。同時に、

「カネと力」に世界が委ねられている現実を放置したままで、地球と人類の生存維持が図

れるという「甘い考え」と「幻想」はきっぱりと見直す必要もあります。

 2010 年 9 月 10 日
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「サロン談義 8」コメント 3

お金のかかる省エネルギー対策は本物か

石田靖彦＊

　前号のサロン談義 8（Ⅰ）の問題提起では、「資本主義経済・政治体制は賞味期限を過

ぎたのか」という問いに対して、最近のアメリカの金融バブル破裂に象徴される世界的な

不況を如何に乗り越えるかの先行きが見えないという結論によって、現代資本主義の行き

詰まりを婉曲的に示唆していますが、本号サロン談義 8（Ⅱ）では、その上に地球温暖

化という一層困難な問題が現代経済に降りかかっていることを述べています。ここでは温

暖化が取り上げられていますが、地球環境問題全般と考えていいでしょう。不況と環境問

題の二つの大問題が同時に解決できるかどうかが、現代の経済社会に突きつけられた試練

ということでしょう。

　温暖化は人為的でないという説もありますが、温暖化だけでなく、エネルギーを使うこ

と自体が自然に人手を加えることですから環境破壊の源になりますし、有限で貴重な化石

燃料資源の問題もありますから、二酸化炭素排出量の大胆な削減は緊急かつ重要です。し

かし、問題はその方策です。一般には環境技術の普及、環境税、排出権取引、途上国への

支援などが主な取組とされ、その主力はエネルギー関連技術の開発と普及ですが、太陽光

や風力による発電、電気自動車、燃料電池自動車など、現在期待されている技術の多くは

従来よりお金がかかることから、その財源確保、普及促進の方法、経済負担の増加を最小

限に抑える方法などの政策が派生しています。高いものが普及すれば GDP が増加するの

で、これからの経済成長は環境ビジネスで、などという掛声も高くなっています。しかし、

複雑で重くて資源を沢山使った耐久消費財がエネルギー消費を削減することを信じるには

慎重にならざるを得ません。それだけでなく、お金をかければ環境が守れるなら、環境は

お金で買えることになります。はたしてそうでしょうか。環境はもともと自然の恵みで、

環境はその代金を請求したりはしません。ではなぜお金がかかるのか、支払われたお金は

どこへ行くのか、これは非常に初歩的な疑問ですが、経済学の教科書にも納得できる説明

は見当りません。
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　環境保護の費用も、環境保護を目的とした財（サービスでも同じ）の提供という、人間

による経済生産の代価として人間が請求するものです。価格は市場で交換する生産物に付

けられるもので、自家消費の生産物なら価格はありません。価格（価値）は何で決まるか

という経済学の古くからの問題はさておき、価格が生産に必要な経費に利潤を加えたもの

であることに異論の余地はありません。必要経費は物質とエネルギーを使う費用および人

件費で、それ以外の価格上乗せ分はすべて利潤と見なすことができます。物質の費用は、

その源を探ってゆけば、直接または間接のエネルギーの費用に帰着します。地下にあるま

まの資源は無料なのに、地上に出すと有料になるのは、採掘にエネルギーを使うからです。

使われた道具類もすべてエネルギーの使用による生産物です。交換の価格にはそのエネル

ギー費の上に人件費と利潤が付加され、それ以降、更に加工度を増すごとに、新たに生じ

たエネルギー費と人件費と利潤が加わってゆくわけです。

　つまり、生産とはエネルギーを使うことで、それでこそ交換の意味があり、生産物に価

格が生ずる原因にもなります。太陽の日差しや空気、あるいは自然の景観のように、エネ

ルギーを一切使わずに手に入るものは生産物と言わず、交換も不要なので無料です。仮に、

食糧や生活必需品が全くエネルギーを使わずに手に入る楽園があったとしたら、価格もお

金もないでしょう。ただ、探すエネルギーは不要でも、希少なため有料で交換される物が

あるかも知れません。しかし、その価格を決める基準はどこにもないし、それを売って得

たお金も、生活に関係ない希少品を買う以外に使い道がありませんから、交換もお金も趣

味の世界に限られ、交換経済の社会とは言えません。そうすると、財の価格が高いのは、

とんでもない利潤率でない限り、生産のエネルギー費用が高い、つまり、生産に使われた

エネルギーが多いからだと考えられます。一般に、重たくて複雑な製品ほど高価なことが、

それを正直に反映しています。したがって、省エネルギーが売り物の技術は、初期費用が

かかっても、生涯経費が安上がりなら本物と信じてよいかも知れませんが、高くつく技術

なら、本当に省エネルギーになるのか、厳しい検討が必要です。

　エネルギーにも各種ありますが、源になるエネルギー費は使用された（物理的な）労働

エネルギーと一次エネルギーの費用です。一次エネルギー源は化石燃料、バイオマス、水

力、太陽輻射、風力等などですが、現在の日本ではバイオマスは産業にほとんど使われて

いませんし、労働エネルギーも化石燃料に比べると僅かです。太陽輻射、風力、水力等は

もともと無料ですから、二次エネルギーである太陽光発電、風力発電、水力発電などの電
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力費は、ほとんどが発電設備の建設等に使われた化石燃料か原子力の費用です。ただし、

原子力の一次エネルギー源はウランと言えるかも知れませんが、ウランは電力にしなけれ

ば使えず、ウランの採掘、核燃料の製造、発電所の建設、運転、廃棄物処理といった作業

をウラン鉱石を燃料として行うのは不可能なので、結局のところ、原子力の一次エネル

ギー費は化石燃料費に帰着します。

　財の価格が高くても、それが物質経費のせいではなく、人件費や利潤が高いためなら、

生産に使われたエネルギーが少ないから、環境負荷は小さいと考えられるかもしれません。

しかし、そこにも大きな落とし穴があります。LCA（生涯環境影響評価）は、ある事業

や製品の生産から使用、廃棄までの全生涯にわたる環境影響を評価するものです。例えば

太陽光発電は化石燃料の消費を減らすと信じられており、最近の詳細な LCA の結果もそ

うなっていますが、それならなぜ従来より生涯経費が高くなるのか、疑問が残ります。直

接間接に限りなく複雑に入り組んだ生産工程のエネルギーを漏れなく把握できているので

しょうか。効果の評価方法が不適切なことはよくあることで、最近も、業界によるエアコ

ンの電力消費の評価法が現実離れしており、省電力効果が過大評価されていると、経産省

が調査を始めたそうです。仮にこれらが正しくても、問題はそれで終りません。A とい

う財の生産に関与した人間の通勤エネルギーは明らかに財 A の生産エネルギーの一部で

すが、LCA では最初から考慮されないのが普通です。通勤エネルギーはそれぞれの財に

固有な量ではないし、把握も不可能ですが、だからと言って使われていないのではなく、

自家用車通勤が少なくない現在では、無視できる量ではないでしょう。また、財 A の生

産に必要な人件費は、よほどの贅沢ができる高給取りを除けば、主として労働者の生活費、

言い換えれば労働力の生産費用に使われるわけですから、それで購入した食糧や生活財の

生産エネルギーは労働力（物理的エネルギー以外の知的要素も含む）の生産エネルギーで

あり、したがって財 A の生産エネルギーですが、やはり LCA では無視されています。こ

れもまた個々の財に固有の値ではなく、把握不可能ではありますが、生産設備の生産エネ

ルギーを間接の生産エネルギーとして考慮するのが普通なら、同様に不可欠な生産要素で

ある労働力の生産エネルギーを最初から考慮の外に置かなければならない特別な理由はど

こにあるのでしょうか。

　LCA の問題は他にもあります。LCA は生産、使用、廃棄という物理的な側面の評価に

限られるのが普通で、その代価が及ぼす環境影響は一切考慮しません。しかし、生産され
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る財の目的が環境保護でも、現在の経済社会における生産は自家消費のためではなく、市

場で交換して利潤や人件費としてお金を得るのが目的です。お金は購買力ですから、生産

とは購買力の生産だと言えます。お金は自由に使えるからお金です。そのお金でガソリン

を買って車を走らせれば大きな環境負荷になります。骨董品なら良いかと言うとそうでも

なく、骨董品を売った人がその代金でガソリンを買えば同じことです。一般的に考えれば、

何かの財を買えば、そのお金の一部は、その財を生産する物質経費になり、残りは人件費

や利潤になります。この残りの人件費や利潤はまた次の財の購入に使われます。こうして、

お金は次々と使われてゆくうちに、人件費や利潤として残る部分は減少し、最終的にはみ

な物質経費すなわち、ほとんどは化石燃料の費用になります。同じ化石燃料でも国によっ

て価格が違うので、財の価格から化石燃料の消費量がすぐ出てくるわけではありませんが、

最終的に大部分が化石燃料、僅かな一部が食糧費になるのは同じです。

　お金は所有者には富のように見えますが、実は仮想の富であって、実体的な富の請求権

です。請求相手は社会、そして結局は地球環境ですから、お金は地球環境にとっては負債

です。それだけではありません。エネルギー費として使われたお金でも、借用証書のよう

に一度役目を果たせば破棄されるのではなく、何回でも繰返して使われ、その度ごとに新

たな資源消費を要求します。お金を使う度に、地球の資源を汲み上げるポンプが回される

のです。

　このように、市場経済の社会では、どんな財でも、その生産、使用、廃棄の物理以外に、

生産や売買の過程で生じた人件費と利潤を介しても環境に負荷をかけます。動かすお金の

大きさも財の属性の一つです。この点を無視した LCA は、生涯環境影響を正しく評価し

ていると言えるでしょうか。そのような LCA に基づいて、高価であることに関係なく環

境負荷を軽減する技術だと安易に判断し、普及促進を図るのは大いに問題です。

　価格の由来とお金の作用を考えれば、環境ビジネスで環境保護と経済成長の両立など荒

唐無稽に思われます。不況と環境問題をいかに同時解決すべきかという最初の問題に戻り

ますと、経済成長を続けながら環境問題を解決することは不可能だということです。不況

の原因も、利子や利潤として勝手にいくらでも造り出すお金が、実体的な富ではなく、地

球環境にとっての負債であることを忘れた、現代経済の仕組みにあります。したがって、

お金がかからず、お金を産まない環境技術や対策なら信頼が置けます。複雑高級な省エネ

ルギー製品より、性能機能を縮小した小型な製品にすれば、技術的にも簡単で効果も確実
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です。なくても済むものは使わなければ更に確実です。永遠の経済成長を求めず、既に肥

大している経済を縮小させ、経済成長がなくても困らない社会を想定して進める環境保護

政策でなければ本物とは思えません。経済成長にとらわれた現在の世界では、化石燃料の

消費削減は、世界的な総量規制をせずには、どのような対策を行っても、結局は消費量を

増やし、環境を一層破壊する方向にしか行かないでしょう。

 2010 年 9 月 30 日

「サロン談義 8」コメント 4

縮小社会への軟着陸

松久　寛＊

　サロン談義 8（Ⅱ）問題提起 2：地球は怒っている－温暖化をめぐる動き－では、地

球温暖化を CO2 で論じ、現在の文明に強い危機感を表明している。最後に「21 世紀は

どんな世紀か」と題して「21 世紀はこのまま行くと、人類の歴史上稀に見る放漫・傲慢

な 20 世紀の拡大・成長社会の負の遺産に悩まされ続けることでしょう。温暖化をはじ

め地球環境・核・貧困・大不況などです」と悲観的に述べている。この文章にあるように、

拡大成長路線を否定的にとらえるか、それとも肯定的にとらえるかで、今および明日の対

応が変わってくる。現在、日本では、サステイナブル、持続という言葉が錦の御旗のよう

に使われている。しかし、ある人は成長の持続、ある人は生活レベルの持続、ある人は環

境の持続というように、人によってその言葉の意味は正反対である。私たちは、それを明

確にするために、2 年前から縮小社会研究会を持ってきた。子孫の生活を持続するため

には、今の大量生産、大量消費を縮小せねばならないという趣旨である。

　確かに、今年の夏は暑く、多くの人が温暖化を心配している。たまたま、今年だけの現

象かもしれないが、それは、来年、再来年の夏が過ぎれば、判明するであろう。思い返せ

ば、私は、子供のころは大阪市内で住んでいた。それは 1950 年代であるが、毎年、冬

には 1、2 回、雪が降り、雪だるまを作った覚えがある。また、地面の水たまりも凍り、

滑って遊んだ思い出もある。しかし、最近、大阪市内ではそのようなことはない。これは、
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地球が温暖化しているのか、それとも大都市だけが温暖化しているのか、両者であろう。

　温暖化は CO2 が原因とされ、CO2 削減の方法が世界中で議論されている。日本の

CO2 の排出量を 25％削減するとか、先進国は 2050 年には 80％削減せねばならない

とか、後進国も先進国と同様に削減するのか、などなど議論されている。そこで、CO2

の排出を削減すれば大気中の CO2 は減少し、温暖化は止まるという誤解を多くの人に与

えている。また、森林が増えれば、大気中の CO2 は減少するというのは本当であろうか。

　まず、石油、石炭、天然ガスという地下に埋もれていた CO2 を地表に出すと、その分

だけ、地表の CO2 は増加するのである。CO2 の排出量を半分にしても、大気中の CO2

増加率が半減するだけであって、着実に大気中の CO2 は増加し続けるのである。石油、

石炭、天然ガスの使用を一切やめても、現状維持である。また、森林や海の CO2 吸収に

期待する人が多くいる。森林は、確かに空気中の CO2 を吸収する。しかし、木材を燃や

すと、吸収した CO2 を空気中に放出する。また、葉っぱが腐ると、CO2 を発生させる。

すなわち、森林は CO2 を一時貯蔵するだけであり、CO2 を減少させることはできない。

それでは、どうすれば、地表の CO2 を減少させられるのか、石炭や石油ができたのと同

様に、何百万年もかかって、植物や動物の死骸が地下に閉じ込められるのを待つしかない

であろう。ある人は、強制的に CO2 を地下に送り込んで、閉じ込めればいいという。し

かし、そのために使う電気などを作るときに発生する CO2 の方が多い。また、サンゴが

海中の CO2 を集めてサンゴ礁にしてくれるが、これまた、何百万年かかるであろう。科

学技術の進歩に期待するという人が多いが、可能なことと不可能なことを区別する必要が

ある。すなわち、エントロピー増大の原理である。石油という濃縮されたものを燃やして、

CO2 という拡散したものに変えているわけであるが、逆に CO2 から石油を作る場合は、

石油を燃やして得た以上のエネルギーが必要である。すなわち、化石燃料を燃やす限り、

地表の CO2 は増え続けるのである。

　昨今、エコ、省エネばやりである。エコポイントまで登場し、車やテレビを買い替える

と補助金がでる。効率が良い機種に買い替えると、ランニングでの省エネはできる。しか

し、その車やテレビを作るとき、廃棄する時のエネルギーは考えているのであろうか。単

に、リーマンショック後の不景気で、自動車や家電メーカーを救うための方便ではないか。

とくに、問題なのが、大きなテレビほど補助金が大きいことである。エコをいうなら、車

もテレビは小さいほどいい。究極は使用時間を減らすのがいいのである。省エネで、テレ
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ビの電気代を 2 万円節約しても、20 万円の買い替え費用は回収できない。おおざっぱ

に見て、20 万円のテレビは作るときに 20 万円分のエネルギーが使われているとすると、

18 万円分の CO2 増加である。やはり、昔から言われている、「もったいない」、「大事に

長持ち」、「無駄遣いはしない」がエコである。

　資源のリサイクルもさかんに叫ばれている。電気製品から金などの貴金属、レアメタル

を取り出すのである。確かに、レアメタル自体は回収される。しかし、それに費やす電気

などのエネルギーは膨大なものである。その分だけ、CO2 が放出されるのである。古く

から、新聞や空き缶の回収はされてきた。これも、トラックで回収、工場で再加工される

のである。そのエネルギーは膨大である。リサイクル（新製品に再生産）と新製品のどち

らがエコであるかは、値段の安い方がエコであると考えてもよいであろう。リサイクルよ

りもリユース（そのまま再使用）の方がエコである。ペットボトルも使い捨てをせずに、

自分の家のお茶を入れて何回も使うのが、エコである。ペットボトルのリサイクルはエコ

ではない。

　太陽光発電、風力発電などが将来の救世主になるとさかんに宣伝されている。しかし、

補助金があっても、ペイしない。これは、その設備を作るのに、多大なエネルギーが必要

で、それが生み出すエネルギーより下回るからである。やはり、高価なものは、その分だ

け、製作時にエネルギーを使っていると考えると、どちらが省エネかを比較できる。ここ

での、問題は、いったん電気に変換するからエネルギー効率が落ちるのである。また、

24 時間いつでも自由に電気を使うとなると、夜や風のない日のために、別の発電設備を

用意する必要があり、二重投資になる。なにも、太陽光や風を否定しているのではない。

太陽熱温水器は日本の都会では見かけることは少なくなったが、地方に行けば多くある。

また、トルコなどでは、多くの家の屋根についている。これは、日本では 10～20 万円

であり、年間のガス代は 1 万円ぐらい安くなる。これなら、収支トントンである。ちな

みに、太陽光発電の効率は十数％であるが、太陽熱温水器では 50％近くになる。またオ

ランダの風車は有名であるが、日本でも堺の畑で風車で井戸や川の水をくみ上げていた。

これも、電気に変換せず、風の吹いたときだけ仕事をさせるのである。

　原子力は CO2 を発生しないから温暖化対策として有効であるといわれている。しかし、

放射性の廃棄物をだすのである。これは何十年どころか、何万年（プルトニウム 239 は

半減期が 2 万 4000 年）も保管しなければならない。このコストは膨大なものである。
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コストよりもそのようなことは不可能である。何百年も密閉できる容器はないし、深海や

地下に埋蔵しても、そのうちに地下水に溶け出して、地表に巡ってくる。まあ、将来の人

に負担をしてもらうので、自分たちには関係ない、それにそのうちにいい技術が開発され

て解決されるでしょうと居直るしか仕方がない。原発はコスト的には安いという人がいる

が、火力発電と大差はないであろう。しかし、将来の廃棄物の管理コストを入れると、非

常に高いものになる。これは、子子孫孫への負の遺産である。

　以上のようなことを言っていると、企業はすべて倒産し、みんな失職するといわれる。

企業は成長、拡大して初めて存続し、成長のない企業は落ちこぼれて倒産すると信じられ

ている。企業の目標は利潤を上げることであるともいわれている。しかし、本当にそうで

あろうか。社是に社会への貢献を第一に掲げ、その次に社員への貢献をうたっている企業

は多い。このギャップの原因は資本家の高配当と株価の上昇への欲求であろう。

　現在、物は十分あり、いわゆる衣食住は人々にいきわたっている。ホームレスはいるが

それ以上に空き家がある。肥満の人はいるが、飢えている人はいない。服もタンスに入り

きらないぐらい持っている。仕事のない人もいるが、毎日残業をしている人もいる。要は

分配の問題である。ワークシェアリングで就業者を増やし、その分勤務時間を減らすこと

によって、解決する。もちろん、残業代で稼いでいる人の給料は減るが、その分、余暇時

間が増える。日本だけが成長を止めると、外国の企業との競争に敗れて、元も子もなくな

るといわれているが、ドイツなどはかなり労働時間を減らしている。

　温暖化を止める技術はない。化石燃料を使った分だけ CO2 は増加する。化石燃料の枯

渇が目に見えてきたら、その争奪戦でこの地球は修羅場となるであろう。破局に至るまで

成長路線を突き進むのが、人類に限らずすべての動物のさがである。それとも、人類だけ

が、歴史上初めて、縮小路線に切り替えることが可能であろうか。多分無理であろう。で

も、無理と言っていてもしかたがないので、なんとか縮小社会に軟着陸するすべを見つけ

たいものである。

 2010 年 9 月 20 日
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　ナマコはウニなどと同じ棘皮動物に属し、日本近海の浅瀬の岩場ではどこでもよく見か

けるもので、円筒状の柔らかい体壁にイボがあるがウニのような棘はない。広く温帯から

熱帯の海に分布する定着性沿岸生物で、ほぼ 1,200 種知られているが、そのうち食材と

して利用されているのは 44 種とのことである。日本食で酢の物として食する新鮮ナマ

コはマナマコであるが、料理の脇役としての珍味である。

　ところが驚くべき事に 17 世紀から 300 年に亘って栄えた清朝では、冷凍保存技術の

無かった時代に、新鮮ナマコを乾燥した乾ナマコ（キンコ）を食材として利用する食文化

を発達させ、宮廷料理として有名な満漢全席の中の一品として爆発的な人気を博するに

至った。乾ナマコは中国本土では生産されないが、中国を取り巻く西太平洋では、オース

トラリア北部から東南アジア、日本を含む極東の島々（ナマコ海道）で生産されている。

しかしこれらナマコの生産地ではその食習慣は無いので、専ら中国大陸に輸出してきた。

乾ナマコは陸の民と海の民をつなぐ主要な交易商品であった。実際江戸時代 300 年に

亘って幕府は長崎を窓口として、中国産の絹織物や生糸、漢方薬、漢籍などを輸入してい

たが、その代金として不足しがちな銀・銅に代り乾ナマコ、フカヒレのような俵物を当て

ていた。2007 年現在の香港市場でも、日本産乾ナマコは良質との評価が高く、取引量

は全体の 1 割程度で第 3 位であるが総取引価格の 2/3 を占めて第 1 位で、その存在感

を示している。

　本書は乾ナマコを主要食材として消費する中国食文化圏とそれを生産・供給する西太平

洋漁民との間で過去 400 年に亘って成立してきた経済圏での食文化の多様性の実態を、

現場のフィールドワークから明らかにし、グローバルな地球環境主義の下に単一な価値観

を強要することに対する疑問を提出している。

　先ず序章で、「かけがえのない地球」をスローガンとして 1972 年にストックホルム

で開催された国連人間環境会議の誕生と国連環境計画（UNEP）の設置に触れている。

1992 年にはその 20 周年を記念してリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議に

おいて地球環境主義が頂点に達し、その場において地球温暖化防止と生物多様性の双子の

条約が成立した。生物多様性の保全については本誌でも 23 巻 2 号からサロン談義 7 と

して意見が交わされているが、一般的には地球全体の生物資源の持続的利用のためには、

赤嶺　淳　著
ナマコを歩く－現場から考える生物多様性と文化多様性
（株）新泉社　¥2,600＋税　2010 年 5 月 15 日発行　ISBN978-4-7877-0915-8 C1036

Books
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その資源に依存する地域住民の生活が制約を受けても仕方がないといった論理がまかり

通っている。UNEP の設置とほぼ同時に成立したワシントン条約は「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の取引に関する条約」であって、ナマコもその俎上にある。

　現在世界の主要都市には例外なく中華街が存在し、中国料理は人気を集めグローバルな

展開を見せている。そこで 1980 年代以降の急速な中国経済の発展を期に乾ナマコに対

する需要も増え、東南アジアの貧しい漁民の間で始まったダイナマイト漁がサンゴ礁を荒

らすものとして糾弾され、環境保護のメッカとも言われるガラパゴス島にまでナマコ漁が

及ぶに至り、生物生態系（環境）の保護や動物愛護思想を誘発する事になった。ダイナマ

イト漁は肥料である硝酸アンモニウム（硝安）を爆薬として転用する原始的なものであっ

て沿岸資源の枯渇から自然消滅したが、1994 年にガラパゴス地元漁師とエクアドル政

府との間に生じた「ナマコ戦争」はあまり知られていないショッキングな事件であった。

ここでは生物資源の節約と持続的利用を前提とする「保全」（Conservation）と人間の

介在を排除し自然を維持する「保存」（Preservation）が対立している。このことは国

際捕鯨取締条約加盟国内での対立にも持ち込まれている。

　第 1 部では最初にナマコをめぐる二大事件を現場から取り上げて問題提起をし、第 2

部ではフィリピン南部や日本でのナマコ漁や加工法の多様な実態を取り上げ、第 3 部で

は乾ナマコを利用した料理の多様性とそのグローバルな展開を紹介し、第 4 部では国家

の枠にとらわれない東アジア海域世界の食文化の多様性を論じている。最終章では、生物

多様性の危機に臨んで、このような食文化の多様性と生物多様性の保全、すなわち当事者

主体の地域環境主義と地球環境主義との間の社会的合意形成が今後の国際社会の課題であ

ると結んでいる。 山岸秀夫（編集委員）

　現生人類の直接の祖先、新人はほぼ 10 万年前頃にアフリカ東部の大地溝帯付近から

世界に拡大し、ユーラシア大陸の西と東に移住した（A）コーカソイドと（B）モンゴロイ

ド、アフリカに留まった（C）ニグロイドの 3 大人種を形成した。新人になって言葉で意

思伝達が可能になると、個人情報から集団の知恵が生まれ、その集団の知識が次世代へと

川田順造　著
文化を交叉させる－人類学者の眼
（株）青土社　¥2,200＋税　2010 年 5 月 20 日発行　ISBN978-4-7917-6516-4
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伝承される。言葉が図形化され文字化されるとこの継承はさらに確実となり、それぞれ多

様な文化を形成していった。

　著者は本書のはじめに多様な文化を理解するための手法として「文化の三角測量」を提

案している。丁度日本地図の大まかな輪郭が一等三角点の測量網を拡げることによって得

られるように、先ず大きく隔たった三つの文化を三角点として取り上げて比較測量するこ

とから始める。そこで最初に取り上げた三角点が（A）のフランス、（B）の日本、（C）の西

アフリカサハラ砂漠南部のモシ諸王国（現ブルキナファソ共和国）である。しかも（C）の

モシでは音声言語しかなく（A）、（B）のような独自の文字言語は存在しない。しかし著者

の強みはそれぞれの音声言語を駆使して、現地に滞在して得られたフィールドワークの成

果である。事実著者は 1962 年より 9 年半に亘りモシ周辺での聞き取り調査を行ってい

る。比較する時代は全て 17～20 世紀の 350 年間に限定しているが、現地調査以前の

無文字社会については、アラビア語やヨーロッパ語で記された間接的資料を利用してい

る。本書は①グローバル化の中での技術文化の多様性を探る、②「うたう」ということ、

③言語表象における動物の寓意、④図像象徴性研究のための予備的覚書、⑤肖像（歴史的

図像）と固有名詞の 5 章からなっている。①と③はすでにフランス語と英語で刊行した

ものの日本語版であり、⑤はフランス語版よりの増補改訂版、②と④は既刊日本語版の再

録である。パリーの書店よりまとめて公刊予定であった本論集に対して文化人類学者の

L. ストロースが絶賛執筆した序文は、2009 年 10 月に本人の急逝により絶筆となっ

た。

　（A）の西欧文明は人間非依存思考を特徴とする技術文化であり、機械文明とも言え

る。（B）、（C）には共に人間依存性が見られるが、その主な違いは（B）が人間の巧みさで

単純な道具を利用するのに対して（C）では道具を身体の延長と考える所にある。例えば農

耕にも牧畜を結合させて畜力という普遍的な外力を利用した（A）に対して、巧みな人力に

たよる（B）の日本の水田耕作や、腕の延長としての棍棒を用いる（C）のモシがあげられ

る。（A）の世界は一神教であり、ラテン語という表音文字の共通語が有り、機械の外力を

利用した普遍的な文明を発達させ、大航海時代以来世界を制覇した。（B）の日本は自然神

を信ずる多神教であり、表意文字を用いていたため、普遍性の欠如から機械文明の発達が

遅れ専ら（A）の科学文明を摂取する方向に向かった。しかし（B）に属する東アジアや（C）

のアフリカ大陸の多くの国は（A）との文化交叉の中で植民地化され、西欧文明の宗教と文

字言葉が強要され、政治的にも経済的にもグローバリゼーションの嵐に巻き込まれた。し

かし 1960 年代に入り、（A）の西欧文明の中にも無限の進歩開発に対する見直しが現

れ、1972 年にストックホルムで開かれた人間環境会議では、人間の果てしない競争に
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よる歯止めの無い情報技術万能主義に対する反省として、持続可能な地球の開発が議論さ

れるに至った。

　その意味では、（A）の文字文化から取り残されたまま低開発のモシ社会には、未だ「生

きる」ことへの果てしない「くつろぎ」が人々の間に残っている。英和辞典を見ても、国

語辞典を見ても、文字単語には必ず複数の意味がこめられている。その正しい意味の選択

は、その前後の文章との関係で明らかにされるが、直接表情豊かに発せられる音声言語に

は及ばない。モシ社会にはダホメー王国（現ペナン共和国）などの近隣諸国に見られる図

像表象的な絵も残されておらず、身体的動作をともなって「うたうこと」による二者間の

音声言語は、宛先を特定しないメッセージとして集団に伝わる。ここには無差別殺人も引

きこもりも見られない。そこには多くの動物寓話さえ残されている。しかも「うたうこ

と」に伴奏される唯一の楽器は葬送に限って用いられる太鼓であって、しかも死者に向

かって二人称で呼びかける多様な太鼓言葉である。その中には自然に還って行く故人の歴

史が色濃く刻み込まれて参列者集団に伝えられていく。そして彼らの先祖の王統譜が物語

として継承されていく。神に召されていく死者を第三人称で呼ぶ（A）の文化とは異なる。

その点では、（B）文化圏の原始大乗仏教の『現存の人間は生前と死後を含めた「にんげ

ん」全体の一部である』との考えは（C）文化圏に通ずるものがある。このことは、言葉の

断片文字を繋ぎ合わせるだけでなく虚構の電子記号で人々を結びつける現代人間のバー

チャル文化の将来に問題を投げかけている。すなわち「過去はそのまま歴史ではない」か

らである。そのうえ人々が音声言語で繋がるモシ社会では、土地は神聖で誰の所有物でも

ない。しかし（A）、（B）文化圏では土地の領有や資源開発紛争をきっかけにテロと核弾頭

の恐怖に人々はおののいている。今こそ生活の利便性と引き換えに失った「心のくつろ

ぎ」の回復が求められている。（A）、（B）文化圏からの三角測量の交叉点として浮かび上

がった（C）文化圏のモシ社会に学ぶ所は多いと思われる。 山岸秀夫（編集委員）

　フランス国旗の 3 色、赤・青・白はそれぞれ自由・平等・友愛を表し、フランス革命

を象徴するスローガンでもあった。だが現代の日本では、自由や友愛は重視される一方平

竹内章郎　著
平等の哲学－新しい福祉思想の扉をひらく
（株）大月書店　¥2,200＋税　2010 年 5 月 20 日発行　ISBN978-4-272-43085-7 C0010
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等の評価は低く、格差や貧困の容認という点では「自己責任」や「甘え」といった言葉で

弱者が切り捨てられる現実を前にして、本書は「平等は何故非難されるのか？」との序章

で始まる。しかし法的には、「全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性

別、社会的身分、又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されな

い」と日本国憲法 14 条 1 項に明文化されている。それでは問題の本質は一体どこにあ

るのだろうか。

　第 1 章ではギリシャ哲学から始まる不平等と一体の平等論に歴史的考察を加え、第 2

章では、「悪平等はなぜ生まれたか」のタイトルで形式的平等と実質的平等を論じ、平等

は同一性と同じでないと断じている。第 3 章では新たなる能力論的平等論と機会平等論

をとりあげ、弱者を排除する障害者差別に抗し、単に機会を平等にするだけでなく、それ

に応ずる個人的能力の差異も共同的な能力実現の一環として位置づけている。第 4 章で

は新たな平等論の構築を目指し、障害者も含めた多様な能力を社会の共同的な能力として

評価し、能力の個人還元主義や個人責任論に基ずく不平等主義に対抗している。重度知的

障害児もその家族にとっては「この児との共生の喜び」として生活意欲をかきたてる「高

い能力の持ち主」でもあり得る。終章の「平等万歳」では、平等は自由と対立するもので

なく、非同一性を含む広い平等主義を世間に少しでも馴らすことから始めたいとしてい

る。

　著者は現役の大学教授でありながら社会福祉法人理事も兼ねているだけに、その論旨に

は社会的実践の強みが滲み出ている。従って本書は福祉思想の専門書でありながら、新し

い平等主義への入門書でもある。 山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)   私は現在、昔の研究室で働いた若者達がいまや病院長となり、そのうちの一人の方が院長を勤

める長期療養施設の年寄りの方々 80 人を診察しています。年寄りには年寄りがお互いにな
んとなく良いようであります。気持ちが分かるのです。そんなとき本誌、「環境と健康」の講
座にもサロン談義にも大いに啓発されています。執筆の皆様の、特に関西の先生方の知識と思
想には驚いています。ここいらの東京の本屋に現れる毎月の雑誌などとは比べ物にならない知
性が感じられます。時々行き来する T.S. 氏と本誌の中のトピックスなどを議論しています。
この雑誌が長く続けられるのは私にとっては大いに嬉しい事です。〈掲載が遅れたことをお詫
びします。編集部〉 2010/2/10（T.T.）

(2)   本誌 23 巻 3 号（秋号）掲載のサロン談義 8「資本主義は賞味期限を迎えたのか」の問題提
起を拝読させていただきました。当地の本年 6 月 2 日付の FT（紙に印刷した新聞）にも資
本主義の将来に関する面白い論文が載っていました。本誌 22 巻 4 号サロン談義 6「資本主
義の行方を考える」の冒頭で萬野氏が引用されました文中に出てまいります、英国の経済学者
Lord Skidelsky の名が、今回の中西氏の論文にもまた出ておりました。資本主義の将来につ
きましては、欧米諸国でも日本でも、まだまだ論議が続きそうですね。それにしましても「賞
味期限切れ」という中西さんの御発想は奇想天外で面白いと思いました。木下冨雄先生の民主
主義に関するご意見にも、深く頷かされるものがありました。 2010/9/1（R.A. 在米）

(3)   本誌 23 巻 3 号（秋号）掲載の Books「江戸時代の朝鮮通信使」を、新鮮な思いで楽しませ
ていただきました。万葉の時代にまで遡る日本と朝鮮との歴史的な外交関係や、日本文化と朝
鮮との、切っても切れない深い関わりに殆ど心を留める事もなかったこれまでの迂闊さを、改
めて思い知らされております。何よりも恥ずかしかったのは、「朝鮮通信使」の「通信」とい
う意味を、現代的な「通信」つまり communication の延長として捉えていたことでした。
この書評が契機となって、にわかに朝鮮関係の文献に興味が沸きはじめ、主人の古い文献がつ
まっている地下室の書庫から、朝鮮関係のものを何冊か引っ張り出してきたのですが、その中
の一冊「歴史の中の日本と朝鮮」という本（講談社、昭和 56 年刊）に、朝鮮通信使に関す
る項がありました。これによりますと、「通信使とは、両国間に隣国としての信を通じ合うた
めの使節という意味です」とのこと。あっ、そうだったのか！と、眼が覚めると同時に、これ
までの無神経さと無知とを改めて思い知らされたのでした。二年半前、初めて「環境と健康」
誌を手にさせていただきました折、菅原努先生の Editorial を読ませていただいて、
Innovation という言葉の本当の意味を思い知らされたときのことを思い出します。
　1970 年代の初めから 80 年代の終りにかけての米銀国際部での現役時代、当時私の直属
の上司だった主人は日本・韓国を担当しており、両国の主要銀行や商社との交流が盛んでした。
当時韓国から当地に派遣されていた駐在員の皆さんは、どなたもエリート中のエリートで、お
家柄も教養も抜群、それに日本語に御堪能な方が多く、御一緒にお食事などしながら、教えら
れることが数多かったのを思い出します。今でも記憶に残っておりますことのひとつは、
Korea Exchange Bank（韓国外換銀行）の当地オフィスの支店長さんだった Chung 氏か
らお聞きした、朝鮮語語源の日本語と日本の地名についてのお話でした。「日本でお神輿をか
つぐときワッショイ、ワッショイって言うでしょ？　あれは朝鮮語が語源で、We are 
coming, we are coming という意味なんですよ。それから、日本の古都奈良ね、あのナラ
というのも朝鮮語で、都或いは故郷という意味なんですよ。このほかにも、朝鮮と日本との文
化的つながりを示す言語や地名は数限りない。つまり我々は same stock ってことなんです
な」。そう話されたＴ支店長さんの流暢な日本語の響きとにこやかな笑顔が、この書評の行間
から蘇ってくる思いでした。なお、Chung 支店長さんはその後 Korea Exchange Bank を
退職されて当地（Los Angeles）に Bank of Nara という銀行を設立され、その頭取になら
れました。日本の奈良とは特に関係はないのですが、この命名に、日本のあの古都を「奈良」
と名づけた朝鮮帰化人の思いに相通ずるものを感じます。
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　以上は、私が米銀国際部現役時代に体験した、日本と朝鮮との深い関係にかかわる想い出の
断片のひとつに過ぎないのですが、秀吉の無謀な朝鮮征伐が韓国に残した傷の深さや、明治維
新の征韓論、日韓併合などについて、ネガテイヴなコメントをされた方は、私の存じ上げてい
る韓国の駐在員の方たちの中にはひとりもいらっしゃいませんでした。それだけに、家康の日
朝和親回復の意向を受けて、1604 年に初めて朝鮮政府が日本に派遣した使節名が、「通信
使」ではなく「探賊使」になっていたということを、前述の「歴史の中の日本と朝鮮」で知っ
たときは、秀吉が当時の朝鮮、更には、現在の韓国に残した傷跡の深さを改めて思い知らされ
たのでした。 2010/9/1（R.A. 在米）

(4)   本誌 23 巻 3 号（秋号）掲載の Books「生命の研究はどこまで自由か」を大変面白く拝見し
ました。また実に時宜を得た取り上げだと思います。尚、私はこの「生命倫理の土台作り」は
単に医療倫理だけに止まらず、政治・経済にも関わる課題であると信じております。その意味
で、次の展開を期して待ちたいと思います。 2010/9/1（Y.M.）

(5)   本誌を愛読しつつ、いつもつくずく思うのですが、この本は広くて深い教養に満ちています。
この出版は、歴史的にも有意義なものであると敬服しています。とにかく暑いですが、なにが
原因なのでしょうか。地球科学は、現状報告はしてくれますが、原因解明と対策については、
お手上げ状態です。こんなトピックも、いつか「いのちの科学」でおとりあげになってはいか
がでしょうか。 2010/9/2（S.M.）

(6)   本誌 23 巻 3 号を受領し、薄紫の地に、葡萄の葉蔓、地面にこぼれ落ちた葡萄の実、これを
眺めている愛らしい鳩……いつもながら、夢のある表紙デザインにはうっとりさせられました。
以前、リサイクルの話題の一つとして取り上げさせていただきました我が家の裏庭の葡萄（信
州原産の巨峰）が、目下収穫期を迎えておりまして、毎朝毎晩食卓に葡萄の載らない日はなく、
口の中が紫色に染まってしまうのではないかと心配になるほどたらふく葡萄をいただいている
毎日ですので、この秋季号の表紙デザインは殊のほかピッタリの感じでした。ところでこのデ
ザインの鳩ですが、鳩は鳩でも、これは信州の郷土芸術品のひとつとして愛されている、あの

「鳩車」ですよね。私どものダイニングルームには、四十余年前、渡米に際して友人から贈ら
れた雌雄一対の鳩車が飾られており、これを目にするたび善光寺の鳩と、それにまつわる遠い
日の思い出に浸るのが常なのですが、「環境と健康」誌に、この懐かしい鳩車が登場するとは
夢にも思っておりませんでした。我が家の葡萄棚周辺は野生の栗鼠と小鳥たちの「食堂」に
なっておりまして、毎日大勢の「お客様」で賑わっております。小鳥は雀が殆どですが、ブ
ルージェイや、鳩もよく「お見え」になります。鳩は鳩でも善光寺の鳩のような大型のもので
はなく、Mourning Dove と呼ばれる小型の鳩で、哀調を帯びた一種独特の啼き声が私は殊の
ほか気に入っております。自然との共生のよろこびをしみじみと感じさせられるのは、「食堂」
が大勢の「お客様」たちで賑わっているのを窓から眺めやるひとときでしょうか。
　Editorial「無用の用」と「不易流行」にも感銘をうけました。伝統的町並み保存の例とし
て、信州小布施町の「町並み修景」のお話が取り上げられておりますが、小布施は私が生まれ
育った長野市とは眼と鼻の距離ですので、懐かしさも一入です。私どもが三十余年住んでおり
ます此処パサデイナにも文化財保護委員会というのがあり、古い建築物や街並みの保護保存に
努めております。因みに私どもの家は 1910 年（明治 43 年）の建築ですが、South 
Oakland Avenue 一帯は、以前本誌でもご紹介申し上げました「アインシュタインの家」を
はじめ、19 世紀末から 20 世紀初頭に建てられたさまざまな建築様式の住宅が立ち並び、住
宅建築の宝庫とも言われております。この地域一帯は文化財保護地区に指定されておりまして、
道路に面した部分の改築は一切禁止という厳しさですが、その厳しさがあってこそ保たれてい
る歴史的美観に、住人たちはむしろ安らぎを感じているようで、近代的なインフラを導入でき
ない不便さをかこつ人はないようです。歴史的美観が幸いして、映画の舞台に使われることも
多く、撮影が行われる都度、映画会社から「御迷惑料」と称して、撮影期間中一日 100 ドル
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のお小遣いをいただけるのもありがたいことです。全くの偶然からこの地区の住人となった私
どもなのですが、こういう偶然をラッキーと呼ぶのだろうと思います。

 2010/9/3（R.A. 在米）
(7)   大学のセミナー室で回覧したのち、家に持って帰って寝る前に読ませていただくのを楽しみに

しております。小冊子にもかかわらず、学問の香り高さと、品のよさは、最近の読み物にはめ
ずらしいレベルと思います。もっと多くの方に読んでいただけたらいいのにと思います。そう
いえば、図書館や病院の図書コーナーに置いてもいいですね。 2010/9/28（U.K.）

(8)   毎回楽しみに読んでいます。格調高い内容に溢れており、知人に送ったら、中身が濃いので喜
んでいました。また、秋号の巻頭言も奥が深いですね。「無用の用」から始まって、ご自身の
専門領域の遺伝子学までうまくつなげるのですから、驚いてしまいます。やはり京大の先生方
は最新の分子生物学も根底に哲学があるということをわれわれ凡人に教えてくれます。個人的
なこととなりますが、昨年母が亡くなり、奈良の実家は無人となりました。一ケ月に一度遺品
整理をおこなっていますが、どれも懐かしいものばかりであり、なかなか捨てることができま
せん。特に田舎は鍋、釜、食器類などがとてつもなくあり、これをどのように「無用の用」に
替えるか、日々頭を悩ませております。
　特集の「共生」は、正直、では我々地球を一番汚している人間はどうすればいいのでしょう
か？と考え込んでしまいました。最近話題になった「アバター」という映画も自然破壊する人
間とそれを守ろうとする生き物（？）の戦いが描かれています。我々人間そのものが地球に
とって、もっとも危険な存在となっているのでしょうか？　友人がゴキブリ団子の効果につい
て、ゴキブリの腸内細菌での ATP 産生をできなくするので、ゴキブリが死滅してしまうと説
明してくれました。シロアリは木材を食べる消化器官が発達していることと関連させると、人
間にとってやっかいなゴキブリやシロアリも高度な生命維持装置を持っていることに驚いたの
でした。 2010/9/30（K.U.）

(9)   本誌秋号のなかでは、「生物多様性」がポピュラーな話題となっておりますが、内容が私など
には高度で広範囲すぎてコメントできませんでした。その他のなかでは、本庄先生の随想「悠
久のペルシャで」に注目しました。内容がオモシロク、肩の凝らない story でした。加えて、
Random Scope の「 ア ス ワ ン ハ イ ダ ム 」 も 私 の 40 年 前 の カ イ ロ 大 学 で の Visiting 
Professor としての思い出を呼び起こしてくれました。エジプトのナイル河を回遊し、つい
でにエチオピア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ドバイなどの砂漠地帯をカケメグリま
した。 2010/10/14（M.Y.）久留米から

(10)  「環境と健康」の秋号は、“ 共生 ” が特集でした。きわめて論理的な文章で、分野の異なった者
にもよく理解ができ、よほどよくわかった方々が書かれたのだろう、と興味そそられる内容で
した。事実ほど深いものはない、この地球につかの間の生を与えられて幸運だったなあ、と思
います。自分の専門の免疫機能の多様性においても、生のしなやかな強さに魅せられっ放しで
すが、異なるものが補いあって届かぬ夢に手が届く生命の原理に共通なものを感じました。文
化が、覚めてから眠るまで周りにあふれているところが京都、と出てみて改めて感じます。こ
れだけ異なる視点から穿った内容の寄稿を集められる場所は他にはなかろうと思います。科学
者不用論が唱えられて久しいお国柄ながら、この小冊子は実に豊かです。こんな科学者を擁す
る日本という国は大した国だと思いました。この人の輪こそが宝物ではないでしょうか。編集
のご苦労をお察しします。思えば、このサイズの本も珍しくなりました。バッグにしのばせ、
ひょいと取り出す。効率主義で書類もファイルも A4 になってしまった今、ふと日常を抜け
出し、根源に戻る心のゆとりを喚起してくれる冊子だと思います。

 2010/10/26（U.K.）高知から
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おしらせ

第19回　いのちの科学フォーラム・市民公開講座

－菅原努先生追悼フォーラム－

ガイア・メディスン
からだ・こころ・自然とのつながりを目指す医療

	 	 	 	 日　時：2011年 2月11日（金）　13:00－17:40
	 	 	 	 会　場：京都大学医学部構内　芝蘭会館
	 	 	 	 　　　　　京都市左京区吉田近衛
	 	 	 	 　　　　　Tel：075-753-9336、URL:	http://office.med.kyoto-u.ac.jp/siran/
	 	 	 	 言　語：英語から日本語への逐次通訳あり
	 	 	 	 参加費無料

　フォーラム参加料は無料ですが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ明記）、職業、連絡先を
平成23年1月14日（金）までに FAXまたは E-mail にてお知らせください。お申し込みの場合は
件名に「第19回いのちの科学申込み」と書いて下さい。懇親会（会費2,000円）にご出席を希望さ
れる方は併せてお知らせください。会場の都合で定員になり次第、締め切らせていただきます。
申込・問合せ先：（公財）体質研究会
　　　　　　　　〒606-8225　京都市左京区田中門前町103-5　パストゥールビル5F
　　　　　　　　Fax：075-702-2141　E-mail：mo-inochi@taishitsu.or.jp
代	表	世	話	人：中井吉英（関西医科大学名誉教授、日本心療内科学会理事長）
世　　話　　人：竹下　賢、若井郁次郎、内海博司、山岸秀夫
主　　　　　催：科学進歩日本委員会（JCSD）
　　　　　　　　（公財）体質研究会、（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団
後　　　　　援：京都新聞社
URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html

	 総合司会　中井吉英（関西医科大学名誉教授、日本心療内科学会理事長）
13:00	 	 	 開会挨拶：中井吉英
13:10	 	 	 講演 1「心と身体と環境の関係とは」
	 エリック・ペッパー（サンフランシスコ州立大学教授）
	 	 	 	 	 	 	 座長：竹林直紀（アイ・プロジェクト統合医療研究所所長／ナチュラル心療内科クリニック院長）
14:10	 	 	 講演 2「インドの自然観と健康の秘訣」
	 マックスーダ・シオタニ（カシミール大学客員教授）
	 	 	 	 	 	 	 座長：唐沢　敬（東京国際大学特命教授、立命館大学名誉教授）
14:50	 	 	 講演 3「美しい地球をあなたに伝えたい－地球4周ひとり行脚－」
	 久楽迎古（夢絵作家）
	 	 	 	 	 	 	 座長：山岸秀夫（（公財）体質研究会主任研究員　京都大学名誉教授）
15:20	 	 	 休　憩　－久楽迎古氏　夢絵作品展示－
15:35	 	 	 講演 4「心と脳は同じ？：哲学的心身論の視点」	 河野哲也（立教大学教授）
	 	 	 	 	 	 	 座長：若井郁次郎（大阪産業大学教授）
16:15	 	 	 講演 5	「よみがえる脳－脳は環境の変化に対応し何歳になっても絶えず

変わり続ける」	 生田　哲（農学博士、作家）
	 	 	 	 	 	 	 座長：竹下　賢（関西大学法科大学院教授）
16:55	 	 	 総合討論　座長：中井吉英
17:30	 	 	 閉会挨拶：鳥塚莞爾（（公財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授）
17:40－		 懇親会　司会：内海博司（（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）
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編集後記

　菅原努編集代表が 10 月 1 日に永眠された。22 巻 3 号の「特集 “ 老化の研究 ”
にあたって：米寿を迎えて」というページ（p. 281）に、棒高跳びをする先生が
88 歳のバーを見事クリアされたマンガが掲載されている。「次は 90 歳にチャレン
ジしますか？」という「吹き出し」があり、先生も編集子も、そのつもりでいたが、
悲しいことに 4 ケ月を残して他界された。本誌は、菅原努先生がほとんど全ての記
事を執筆し編集して、1988 年 1 月 30 日、僅か 20 ページの財団機関誌（隔月号、
年会費 3,000 円：23 年間会費は不変）として産声を上げた。2005 年 18 巻 1
号から編集委員会制度をとり、2006 年 19 巻 1 号から年 4 回の季刊誌として衣替
えし、毎号表紙も替えて、全国の店頭に置く雑誌として生まれ変わった。この変遷は、
菅原代表の意向に沿ったもので、編集子もお手伝い出来たことを嬉しく思っている。
振り返ると、オーバードクターであった編集子を拾っていただき研究者としての手ほ
どきを受け、定年後も先生の財団で、定年後の人生の過ごし方も教えて頂いた。正に
人生の偉大な師を失って、途方にくれている。残された者として、先生の思いの一部
でも受け継ぎ発展できればと思っている。皆様のご指導、ご鞭撻をお願いする。合掌
 （HUM）

　本号 Books「文化を交叉させる」によると、音声言語しかない西アフリカの無文
字社会では、自然に還って行く故人に向かって二人称で呼びかけるが、西欧文明では
神に召されてゆく故人を第三人称で呼ぶ。今回大変悲しいことに、長年本誌を育てて
下さった菅原先生への追悼文を本号 Editorial でしたためる事になった。執筆が進む
につれて、私も今は亡き先生に向かって二人称で語りかけたくなる気持ちを抑えきれ
ずに、その文中で「生涯現役」の見事な人生を生々しく表現する言葉に続いて「生き
様」を選んだが、3 人の査読意見に従って不本意ながら「生き方」と修正した。私
にとっては「生き方」は第三人称的な世渡り上手のように響くのである。意外なとこ
ろで、「サロン談義」の裏番組が展開された。
　文字言語は本来多くの意味を含んで使用されるが、その真の正しい意味は前後の文
脈の中でしか明らかにならない。その点ではむしろ無文字社会の身体的動作を含む音
声言語こそ間違いのない意思疎通を保証するのではないか。しかし最近では記録とし
て紙に残す文字文化さえ危なくなり、相手の見えない虚構のデジタル画像文化に侵食
されつつある。そこには人間不信の落とし穴が待ち受けているかもしれない。先生の
願い通り、果たして「私たちが居なくなった後に、昔京都にはこんな変わった雑誌が
あったなどと誰かが発掘してくれる」だろうか。
　10 月 15 日の月例手作り市で賑わう百万遍の浄土宗智恩寺の門前に、「まず父母
の恩　そしてすべての恩を知る」とあった。 （Yan）
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1.	 	本誌は「環境と健康」に関係する諸問題を学術的な基礎に基づきながらでき
るだけ一般の方々に理解し易い形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2．	 	（公財）体質研究会、（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団で行わ
れた調査･研究を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けま
す。執筆要項は編集委員会宛にご請求下さい。

3.	 	投稿された原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。
必要があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承ください。

4.	 	できるだけ広く「環境と健康」に関係する問題を取上げたいと思いますので
特別の枠は設けません。必要があれば既刊号をご参照下さい。
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