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Editorial

科学の不正行為
� 今西二郎＊

　最近、相次ぐように科学の不正行為に関する事件が、起きている。昨年の山中教授の

ノーベル医学・生理学賞の受賞決定直後に、関東地方の研究者が、iPS 細胞の臨床試験

をでっちあげたりしたことは、まだ耳新しい。また現在、一連の高血圧の薬に関する論文

の不正発覚・撤回で、大きな社会的問題にすらなっている。

　科学者（研究者）によるさまざまな不正行為は、今に始まったことではない。古くは、

プトレマイオスがギリシャ人の天文観測データを自分のものとして使用したことはよく知

られている。さらに、ガリレイが思考実験を実際に行ったかのように述べていること、あ

るいはメンデルが遺伝法則に合わないデータを故意に伏せていたこと、モアッサン（ノー

ベル化学賞を受賞）が人工ダイアモンドを合成したと発表したが、実は弟子が捏造してい

たことなど枚挙に暇がないのである。よく知られた科学者でも科学の不正行為として多く

の疑惑の目が向けられ、実際に不正が行われていたことが多々ある。まして、日の目を見

ていない不正行為は、無数と言っていいほどあると想像できる。

　科学者による不正行為とはいったい何なのか。2003 年 6 月にまとめられた「科学に

おける不正行為とその防止について」という日本学術会議「学術と社会常置委員会報告書

（関口尚志委員長）」によれば、科学的研究の目的、計画、遂行、成果に関わる全ての過程

において科学者の行為を律する公式、非公式の規範からの逸脱であるとしている。もう少

し具体的に言うならば、研究の遂行、成果の発表に関するものが中心で、研究倫理、研究

遂行時の安全や技術的成果の安全審査、点検、修理とその報告の適正さも対象とされる。

　研究の遂行や成果の発表においては、不正行為として、捏造（Fabrication：存在しな

いデータの作成）、改ざん（Falsification：データの変造・偽造）、盗用（Plagiarism：

他人のアイデアやデータや研究成果を適切な引用無しで使用）を問題とすることが多い。

これらの 3 つを合わせて FFP という。しかし、このほかにも不適切なオーサーシップ、

重複引用、引用の不備・不正（先行例の無視、誤認や不適切な引用、新規性の詐称など）、

研究過程における安全の不適切な管理、実験試料の誤った処理・管理、情報管理の誤りな
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どが存在する。また、研究グループ内の人間関係や研究成果の帰属に関する問題などさま

ざまな不正行為があると考えられている。さらには誇大な表現、都合のよい誤解をさせる

表現を用いること（レトリックの誘惑）などの不正もある。さらに、最近問題となってい

るのは研究組織内におけるセクシャルあるいはアカデミックハラスメントなども含まれる。

　このように不正行為といっても、じつに多くの種類のあることがわかる。この中で、最

も多く行われているのが、データの捏造と改竄である。やりもしない実験や調査、観測

データを作り出すということである。これには生データが存在しないことになるので、後

から捏造が行われたどうか検証するのは、本人に生データの提出を求めれば、比較的簡単

であることが多い。また、この中には、例えば、旧石器発掘捏造事件のようなものもある。

これは、ある有名な考古学研究者が、あらかじめ自らの手で埋めて置いた石器を発見して

いくというやり方であった。これも 1 種の捏造といえるであろう。

　それではなぜ、このような不正が、頻繁に行われるのであろうか？　それには、いくつ

かの理由があると考えられる。1 つ目は、研究者の研究業績の評価は、研究者としての

地位を確保するために、すなわち昇進のために必要なのである。2 つ目は、研究を進め

ていくためには研究費を確保することも研究者にとっては、死活問題となる。よい研究業

績を上げていると評価されている者に、研究費が与えられるからである。将来、素晴らし

い研究成果があげられるという予測や期待だけでは、なかなか研究費の獲得は難しいのが

現実である。3 つ目は、よい研究成果を上げることにより、さまざまな賞を得、名誉が

与えられることにもつながっていくことである。4 つ目は、利益相反（conflict of 

interest）の問題がある。たとえばある企業より研究費をもらったり、その他の便宜供

与を受けている場合、意識的に、あるいは無意識下にその企業にとって有利な結論を導い

てしまうことがある。このようなことも、科学の不正行為につながるのである。

　一般に研究者の能力評価は、どのように行われるのであろうか。研究者の能力評価は、

多面的に評価されるとはいうものの、最重要視されるのは、研究業績の評価である。なか

でも、自然科学の場合は、原著論文（自分で行った研究成果を発表する）が、重視される。

そして、権威のある雑誌に、いくつ発表されたかで判定される。すなわち、質と量が問わ

れるのである。量の評価は、単純で論文の数である。ここにデータの捏造をして、論文の

数を増やしたり、2 重投稿（同じデータを使って複数の論文に仕立てる）という不正行

為が起こってくる。
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　質についての評価は少し複雑である。一つは「権威のある雑誌」に発表されることで評

価される。「権威ある雑誌」であるという評価は、一般に、その雑誌に載っている論文が

どれだけ、他の論文で引用されているかという被引用数を基にした指数（インパクトファ

クター）で表される。ただ、この場合、その雑誌に被引用数の高い論文があれば、その雑

誌のインパクトファクターを上げることになり、必ずしも、自分の論文が引用されていな

くてもよいことになる。そこで、最近では、自分の論文がどれだけ引用されているかで評

価することも行われている。しかし、この方法も絶対的な指標ではない。このように、研

究者としての評価を得ようとするには、まずは「権威ある雑誌」に論文を発表することな

のである。そこに、研究にまつわる不正が起こってくる誘因がある。

　前述したように最も頻繁に起こる不正は、データの捏造と改竄である。最近では、デー

タの捏造や改竄が、データのデジタル化により、証拠を残さずに、あるいは生データを示

すことができない状態で行えることで余計に簡単に研究者がこのような不正行為の誘惑に

駆られるのかも知れない。一昔前までは、生データは、紙に書いたデータであったり、せ

いぜい記録紙に印字あるいは描かれたグラフであったりしたもので、直接、デジタル・

データとして取り扱えなかったのであるが、現在は、表計算ソフトや画像ソフトに直接

データを取り込むことができることが多い。したがって、生データそのものを改竄するこ

とは、いとも容易なのである。数値を変えることも、画像を変えることも、誰もができる 

のである。しかも、改竄の証拠を残さないようにすることもできる。さらに、生データのコ

ピーと改竄を繰り返せば、あらたに偽のデータを作り上げること（捏造）もできるのである。

　それでは、このような科学の不正行為を防止するにはどのようにすればよいだろうか。

アメリカやヨーロッパ諸国では、これらの防止策としてそれぞれ公的な機関を作って取り

組んでいる。アメリカでは、健康福祉省（US Department of Health and Human 

Services） 内 の 公 衆 衛 生 庁（Office of Public Health Services） に 研 究 公 正 局

（Office of Research Integrity）が置かれ、ガイドラインの策定、不正行為の告発の受

付やその調査および結果の公表、不正行為防止の啓発活動などを行っている。ヨーロッパ

諸国でも同様な活動が行われている。しかし、日本ではまだこのような機関はなく、この

点きわめて遅れているといえる。不正行為が疑われたり、告発があった場合、研究者の属

している機関、学会などが調査委員会をその都度立ち上げて、調査しているのが現状であ

る。常設の第三者機関のようなものが必要であろう。
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　投稿された論文内容が科学雑誌に掲載されるに値するかどうかを決めるのは、その研究

領域に精通している複数の研究者が判定する。これをピアレビューというが、この段階で、

データの捏造や改竄があるかどうかを見抜けばよいとの意見もあるが、実際上は極めて困

難である。なぜなら、この段階で、生データを要求することはほとんどないからである。

不正行為の防止で最も重要な対策としては、こういった不正行為が起こらないようにする

予防策である。また、学会や研究機関などの組織としてこれらの不正行為が起こらないよ

うなガイドラインを策定することも必要である。

　さらに、最近話題になっているのが、薬などの効果や安全性を検証する臨床試験（治験

ともいわれる）に関するものである。治験については、国際的なガイドライン ICH-GCP

（International Conference on Harmonization - Good Clinical Practice）があり、

これに則って実施されるように決められている。GCP は、医薬品の臨床試験の実施に関

する基準とされ、人を対象とする治験の計画、実施、記録および報告に関し、その倫理的、

科学的な質を確保するための国際的な基準である。本基準を遵守することによって、被験

者の権利、安全および福祉がヘルシンキ宣言に基づく原則に沿った形で保護されること、

また臨床試験（治験）データが信頼できることが公に保証されるのである。ICH-GCP ガ

イドラインは、日本、欧州連合（EU）および米国の 3 極間での治験データの相互受入れ

を促進するため、これら 3 極間に統一基準を提供することを目的としている。また、

ICH-GCP ガイドラインに規定されている原則は、被験者の安全および福祉に影響を及ぼ

しうる他の臨床研究にも適用され得るものである。このようなことから、ICH-GCP ガイ

ドラインは、治験を行う際の基準になるものである。しかし、これとて、完全ではなく、

治験の生データを保管しておく第三者機関のデータセンターの必要性も指摘されている。

さらに、利益相反の公表も必要不可欠である。これについては、最近、ほとんどの場合、

公表されるようになってきている。不正行為が起こった事後の対策としては、前述したよ

うに独立性の高い常設の第三者機関が設置され、そこで、不正行為の告発の受付、その調

査過程や、結果の公開がなされるとされている。科学、とりわけ生命科学においては、先

ほど述べたようなさまざまな理由で、不正行為が起こりがちであり、また社会に対する影

響もきわめて大きい。それだけにわれわれ研究者としても、このような科学における不正

行為を未然に防止する努力をしていかねばならないのである。そのためには、学部学生、

大学院生、若手研究者に対する研究倫理についての教育が重要であると思われる。
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　近年、社会において強まっている国際化、グローバル化、多文化化の傾向が学校や大学

にも及んでいますが、本特集では、その影響やそれに伴う問題が学校のいかなる面に表

れ、学校においていかなる実践的課題に直面しているかを考察しています。 かなりの学

校では、これまでの帰国・海外児童生徒に加えて外国人児童生徒が増加し、その対応に迫

られています。また、海外からの留学生を受け入れるとともに日本人生徒の海外留学・研

修、海外へのスタディツアー等を行いつつ国際理解教育の促進に努めている学校も増えて

います。総合的な学習の時間に国際理解教育を導入する学校も多くみられます。一昨年度

から小学校において外国語活動が実施され、今年 5 月には教育再生実行会議においてそ

の教科化方針が提言されました。

　わが国の国際理解教育は、従来、国際協力・国際平和のための教育、人権教育、開発教

育、環境教育、国際化に対応した教育、グローバル教育などが混在し、混乱、混迷してい

“国際化に対応する学校教育の実践的課題”
にあたって

村田翼夫＊

＊京都女子大学教授、筑波大学名誉教授（比較国際教育学）
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るとも言われます。今後、いかなる理論的枠組みを構築し、いかなる国際理解教育を実践

して行くかの視点の確立が問われています。基礎教育の世界的な動向として、「万人のた

めの教育」（EFA：Education for All）実現のために各種の国際教育協力が行われてい

ますが、今後の大きな課題は障がい児童生徒に対する基礎教育の普及であり、そのための

国際教育協力の展開であります。

　以上のような学校における変化、実情、課題を踏まえて、実際に学校現場の教育に従事

している教諭、大学において国際教育協力を実践したり、学校の国際化プログラムを指導

実践し理論的枠組み作りに腐心したりしている教授に実践課題の分析報告をお願いしまし

た。まず、小学校の古山友和教諭は、滋賀県長浜市においてブラジルやペルーなど南米か

ら来日する外国人が増え、同時に親に同伴してきて長浜市の小学校に入学する児童も多く

なっていることを紹介しています。その上で、学校で外国人児童教育を進めていく時の課

題、特に外国人児童を支援していく体制、外国人児童への日本語指導法と評価法、外国人

児童に対する個別の指導計画、保護者の理解協力を得る方法などについて述べ、特別支援

学級担任や少人数指導を担当した経験を活かし、外国人児童のつまずきとそれに対する解

決のための支援を行ってきたことにも言及しています。

　第 2 に、高等学校の岡憲司教諭は、帝塚山学院泉ヶ丘高校における国際教育の中身で

ある国際理解教育、国際交流・協力活動などの実践状況を報告し、それらの活動が持つ国

際教育、国際理解教育における意義について考察しています。とりわけ、ユネスコ部イン

ターアクトクラブ、日本ユネスコ協力連盟主催のカンボジア・スタディツアー、全日本・

関西高校模擬国連大会、青少年赤十字活動、ユネスコスクールなどへの参加状況を紹介

し、国際的体験活動の重要性を指摘しています。

　第 3 に、中田英雄名誉教授は、日本における特別支援教育の経験を途上国の大学に対

する特別支援教育協力に活かす方法と意義を検討しています。その事例として、インドネ

シアで実施した特別支援教育協働授業研究会、およびアフガニスタンにおける JICA 技術

プロジェクトによる特別支援教育協力を紹介しました。前者は、インドネシアと日本の教

員が協働で障がい児童に主に算数と体育の研究授業を行ったものです。後者は、障がい児

童生徒教育の教員養成校のシラバス、授業用テキストや DVD 教材の開発を行ったもので

す。これらの日本の特別支援教育をモデルにした国際教育協力の実践は国際的にも注目さ

れています。
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　最後に、佐藤郡衛教授は、国際理解教育の経緯をたどりつつ、これからの国際理解教育

の課題を共生を軸にした多様な文化の尊重、より公平な社会の実現に寄与する教育の実践

にあるとしています。今日、国際理解教育には、多文化共生と結びつけつつ、市民性を育

成する教育、持続発展教育（ESD：Education for Sustainable Development）が取

り込まれています。具体的に、自己肯定感、科学的認識力、人と関わる力の育成が目標で

あるとし、授業づくり、学校全体での取り組みなどの課題を指摘しています。

　以上に示された実践的課題が、学校教育の国際化促進に有用なアイデアを提供すること

になれば幸いです。

 （イラスト：中井英之）

　チンパンジーも物体を投げることは出来るが、高速、高精度で投てきする能力はヒト属で獲得
されたものであり、その肩や腰の解剖学的特徴が直立原人に認められた。このことが、ホモ属に
狩猟の手段としての投てきの選択を可能にしたと考えられる。文明の発達した現在でも、その能
力はスポーツとして保持されているが、プロスポーツに見られるような、激しい投てき行動の反
復は肩や腰を痛めることになる。 （Yan）

Roach, N.T. et al.: Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-
speed throwing in Homo. Nature 498, 483-486 （2013）

野球の投手の様な高速投てき能力は約200万年前の
ホモ属原人に見られる

Random Scope
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はじめに

　日本語指導が必要な外国人児童・生徒

は、 近 年 増 加 し て い る。 平 成 20 年

（2008 年）に全国で 28,575 人、平成

24 年に多少減少して 27,013 人であっ

た。 平 成 24 年 に お い て 小 学 生 は

17,153 人、中学生 7,558 人、高校生

2,137 人となっていた。彼らを母語別に

み る と ポ ル ト ガ ル 語 を 話 者 と す る 者

8,848 人、中国語 5,515 人、フィリピ

ノ語 4,495 人、スペイン語 3,480 人で

あった。

　こうした一時滞在の外国人児童・生徒を

わが国の公立学校で受入れるに当たって

は、多くの学校において受入れ支援してい

く体制、日本語指導、教科指導と評価、生

活指導、彼らの母語・文化の尊重、保護者

との連携・協力などが課題となっている。

最近では、一時滞在の外国人児童生徒でも

日本に長期にわたって滞在し、中学校卒業

後も高等学校へ進学する生徒、職業に就く

生徒が増え、彼らの学力向上や進路指導の

展開が課題となっている。

　滋賀県では、10 数年前からブラジルや

ペルーなど南米の国々から来日した外国人

が急激に増えている。リーマンショック以

降多少減少したが、日本での永住を希望す

る保護者が多く、定住化が進んでいる。学

校教育で取り組む国際理解教育といえば、

それまでは中国・朝鮮・欧米のことが中心

だったが、南米の国々のことも扱うことが

重要な課題となっている。

　長浜市でも、派遣会社を通じて、ブラジ

ルやペルーなど南米から来日する外国人が

増 え、 平 成 25 年 1 月 1 日 現 在 で は、

3,087 人の外国人が居住し、市の人口の
＊長浜市立長浜北小学校教諭（国際理解教育）

小学校における外国人児童教育の取り組みと課題
古山友和＊

要　旨：小学校で年々増加傾向にある外国人児童に対する教育上の課題とし
て、外国人児童を支援していく体制の課題、外国人児童自身の抱える課題、
教員の課題、保護者の理解と協力を得る必要性など、様々な課題が山積して
いる。ここでは、長浜北小学校を例に取り上げて、取り組んできた外国人児
童の進路を見据えた個別の指導計画の作成や外国人児童同士の仲間づくり、
国際理解教育の展開、そして保護者懇談会のもち方などについて紹介し、今
後の課題について考察する。
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2.5％を占めている。その外国人が集住す

る地域にある長浜北小学校は、平成 25

年 1 月 1 日現在外国人児童が 48 名在籍

し、全児童数の 6.1％を占めている。10

数年前に外国人児童が急激に増加した頃

は、暴力や不登校などの生徒指導上の問題

が多く見られたが、多文化共生の学校作り

を進めることで、そうした課題は解消され

つつある。しかし、外国人児童の学校生活

が落ち着いてくると、進学できる学力をつ

けることやどのように社会に出て行くかを

考えさせるキャリア教育の必要性などの課

題が明確になってきた。そこで、本校の特

色であった特別支援教育の考え方を取り入

れて、将来の夢や高校進学を見据えた支援

を行っている。また、外国人児童を中心と

した多文化共生の学校作りは、国際理解教

育や人権教育など学校の中核になる取り組

みにつながると位置づけている。

　外国人児童教育を進めていく上での課題

としては、外国人児童を支援していく体制

の課題、外国人児童自身の抱える課題、外

国人児童の教育に関わる教員の課題、保護

者の理解と協力を得る必要性など、様々な

課題が山積している。そうした中で、長浜

北小学校で取り組んでいる外国人児童の評

価と日本語指導、学級担任の支援、そのた

めに作成している個別の指導計画、保護者

の理解と協力を得るための手立てについて

報告する。

　まだ、歴史も経験も浅い外国人児童教育

だが、その推進役を担っているのが、日本

語指導加配教員である。私は、この担当に

なると、これまで特別支援学級担任や少人

数指導を担当した経験から、外国人児童の

日本語能力や計算能力等の評価に取り組ん

だ。その中で、外国人児童がどんなことに

つまずいていて、そのつまずきに対して如

何なる支援をしていったかを具体的に伝え

たいと思う。また、日本語の指導だけでな

く、外国人児童の教育をコーディネートし

ていくことが必要である。外国人児童が自

立するまでの支援のための個別の指導計画

の作成や外国人児童同士の仲間づくり、国

際理解教育の取り組み、そして保護者懇談

会の持ち方など、この 2 年間に取り組ん

だことを紹介したい。課題の多い外国人児

童教育であるが、児童と直接関わっている

学校が、外国人児童の理解に努め、児童自

身や児童の課題と向き合っていくことの大

切さを伝えたいと思う。

１．�滋賀県の外国人児童・生徒に対する支

援体制と課題

　滋賀県では、公立の小・中学校の約半数

の学校に外国人の児童・生徒が在籍してい

る。そして、そのうちの約 8 割の学校の

外国人児童・生徒の在籍数は、5 人以下
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である。では、どのような支援体制が取ら

れているかというと、日本語指導の必要な

外国人児童・生徒が 10 人以上在籍して

いる学校には、正規の加配教員が配置され

ている。日本語指導の必要な外国人児童・

生徒が 30 人以上在籍している学校に

は、加配教員に加え、週あたり 9 時間の

臨時講師が配置されている。さらに、日本

語指導の必要な外国人児童・生徒が 40

人以上在籍している学校は、加配教員が複

数配置されている。平成 24 年度、正規

の加配教員が配置されているのは 23

校、その内、複数配置されているのは、1

校である。加えて市や町独自で、支援員

（通訳）を派遣しているところもある。

　では、日本語指導の必要な外国人児童・

生徒の在籍が 10 人未満の学校では、ど

ういう支援体制が取られているかという

と、週 2 日程度、臨時講師（支援員）が

派遣され、日本語を指導している。この臨

時講師（支援員）は、母国語が話せる方

で、必ずしも教員免許を所有しているわけ

ではない。こうした学校が外国人児童・生

徒が在籍する学校の 8 割近くあり、ここ

に外国人児童・生徒教育への位置づけ・支

援体制に大きな課題があると言える。

　では、日本語指導加配教員が、どういう

役割を果たしているかといえば、外国人児

童・生徒に対しては、次の諸点が考えられ

る。①日本語指導、②生活適応指導、③進

路指導、④問題行動への対応、⑤受け入れ

や引き継ぎの対応、⑥学級担任への助言、

⑦支援計画の作成・評価（支援体制の確

立）、⑧保護者への啓蒙（保護者懇談会等

の実施等）、⑨日本文化理解のための活動

の実施の他、⑩教育に関する職員研修の実

施、⑪教育推進委員会の実施、⑫全校児童

に対する異文化理解・外国人理解のための

活動の実施、⑬各種教育における国際理解

教育の推進、⑭県や市の支援員（通訳）の

活用、⑮関係機関との連携などである。

　このように、日本語指導加配教員は、外

国人児童・生徒への日本語指導をはじめと

する直接的な指導だけでなく、学校の全教

育活動における外国人児童・生徒教育の推

進、国際理解教育の推進などのコーディ

ネーターとしての役割も果たしている。し

かし、外国人児童・生徒が 10 人未満の

学校では日本語指導加配教員が配置され

ず、学校の裁量に任せられている。そして

実際には、外国人児童・生徒教育の重要性

を認めながらも、学校の教員は、学力の向

上や生徒指導上の課題などが重要視される

傾向にある。また、毎日外国人児童・生徒

と関わり、子どもの様子を見取り、支援し

ていく者がいるかどうかは大変大きな問題

である。

　 ま た、 長 浜 市 で は、 平 成 22 年 度 ま



398 環境と健康 26（2013）

特集 / 国際化に対応する学校教育の実践的課題

で、来日したばかりの児童・生徒に対し

て、3 ヶ月程度、日本語指導や生活適応

のための初期指導を行う「なごみ」という

教室があり、重要な役割を果たしていた。

実際、「なごみ」に通っていた児童・生徒

は、ある程度日本語の読み書きができるよ

うになり、学校生活に比較的スムーズに適

応できていた。しかし、この教室に通うに

は、保護者が送迎する必要があり、仕事に

追われる保護者は、児童・生徒にニーズが

あっても通わせないという問題があった。

そのため、平成 22 年に廃止され、来日

したばかりの児童・生徒も、学校が直接受

け入れなければならなくなった。来日した

ばかりの児童・生徒に対しては、初期指導

として、サバイバル日本語の指導、学校生

活への適応指導など、子どもに寄り添った

きめ細かな支援が必要になる。こうした人

的、制度的な支援体制が整備されていない

ことも大きな課題と言える。

２．長浜北小学校の外国人児童教育

（1）� �日本語指導の必要な外国人児童の動

向・特徴

　長浜北小学校は、766 名の児童が在籍

する、学級数 30 の大規模校である。そ

のうち外国人児童は 48 名（6.1％）在籍

している。校区は、古くからの住宅地と新

興住宅、集合住宅が混在している地域で、

転出転入児童が多い。外国人児童の家庭だ

けでなく、各家庭の教育力の格差が広が

り、児童の学力や体力、生活力に大きく影

響している。そこで、体力作りを中心に生

活力や学力の向上を図っている。また、特

別支援教育や外国人児童教育にも力を入れ

ている。

　平成 25 年 1 月 1 日現在における本校

の外国人児童の在籍状況は、表 1 の通り

である。このように、本校には、6 ヶ国

48 人の外国人児童が在籍している。定住

化が進むことで、日本で生まれ日本で育っ

表1　外国人児童在籍状況（長浜北小学校、2013年 1月1日現在）

母国語
在　籍　学　年

合計
日本語習熟状況

国　籍
1 2 3 4 5 6 A B C

ポルトガル語 4 3 5 3 6 5 26 10 16 0 ブラジル

スペイン語 3 3 4 4 2 5 21 4 17 0
ペルー、ボリビ
ア、アルゼンチ
ン、パラグアイ

中国語 1 1 1 中国
合　計 7 7 9 7 8 10 48 15 33 0

A：ほとんど通じない　B：片言が話せる　C：日常言語には困らないが、教科等で支援が必要
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ていたり、幼くして来日していたりするた

め、日本の保育園・幼稚園を卒園している

児童も多い。従って、日本語はある程度話

せる児童が増えてきている。しかし、外国

人児童の転入も多く、日本語をほとんど知

らない児童が入学・転入学した際には、言

葉の指導だけでなく、学校生活に適応する

指導が必要であり、指導することが多岐に

わたっている。また、外国人児童の保護者

が日本語を理解していなかったり日本の学

校制度についての理解がなかったりするこ

とや仕事を優先するため、学習環境を整え

ることや家庭学習での協力を得ることが難

しい。さらに、生活習慣や文化の違いか

ら、欠席が多い児童も見られる。日本語が

ある程度話せるようになり、日本人児童と

同じように教育を受けていても、こうした

家庭の教育環境等により、学年が上がるに

つれて学力の問題が深刻になり、本人の学

習に対する意欲が低下し、将来への夢や自

尊感情がもてずに、怠学・不登校・生徒指

導上の問題等も起こっている。保護者の多

くは、日本永住や日本の高校進学を希望し

ているが、児童の多くは、自分の進路や将

来についてよく考えていない。外国人児童

が、日本の高校進学をめざすには、もう

5・6 年生のうちから、準備を始めていか

なければならないのが現状である。

　ほとんどの外国人児童は、何らかの支援

が必要であり、日本語指導や教科の補充だ

けでなく、生活支援を個々のニーズに応じ

て行っている。生活支援とは、あいさつや

言葉遣いなどのマナー、学習のルールや学

校生活のきまりなどの指導、友だちに対す

るコミュニケーションの取り方、困ったと

きにどうすればいいかというソーシャルス

キルの指導、学校行事への参加支援、生徒

指導上の問題への対応、保護者との教育相

談、保護者との懇談会等を指している。

　その中で、特に日本語が困難な外国人児

童については、日本語教室で取り出し指導

を行っている。これらの児童は、日本語教

室担当者と長浜市の支援員が児童の学習状

況を評価し、保護者の同意を得て取り出し

指導を行っている。日本語での語彙年齢を

評価すると、実年齢の半分にも満たない児

童が多い。音読・試写・聴写について調べ

てみると、試写は同学年の児童と大きな差

がないのに対して、音読になると逐次読み

となり、読み間違いも大変多い。聴写にな

るとさらに困難さが大きくなっている。日

常生活に関する会話ができるようになって

きても、知っているようで意味のわかって

いない言葉がかなりあり、話の内容が十分

伝わっていないことがある。さらに、漢字

に音読みと訓読みの複数の読み方があるこ

とや慣用句の理解、助詞の使い方の理解は

大変難しい。そして、文字の読み書きがで
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きるようになっても、言葉で考えたり、言

葉で表現することは、なかなか身につかな

い。国語科と算数科は学習補充を行ってい

るが、視覚的な情報の多い算数科より専門

用語を使う社会科や気持ちを考える道徳の

方が、困難さは大きいと思われる。そのた

め、高学年になると、意欲の低下や二次的

な問題が大きくなってくる傾向が見られ、

学習のつまずきにつながっている。

（2）� 日本語教室の取り組み

　日本語教室は、常時開設し、本校に在籍

する外国人児童に対して、次のような方針

で支援を行っている。①外国人児童の小学

校教育を保障するとともに、本校の人権教

育と国際理解教育の推進に努める、②外国

人児童の学力の向上を図り、進路について

夢をもたせるように努める。そして、外国

人児童の保護者にとって、在籍している学

級で一緒に学習できることが一番の願いで

あり、早期に在籍学級の学習に参加できる

ように、以下のような方策で、日本語指導

や生活適応指導、教科指導などを行ってい

る。

 1）日本語指導や教科指導のための、日

本語習得の評価：ひらがな・漢字の読み書

きや計算能力の評価だけでなく、PVT-R

（絵画発達語彙検査、日本文化科学社）や

音読・視写・聴写テスト（LD 学会の資

料）を活用して、個々の児童の日本語能力

を詳しく評価した。個々の児童の日本語を

習得している程度やつまずいていることに

応じた指導内容の充実は、指導効果をあげ

学 力 を 高 め る 効 果 が あ っ た。 ま た、

PVT-R で日本語の語彙の伸びを評価する

と、1 年間（12 ヶ月間）の指導で、語彙

数にして一人あたり平均 20 ヶ月分の伸

びが見られた。外国人児童の評価方法を広

げることにより、つまずきに応じた的確な

支援につなげることができた。

 2）個別の指導計画の作成：外国人児童

の日本語習得の評価と学級担任からの聞き

取り、保護者との懇談をもとに、個別の指

導計画を作成した。様式は、本校の特別支

援教育で活用されている様式を一部修正し

て利用した。昨年度作成したものに「母語

の状況」「家族の状況」「将来の夢」などの

情報や「成果のあった取り組み」「継続し

て取り組みたいこと」などの支援内容を付

け加えた。日本語教室への取り出し指導を

行っている児童については、ベースシート

の他にも在籍学級の個別の指導計画と日本

語教室の個別の指導計画を作成した。個別

の指導計画を作成することで、加配教員だ

けでなく学級担任教員や支援員が共通の情

報を分かち合いつつ一貫した方針で指導に

あたること、ならびに日本語教室での支援

と在籍学級での支援を明確にすることがで

きた。また、個別指導計画を元に、在籍学
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級の担任との打ち合わせや、指導の事前打

ち合わせ等の機会を多くもつことができ

た。さらに、こうした個別の指導計画が今

後の継続した支援に役立つものと考えてい

る。

 3）JSLカリキュラムを活用した指導

の充実：JSL（Japanese as a second 

language）カリキュラムについて研修を

深め、JSL カリキュラムの考え方を積極

的に取り入れていった。日本語教室での指

導の際には、算数科や社会科や理科でよく

使う用語の意味理解や使い方を指導した。

在籍学級の担任は、日本語教室で学んだ言

葉や文型を使って外国人児童も参加できる

授業作りに取り組んだ。このことにより、

日本語教室での学習と在籍学級での学習を

つなげ、外国人児童が日本語教室に通級し

ていない教科で、同学年で学習する内容を

学ぶことができた。

 4）外国人児童の支援レベルの設定とレ

ベルに応じた支援：外国人児童の日本語習

得の評価をし、個別の指導計画を作成する

ことで、次のような外国人児童の支援レベ

ルを設定し、支援にあたっていった。この

ことにより、より一人ひとりのニーズに応

じた支援ができるようになった。

レベル 1：学級担任による配慮・支援

（視覚的な教材を活用、個別に支

援、個別課題の設定）

レベル 2：加配教員による授業への入

り込み指導（日本語教室外の在籍学

級での一斉授業だと日本語ができな

くなることへの対応、つまずきに対

する具体的な支援）

レベル 3：日本語教室に一部取り出し

による支援（JSL カリキュラムの

活用、先行的な学習支援、補習的な

学習支援、学校不適応等に対する支

援）

レベル 4：日本語教室への取り出し指

導（その子に応じた日本語指導のカ

リキュラムで指導）

レベル 5：外国からの編入児童に対す

る初期指導（サバイバル日本語の指

導、学校生活への適応指導）

 5）日本語習得、適応指導を効果的に進

める教材開発：外国人児童一人ひとりにつ

けたい力が明確になることで、指導を効果

的に進めるための教材も整備することがで

きた。特別支援分野の教材や情報検索サイ

ト「かすたねっと」の教材は、大変有効で

あった。「読む」「書く」「話す」「聞く」

「漢字」「文法」「語彙を増やすこと」の各

領域に分けて、教材を整えていった。

 6）加配教員二人体制によるきめ細やか

な指導：本年度から加配教員が 2 名に

なったことで、よりきめ細やかな指導がで

きた。1 時間の指導人数が少なくなり、
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一人ひとりのつまずきに応じて支援できる

ようになっただけでなく、クラスへの入り

込み指導の時間が確保できるようになり、

在籍学級での学習を支援することができ

た。このことは、在籍学級での学習と日本

語教室での指導をつなげることに役立っ

た。その結果、外国人児童は、日本語教室

で学習することを楽しみにし、日本語教室

で学習することの意味を理解できるように

なってきた。また、生徒指導上の問題行動

や学校不適応等の課題解決に向けても丁寧

に取り組むことができた。

 7）支援員との連携体制づくり：長浜市

や県から支援員（通訳）が派遣されてい

る。彼らとの事前の指導の打ち合わせや、

外国人児童の状況の情報交換に積極的に取

り組み、指導に役立てることができた。ま

た、学習中の支援では、意味が伝わるよう

に言葉の通訳を効果的に学習に役立てるこ

とができ、学習の理解を深めることができ

た。また、生徒指導上の問題行動や学校不

適応等の課題解決に向けて、外国人児童の

思いを聞き取ったり、保護者との懇談を進

めたりする際に大変有効であった。

 8）家庭との連携の促進：支援者の協力

により各学年からの保護者宛の文書をポル

トガル語・スペイン語に訳し、家庭の協力

を得るのに努力した。その結果、保護者の

関心も高まり、保護者からの相談や連絡、

確認が多くなってきた。また、転入の際の

児童の保護者からの聞き取りの機会を積極

的に設けたり、教育相談を効果的に実施し

たりすることができた。さらに、外国人児

童保護者懇談会では、本校の卒業生を招い

て、小学校・中学校・高等学校時代の体験

談をしてもらった。大変多くの保護者や児

童が参加し、進路について考えることや学

習することの大切さについて考える機会と

なり、家庭学習に協力してもらえる保護者

が増えた。

３．これからの外国人児童教育

　長浜北小学校では、日本語指導を中心に

外国人児童に対し個々のニーズに応じた個

別指導をきめ細やかに行っている点に特色

がある。日本語習得に関し詳しく評価し、

個別の指導計画を作成し、外国人児童の母

国語や家庭の状況、将来像、従来行ってき

た取り組みや継続したい取り組み等が含ま

れている。その他、支援レベルを設定した

り、一人ひとりに対応した教材開発も実行

したりしている。同計画を利用すれば日本

語加配教員、学級担任、支援員等が互いに

連携を取りつつ個々の児童に適切な指導を

行いやすくなる。このような個別指導の実

施により解決が困難とされる学習のつまず

きに早く気付き、その克服を試みている点

が、長浜北小学校における取り組みの大き
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な意義である。

　外国人児童は、今後ますます増えていく

ものと考えられる。外国人児童は、親の都

合（労働・移住・結婚等）によって、自分

の意志とは無関係に日本にやってくる。そ

して、ある日突然、異文化・複数言語環境

（家庭－母国語、学校－日本語）の中に置

かれる。その中で、自分はどういう存在で

あり、どのように社会に出て行くかという

自己を確立していかなければならない。現

実に、日本の学校において、外国人児童・

生徒は、多くの課題を抱えている。しか

し、外国人児童と日本人児童が共生する学

校づくりを進めるには、学力の問題だけで

なく、生徒指導、人権教育、お互いを理解

し共に生活する国際理解教育、いじめへの

対応など学校の中核となるさまざまな取り

組みが関わってくる。

　そのために、学校での支援体制の充実、

支援のための外国人児童の日本語能力の指

導法・評価法の確立、個別指導法などの一

層の改善が望まれる。そして、最も大切な

ことは、学校の教員自身が、外国人児童・

生徒の抱える課題を理解し、外国人児童も

日本人児童もこれからのグローバル社会の

中で地球市民として活躍できる存在になる

よう育てていくという使命感を持つことで

あると思う。

おわりに

　学校の教員は、教科の専門知識・技能ば

かりでなく子どもの成長発達過程や心理な

ども深く理解し支援していく専門性が求め

られる存在である。私たちがよく言う「専

門の教員」とは、教科の知識や専門的な知

識や経験をたくさんもっている人を指すこ

とが多い。もちろん知識は必要であるし、

勉強していくことは重要なことである。し

かし、今、学校でつまずいている子どもた

ちや苦しんでいる保護者が 1 番に求めて

いる専門性は、知識や経験の多さだけでは

ないと思われる。目の前にいる子どもを素

直に見つめ、そのつまずきや行動の意味す

るところを的確に読み取り、子どものつら

さや願いを理解し、その子どもの抱えてい

る課題に向き合えることだと考える。今後

ますます増えてくる外国人児童に対し、外

国人児童の抱える課題を理解し、子どもの

苦しんでいることや将来への不安などの内

面に向き合える教員が一人でも多くなって

ほしいと願っている。
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１．高校国際科の開設

　私が勤める帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学

校は、大阪府堺市の泉北ニュータウンにあ

ります。1983 年に男子普通科が開設さ

れ、翌 1984 年には女子国際科がスター

トしています。高校国際科の開設は、全国

で初めてでした。国際科では、必修選択科

目として「第二外国語」があり、中・韓・

仏・西の四ヶ国語から一つを選びます（2

年次 2 単位、3 年次 1 単位）。また、「国

際理解」という科目があり、地歴公民科教

諭が担当します（1 年次 2 単位、2 年次

1 単位、3 年次 2 単位）。他にも、語学合

宿、韓国研修旅行などの行事も用意されて

います。

　学校の国際教育に関わるすべての取り組

みについてご報告することは、紙数の都合

もあってできませんので、私にとってかか

わりの深い科目「国際理解」とユネスコ部

やインターアクトクラブの活動、高校模擬

国連大会などを中心に報告させていただき

ます。

２．科目「国際理解」

　以下に 3 年間に亘る国際科 16 期生の

科目「国際理解」を紹介します。

　「国際理解Ⅰ」（1 年生対象）では、国

連とユネスコ、日中関係などの時事問題、

日本における中国人留学生、戦争中の日本

とアジアの民衆、戦中世代の戦争責任、靖

国問題、戦後世代と「戦争責任」、青年海

外協力隊、ワーキングホリデー、「文化的

寛容の精神」と「文化的相対主義」、人種

間対立と人権抑圧、NGO「多文化共生セ

ンター」などについて学びます。戦争中の

日本とアジアの民衆については、加害・協
＊帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校教諭（社会科、地歴公民科）

要　旨：高校での国際教育を教室の中とテスト用紙の上で完結させてはなり
ません。筆者の勤務校での体験として、高校国際科のカリキュラムや科目
「国際理解」の授業内容について紹介し、ユネスコ部・インターアクトクラ
ブの活動や高校模擬国連大会などについても言及し、生徒を国際人として成
長させていく可能性を考察します。

高校での国際教育の取り組み
－ユネスコ活動、摸擬国連などを通して－

岡　憲司＊
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力の両面から生徒が調べた文章をまとめ、

冊子も作成しました。

　「国際理解Ⅱ」（2 年生対象）では、韓

国研修旅行に向けて、日本と韓国の歴史的

関係や現在の関係などについて学びます。

渡来人か帰化人か、任那日本府はあった

か、好太王の碑文の解釈、百済と日本の関

わり、高麗と元寇、文禄・慶長の役、朝鮮

通信使、明治政府の朝鮮政策、韓国併合と

日本統治時代の朝鮮政策、族譜、南北分

断、韓国の日本文化開放政策、慶州ナザレ

園（韓国残留日本人の老人ホーム）、木浦

共生園（日本人が守った韓国人孤児のため

の施設）と故郷の家（堺市内にある、主に

在日韓国人のための老人ホーム）について

授業をしています。韓国研修旅行では、

「慶州ナザレ園」や「独立記念館」も訪ね

ており、そこでの学習も授業との相乗効果

により深めることができました。

　「国際理解Ⅲ」（3 年生対象）では、人

口問題、環境問題、野生動物の保護、児童

労働と児童売買、NGO「グリーンピー

ス」、対人地雷、中田武仁・厚仁親子とカ

ンボジア、カンボジアの「日本橋」と

ODA、プール学院大学学生のミャンマー

でのボランティア活動、小論文指導（商業

捕鯨再開の是非、英語第 2 公用語論、就

学前英語教育の功罪、ODA の光と陰）、

時事用語学習などについて授業をしていま

す。

　「国際理解」の授業は、創意工夫の余地

が大きいので、国際科 25 期生を担当し

た 3 年間には、次のような内容を付け加

え て い ま す。「 国 際 理 解 Ⅰ 」 で は、 ①

2008 年 3 月に私が団長として引率し

た、日本ユネスコ協会連盟主催・カンボジ

アスタディーツアー報告、②青年の船、③

アソシエート・エキスパート、④世界遺

産、⑤世界寺子屋運動、⑥オーストラリア

語学研修参加者の事前研修も兼ねて、豪日

の歴史的関係、⑦ NIE（Newspaper In 

Education：学校教育で新聞を活用する

取り組み）、「国際理解Ⅱ」では、①韓国研

修旅行に向けてのガイドブック作り、②拉

致問題、③在日韓国人・朝鮮人の現状、④

ブリティッシュ・カウンシルを通しての英

国・韓国の学生との交流、「国際理解Ⅲ」

では、①パソコンを使って大阪紹介作品の

作成、② NPO「アニマル・レフュージ関

西」、③生物多様性の保護、④核兵器問題

などです。

３．�国際教育の一つの柱としてのユネスコ

理念

　日本は 1956 年に国際連合に加盟しま

したが、ユネスコ（国際連合教育科学文化

機関）には 5 年も前の 1951 年に加盟し

ています。順序としては不自然です。なぜ
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国連加盟に先立って国連の専門機関である

ユネスコに加盟できたのでしょうか。それ

は、世界で最初の民間ユネスコ活動が日本

で始まったことと無関係ではありません。

第二次世界大戦で様々な苦難を経験した日

本人の大多数が、平和な社会を強く望み、

ユネスコ設立翌年の 1947 年には、仙台

ユネスコ協力会が世界初の民間ユネスコ団

体として発足しています。続いて京都・奈

良・神戸でも協力会が発足しています。

　領土に関する対立に注目が集まり、防衛

力の強化が進められようとしているこの時

期に、不測の事態に突入してしまわないた

めに、もう一度ユネスコ憲章前文を読み返

し、「人類の知的・精神的連帯」を深め、

「心の中に平和の砦をつくる」という決意

を確認することは有益です。

　私は、国際教育をリードするユネスコに

関心をもっていました。教員になって国際

教育に関わるときには、いつもユネスコ精

神を基礎に据えるように心掛けています。

また、地域ユネスコ協会等での、国際理解

や国際交流に関わる市民活動も 30 年間

続けています。私も含め、クラブ活動・学

校行事・授業などを通して、生徒達に国際

理解、国際交流、国際協力などの機会をで

きるだけ多く提供するように努めている小

中高の教員は少なくありません。こうした

取り組みが、各種国際協力に対する理解

者・支持者を増やすことを願っています。

４．ユネスコ部とインターアクトクラブ

　国際科スタート時にユネスコ部が設置さ

れ、私も顧問として関わり始めました。ユ

ネスコ部では、国際交流・国際協力・福

祉・ボランティアなどの活動を続けていま

す。2011 年 10 月 に は、 泉 州

KUMATORI ロータリー E クラブの支援

を受けて、インターアクトクラブ（IAC）

の活動も始めました。IAC とは、ロータ

リークラブ（RC）から物心両面の援助を

受けながら活動する学校クラブ活動です。

活動目的は地域奉仕や国際親善、福祉・ボ

ランティアなどを担う青少年を育成するこ

とです。地域ロータリークラブからの提唱

を受けて成立します。IAC としての活動

内容は、ユネスコ部としての活動と矛盾す

るものは全くありません。

　現在ユネスコ部・インターアクトクラブ

として取り組んでいるものの一つとして、

難民支援のための子供服回収があります。

これは、もともと国連難民高等弁務官事務

所とユニクロが協力して取り組んでいるプ

ロジェクトです。今年度ユニクロは全国で

100 校を選び、趣旨をユニクロ社員が講

師となって学校へ説明に向かい、協力の輪

を学校・生徒・保護者に拡大していこうと

いうもので「服のチカラ　プロジェクト」
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と呼ばれています。ユニクロの CSR（企

業の社会的責任）活動の一環ですが、学校

で回収する服はどこの製品でもよいので、

生徒や保護者にも協力を求めやすいので

す。子供服回収活動だけでなく、この活動

を通して難民についての理解も深めること

ができるように、2013 年の文化祭では

展示発表もしています。本校が、IAC の

活動を始めてまだ 3 年目ですが、生徒が

外国事情について理解を深めたり、国際交

流したりする機会を用意することができま

す。

　活動計画には、概ね以下のようなものが

あります。①年次大会：各校の活動紹介・

活動報告とワークショップ、②国際交流親

睦会：韓国文化や在日韓国人学生とのふれ

あいなど、③リーダーシップフォーラム：

少年兵問題などの講演会とワークショッ

プ、④海外研修オリエンテーション：海外

研修説明と準備内容確認、⑤海外研修

（12 月下旬）：マレーシア、台湾など、⑥

海外研修報告会：ホームステイや文化交流

など、⑦青少年・ライラ研修セミナー：東

日本大震災被災地復興と防災学習など、⑧

新入生歓迎会：仲間づくりなどです。12

月の海外研修には、RI2640 地区提唱ク

ラブからの資金援助があり、生徒はかなり

安く参加することができます。また、中高

生がボランティア活動をする場合にも、提

唱クラブからの支援金を活用できる場合が

想定できます。

　このように IAC の活動は、国際交流・

国際協力・福祉・ボランティアなどに興味

を持つ中高生を力強く応援することになり

ます。地域の他校生徒と協力する機会も多

く、相互に刺激を与え合っています。

５．カンボジア・スタディーツアー

　ここで、日本ユネスコ協会連盟主催・

「ユネスコ青年交流信託基金 ユース・スタ

ディーツアー in カンボジア」についてご

紹介します。1999 年ドイツで開かれた

ケルン・サミットで先進国首脳たちは青少

年国際交流の必要性を強調しました。これ

を受けて日本政府が拠出した ODA を活用

する形で「ユネスコ青年交流信託基金」が

つくられ、「ユース・スタディーツアー in

カ ン ボ ジ ア 」 が 実 現 し ま し た。 私 は

2008 年春に、カンボジア・スタディー

ツアー団長として、各地のユネスコ協会か

ら推薦を受け選ばれた 14 名の高校生を

引率しました。カンボジアは学習テーマの

宝庫であり、スタディーツアーに最も適し

た国の一つです。3 月 23 日～4 月 4 日

のカンボジア滞在中、私たちは実に多くの

場所を訪ね、多くの経験をさせてもらいま

した。

　水上寺子屋など三つの寺子屋を訪ね、子
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ども達やスタッフと様々な形で触れ合いま

した（写真 1）。授業見学後高校生は、日

本の戦後復興や教育についてのプレゼン

テーション、紙風船や剣玉を使っての交

流、清掃活動などを行っています。世界寺

子屋運動の実際と意義を学ぶことができま

した。ユネスコ世界文化遺産のアンコー

ル・ワットも訪ね、その壮大さ・美しさ・

歴史と文化を強く感じただけでなく、修復

活動にあたる人々の尊い努力を間近に見る

ことができました。ポル・ポト派による監

禁現場・虐殺現場の他、地雷処理活動現場

（写真 2）を見学して、命の尊さ・人権や

平和の大切さを心の底から学ぶこともでき

ました。スラム住民が煙くすぶるゴミ山で

金属やビニールを集めて生計を立てる様子

（写真 3）も近くで見ることができまし

た。生徒達は、貧困・物売りの子ども・物

もらいの子どもなど普段見ないものを見て

戸惑い、物品購入の是非などについて深い

意見交換をしていました。

　小学校・高校・大学などでの交流の場も

ありました。プノンペンの高校生の物質的

豊かさは、私たちを驚かせました。また、

現地大学生と衛生環境改善、識字教育支援

などの目的でプロジェクトを立ち上げ実践

した経験は、社会を変えていく主体者とし

て成長するための一歩になったはずです。

写真1　チョンクニア水上寺子屋
　雨季と乾季で移動する。

写真3　ゴミ山で生計を立てる人々
　縄張りがあります。

写真2　地雷除去現場で
　このプロテクターでは、手足は守れない。
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　スタディーツアーの教育的意義を説明す

るためには、「百聞は一見にしかず」とい

う言葉が役立ちます。今日の高校生は、本

やテレビ番組の形で膨大な量の情報に囲ま

れています。しかし、情報量が多ければ多

いほど、それに翻弄されないための取捨選

択が難しくなるので、不要不急の情報とし

て全てをシャットアウトしてしまうことも

珍しくありません。こうしたスタディーツ

アーの直接経験が与えるインパクトは大き

く、そこから学べるものは計り知れませ

ん。

　私は、2008 年度に入学した生徒達

に、「国際理解」の授業などを通してこの

経験を伝えました。その結果、ユネスコ部

に入ったある生徒が、2009 年度のカン

ボジア・スタディーツアーに参加していま

す。現在京都の大学で学ぶ彼は、地域ユネ

スコ協会を通してユネスコ活動・国際協力

活動を続けています。昨年の 8 月には、

北朝鮮を訪問し、平壌の小学生や大学生と

交流しており、母校の文化祭で報告してく

れました。

６．全日本高校模擬国連大会

　全日本高校模擬国連大会は、東京の国連

大学でこれまで 6 回開催されています。

全国から約 50 チーム（1 チーム 2 名）

の高校生が書類審査により選抜されます。

各チームがどこかの国の大使の立場を与え

られ、現実に国連総会などで審議される

テーマについて議論します。「各国大使」

は、事前にその国が置かれている状況や国

際会議における発言や投票行動について調

べ、レポートを提出してから大会に参加し

ます。

　この大会は、公式協議と非公式協議から

なります。公式協議は模擬国連について十

分な経験とトレーニングを積んだ大学生に

よって運営され、議事進行、スピーチ、意

見交換、決議案説明などは英語で行われま

す。非公式協議は、参加者が席を立ち、他

国大使と交渉します。利害関係や主張が近

い国とは、協同決議案の提出を呼びかけま

す。もちろん、その過程で説明、説得、多

数派工作などが行われますが、この部分は

日本語で行うことになっています。公式協

議と非公式協議を何度も繰り返しながら、

1 日目の終りから 2 日目の初めに、決議

案統合などの交渉もします。2 日間の短

い取り組みですが、議事進行ルール（プロ

シージャー・マニュアル）に定められた手

続きに基づいて、厳格に議事が進められ、

最終的には公式協議で採決にかけます。

　本校からは、2010 年度にユネスコ部

員（当時高校 2 年生 4 名）が初めて参加

しました。この時の議題は「安全保障理事

会の改革」で、男子 2 名は中国大使とし
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て、女子 2 名はマレーシア大使として参

加しています。これに刺激を受けたユネス

コ 部 の 後 輩 達 が 後 に 続 い て い ま す。

2011 年度は、女子 2 名（当時高校 2 年

生と 1 年生）が選ばれ、フランス大使と

して参加しました。「エネルギー安全保障」

という議題について自信をもって発言する

ために、大会前日にはフランス大使館を訪

問して、フランスのエネルギー政策につい

て話を伺えたことも貴重な体験でした。さ

らに、2012 年度には当時高校 2 年生の

女子 2 名がスウェーデン大使の立場で参

加し、「核軍縮」について議論しました。

もちろん今年度もチャレンジします。

　全日本高校模擬国連大会の参加者は、国

際的な課題について理解を深め、様々な解

決方法について比較検討し、最終的には決

議案を選択するという経験を持ちます。英

語力を含め自らの非力を痛感することもあ

るでしょうが、各地の優秀な高校生から強

烈な刺激を得て帰ることになります。地球

的課題を解決するために立ち向かう事の面

白さにも向き合うことになります。

７．関西高校模擬国連大会

　関西高校模擬国連大会は、京都外大西高

校が中心となり米国領事館や京都府教育委

員会など多くの後援を得て国立京都国際会

館で行っており、2013 年 6 月には第

22 回大会が実施されています。2013

年度は近畿各府県の他、岡山・神奈川から

も合計 13 の高校が参加しています（写

真 4）。

　関西高校模擬国連大会のメリットは、一

つの高校から数名～数十名の生徒が参加で

きるということと、本気であれば毎年続け

て参加できるということです。全日本高校

模擬国連大会の場合は、一つの高校からは

最大 4 名までしか参加できませんし、選

抜があるので毎年参加できるとは限りませ

ん。関西高校模擬国連大会は、議事進行そ

の他のスタッフ役も含め高校生の役割が多

いので、大勢の参加が可能で、それが大き

な魅力です。模擬国連の経験を通して、参

加者は発展途上国の低開発の現実を深く知

り、解決にむけて国際社会が取るべき方策

について、真剣に考えるようになるでしょ

う。

写真4　関西高校模擬国連大会
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８．青少年赤十字の活動について

　大阪府の事例でいうと、公立私立合わせ

て 15 の高校が、青少年赤十字（JRC）

加盟校になっています。JRC 活動の三つ

の実践目標は「健康・安全」、「奉仕」、「国

際理解・親善」であり、ユネスコ部、イン

ターアクトクラブ、ボランティア部、生徒

会などの活動目標と重なります。

　基本になる活動は、①創始者アンリ・

デュナンの博愛思想の学習、②救急救命法

や三角巾使用法の学習、③海外の赤十字・

赤新月活動をする学生との交流、④献血や

募金などの呼びかけ、⑤ボランティア・マ

インドやリーダーシップのトレーニングで

あり、日本赤十字社大阪府支部青少年・ボ

ランティア課が、各高校の顧問と連絡を取

り合い、年間に 10 回程度、活動への参

加を呼びかけます。

　実際には年間以下のような事業をしてい

ます。①メンバー連絡協議会：年間活動計

画づくりと献血の呼びかけ、②新入生歓迎

会、③青少年赤十字リーダーシップ総合型

トレーニング・センター（通称トレセ

ン）：小中高生が合宿し、集中的に研修す

る。小学生の多くは、児童会担当教員が引

率、④献血セミナー：献血についての学習

と献血の呼びかけ、⑤近畿ブロック合同国

際交流事業：シンガポールやマレーシアへ

6 泊 7 日で 2 名を派遣することもある、

⑥メンバー連絡協議会：会長等を改選し、

活動計画をたてる、⑦青少年赤十字国際交

流事業：来阪する外国人青年を受け入れ

る、⑧歳末助け合い募金：学校毎にできる

範囲で実施する、⑨メンバー連絡協議会、

⑩卒業生送別会、⑪青少年赤十字スタ

ディー・センター（通称スタセン）：高校

生のみ 1 泊 2 日で参加する、⑫メンバー

連絡協議会：東日本大震災被災地ボラン

ティア活動を実施した高校生や同様の活動

を予定中の高校生が話をして、刺激を与え

るなど。

９．ユネスコスクールの活動

　ユネスコスクールは「持続可能な開発の

た め の 教 育、Education for 

Sustainable Development（ESD、 持

続発展教育）」を推進するための拠点とし

て、パリのユネスコ本部から認定を受けた

学校です。現在は世界 180 以上の国・地

域で 9,500 校以上が加盟するネットワー

クとなっています。日本でも、2013 年

9 月現在、580 校を超えています（ユネ

スコ・アジア文化センターホームページよ

り）。ちなみに、大阪府下の高校では 19

校、京都府下の高校では 4 校です。

　ユネスコスクールで特に強調される学習

テーマは、ESD で、持続可能な地球環境

を維持するための環境教育に取り組む学校
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が多いのですが、世界文化遺産学習・地域

文化遺産学習・地球的課題解決のための国

際的フォーラムの実施などに取り組む学校

も少なくありません。従来からの①国際理

解教育、②異文化間理解教育、③開発教

育、④海外事情学習、⑤在日外国人を含む

人権学習、⑥命の大切さの学習、⑦国際交

流・国際協力など多様な学習がユネスコス

クールで実施されており、特別な制限はあ

りません。私自身は、従来からの国際教育

の地道な取り組みを高く評価しているの

で、ユネスコスクールや ESD は、国際教

育に再び弾みをつけるための手段とみなし

ています。

　2014 年 に、 ユ ネ ス コ 本 部・ 日 本 政

府・文部科学省主催で 33 ヶ国の高校生

が集まる「UNESCO ASPnet　高校生

ESD 世界フォーラム」が岡山県で開催さ

れる予定です。その準備セミナーとしての

位置づけで、2013 年 1 月に大阪で、日

中韓 3 ヶ国の高校生による「東アジア・

フォーラム」が実施されました。また、

2013 年 11 月 に は や は り 大 阪 で、 約

10 ヶ国の高校生による「ESD アジア太

平洋フォーラム」が実施されます。

　ユネスコスクールは元々各校単位で申請

し個別に認定を受けているので、各校は独

自の活動をするのが原則です。ユネスコス

クール同士が連絡を取り、協力し合うこと

はお互いの刺激にもなり有益ですが、学校

独自の取り組みが制約を受けるということ

はありません。それぞれのユネスコスクー

ルには、初心を大切にし、軸足を常に確認

する作業が求められます。海外では「ユネ

スコスクール」という表現は、殆ど通用せ

ず、ASPnet（Associated Schools 

Project Network）という表現が使われ

ます。

10．学習指導要領との関わり

　ここで取り上げてきた活動の多くは、全

国の高校を対象に門戸が開かれており、本

校に限られた特殊な事例ではありません。

文部科学省はこれらの教育活動をどのよう

に捉えているのでしょうか。「生きる力」

を強調する現行の学習指導要領には、次の

ように書かれています。

　「高等学校学習指導要領 第１章 総則」

の第 5 款「教育課程の編成・実施に当

たって配慮すべき事項」では、「生徒の自

主的、自発的な参加により行われる部活

動」を「学校教育の一環」として位置付け

ており、「教育課程との関連が図られるよ

う留意すること」を求めています。また、

「地域の人々との交流、社会教育施設や社

会教育関係団体等の各種団体との連携」な

どの運営上の工夫も求めています。「高等

学校学習指導要領解説 総合的な学習の時
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間編」では、さらに具体的な言及がありま

す。「第 2 章」の中で、「地域の人や専門

家から話を聞き協力を得る」ことにより、

「地域社会に参画し貢献しようとする意識」

を高めるべきことを指摘しています。また

「第 7 章」では、「学校外の多様な人々の

協力を得たり、生徒が積極的に社会参画す

る活動を位置付けたりして学習活動を充実

させるには、綿密な打ち合わせが必要であ

る」ことにも言及しています。学校外の協

力者を学校に招いたり、生徒を学校外で活

動させたりすることを、授業や部活動の中

で計画的に進めるべきであると、文部科学

省が奨励するようになったということで

す。

おわりに

　最後に以上に述べた国際教育活動の意義

と課題について述べさせていただきます。

私の勤務校が、インターナショナル・バカ

ロレア（IB）に強い関心を示した時期

に、何度か IB 教育についての勉強会に

行ったことがあります。2011 年 12 月

にも玉川大学で IB について学んでいま

す。IB 教育は、学校教育を「教室の中と

テスト用紙の上で完結させてはいけない」

と考えていること、言い換えれば、「教科

の枠を超えて、社会とのつながりの中で

様々なことを考えさせ学ばせたい」という

強い志向があることに感銘を覚えました。

　私が紹介した各種国際教育活動は、IB

教育そのものではありませんが、学習を教

室の中とテスト用紙の上で完結させるので

はなく、国内や国際社会とのつながりの中

で学ばせたいという考えに基づいている点

が共通しています。社会の中で出来るだけ

直接体験をしつつ課題に気づき、その解決

方法を考えて何らかの行動に結び付けると

いう学習が、上記の各種国際教育活動の意

義です。それが可能になるのは、生徒を他

校の生徒とともに地域社会や国際社会に

引っ張り出して様々な課題に直面させた

り、NGO や NPO の人の話を聞いて様々

な課題を疑似体験させたりする機会が数多

くあるからです。

　国際的課題には、様々なものがありま

す。①発展途上国が抱える低開発の問題に

は何があるのか、②先進国は発展途上国に

何をすべきなのか、③歴史的関係から生ず

る国際関係の困難をいかに克服するか、④

核軍縮に賛否両論があるのはなぜか、⑤文

化を互いに尊重しあうということはどうい

うことか、⑥国際人道法は我々に何を求め

ているか等々。教員がこれらの課題を要領

よく整理して教室で解説することもできる

かもしれません。そして、それをテストに

出題すれば、生徒たちは覚えるかもしれま

せん。しかし、それだけでは、「教室の中
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とテスト用紙の上で完結する学習」と言わ

ざるを得ません。

　たとえば、青少年赤十字活動では「気づ

き、考え、行動する」ということが強調さ

れますが、ユネスコの活動にせよ、イン

ターアクトの活動にせよ、模擬国連の活動

にせよ、同様の傾向があります。いうなれ

ば、習った知識を行動につなげる学習活

動、身近な社会の問題を世界につなげて実

践する国際教育活動が重要ということで

す。実際に、これらの活動を経験して高校

を卒業した後も、赤十字青年奉仕団、ロー

ターアクト、大学模擬国連、地域ユネスコ

協会青年部などで活動を続けている青年を

多数知っています。もちろん彼らは、後輩

の指導にもあたってくれます。国際教育活

動は、彼らに何らかの知識を付け加えたと

いうよりも、彼らの価値観や生き方に影響

を与えたといえるかもしれません。そし

て、そのように行動に移し実践する人こそ

国際人と言えるでしょう。

　更なる課題としていつも考えていること

は、校内の役割分担と後継者育成です。国

際理解・親善や地域奉仕・ボランティアの

ような大切な活動に興味を持つ生徒が増え

ることは喜ばしいことですが、部員が増え

れば増えるほど顧問は忙しくなり、「うれ

しい悲鳴」をあげることになります。現

在、積極的に協力してくれる若手の同僚が

複数いて、頼もしい限りですが、これを分

掌なり委員会に位置付けることも含めて考

えるべき時かもしれないと感じています。

　進学指導を重視する学校の中で、「教室

の中とテスト用紙の上で完結する学習」を

重視する傾向は根強く、これを否定するこ

とは困難です。多くの学校が IB 教育に関

心を示しながらも、そこに踏み込めないで

います。私は、上記の国際教育活動は、生

徒に IB 教育に近い経験を持たせ国際人と

して成長させて行くきっかけとなると考え

ています。
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１．はじめに

　世界保健機構によると 14 歳以下の障

害のある子どもは世界中におよそ 9,300

万人から 1 億 5 千万人と推定されてい

る。その大多数は未就学であり、「万人の

ための教育」とは無縁の社会で暮らしてい

る。アジア地域の途上国に共通する課題と

して財政上の制約、貧困、保健体制の未整

備、栄養失調、支援サービスの欠如、通学

手段の制約、障がいに関する社会の認識不

足を背景にした差別と偏見、特別支援学校

の未整備、専門家の不足などがある。この

ような状況下にあっても特別支援学校はど

の途上国にもあるが、大都市部に限られて

いる。途上国では通常の教育が最優先され

特別支援教育は後回しにされていることが

多い。

　途上国政府の特別支援教育関係者は、こ

れまでに国連総会で採択された障がいのあ

る人に関する諸決議、例えば障がい者の権

利に関する宣言（1975 年）、国際障がい

者年の宣言（1976 年）、国連障がい者の

10 年（1984 年 ）、 サ ラ マ ン カ 声 明

（1994 年）などの勧告内容についてよく

理解し、特別支援教育の普及が急務である

ことを十分に認識している。しかし、上で

述べた理由で特別支援教育を一国の力で開

発・整備できないため歯がゆい思いをして

いる。すでに「万人のための教育」を達成

したわが国には、途上国のこのような現実

を受け止め、途上国の関係者と手を携えて

特別支援教育協力を推進する責務がある。

遠い外国の状況だと看過するのではなく、

何らかの手立てを講じ、組織的・持続的に
＊つくば国際大学東風高等学校校長（特別支援教育学、教育開発国際協力研究、アダプテッド・スポーツ科学）

わが国における特別支援教育の国際的対応
中田英雄＊

要　旨：「万人のための教育」を達成したわが国には、途上国の特別支援教
育協力を推進する責務がある。遠い国の出来事と看過するのではなく、組織
的・持続的に支援することが国際的対応のひとつになる。ここでは、インド
ネシア教育大学との長年の研究交流が国際教育協力にまで発展した事例と
JICAアフガニスタン技術協力プロジェクトに参加した事例について述べる。
時を経て2つの事例は接近し、教育協力関係が生まれることになる。両方
の国際教育協力プロジェクトが日本の経験をモデルにしている点も注目され
る。
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支援することは国際的対応のひとつにな

る。国際協力機構（JICA）、NGO、NPO

等が特別支援教育協力を実施している。大

学でもその一翼を担えないだろうか。

　ここでは、筆者が筑波大学在職中に受け

入れたインドネシア教育大学の国費留学生

との継続的な交流が国際教育協力に発展し

た事例、および JICA のアフガニスタン技

術協力プロジェクトに筆者が参加した事例

について述べる。前者は大学が単独で実施

したプロジェクトであり、後者は大学と

JICA が連携して実施したプロジェクトで

ある。この 2 つの事例は時を経て結びつ

くことになる。

２．�インドネシアにおける特別支援教育協

力－日本・インドネシア協働授業研究

会－

　インドネシア各地の特別支援学校を訪れ

ると施設・設備面の遅れは一目瞭然であっ

た。施設・設備面の状態は一目でわかった

が、教師の実践力については窺い知ること

ができなかった。依頼されて現地の大学や

学校で日本の特別支援教育の実情、国際社

会の動向などをスライドやビデオを使って

講演したが、インドネシアの教師に役に立

つのかどうか疑問が生じ、ある種のむなし

さと限界を感じることが多くなった。講演

や講義はトップダウンの研修である。受講

する教員は先進国の特別支援教育の状況を

知識として持つことはできるが、その知識

を実践活動に応用し、生かすまでには至ら

ない。あまりにも彼我の教育環境が異なっ

ているのである。こういう体験を重ねるう

ちに教育協力をボトムアップの方法に切り

替えられないかと考えるようになった。教

師のボトムの活動は日々の授業である。そ

こに教師の総合的な実践力、力量が現れ

る。個々の教師の実践力や力量を学校全体

で育て、教員全体で共有していかなければ

教師の質も学校の質も改善しない。そこ

で、授業の質の改善を高める方法に着目す

ることにした。筆者は、良い授業とは何か

を参加者全員で考える場が不可欠と考え、

日本の授業研究を国民教育省特別支援教育

局に提案した。指導案の作成、教材の準

備、研究授業、授業終了直後の研究協議会

という一連の流れが教師の実践力や力量を

高めることを力説した。提案は受け入れら

れ、同省特別支援教育局による現職教員研

修の一環として実施されることになった。

バンドンにあるインドネシア教育大学も授

業研究開催の趣旨に賛同し、日本・インド

ネシア協働授業研究実行委員会が結成され

た。筑波大学にかつて留学したインドネシ

ア教育大学の講師等が授業研究会の企画と

運営を担当した。

　2004 年に第 1 回日本・インドネシア
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協働授業研究会が、バンドンにある知的障

害特別支援学校と聾学校で、国民教育省特

別支援教育局とインドネシア教育大学の支

援のもとに開催された。特別支援教育分野

では同国で初の授業研究会であった。算

数・数学・体育の授業を日本人教員が行っ

た。インドネシア側も同様に行った。次に

両国の教師が二人一組になって各教科の協

働授業を行った。国情の違いが影響しにく

い算数（数学）と体育を選んだ。日本側か

ら 4 人の教師が授業に参加した。授業担

当者は会場となる学校を訪問して授業に参

加する子どもとふれあい、教師と打ち合わ

せをしたり、指導案を作成したり、教材用

に安価な品々を現地で購入したりした。両

国の教師が通訳を交えて文化の違いや留意

すべき事項をお互いに理解し、確認するこ

とができたのは有意義であった。異なる文

化を持つ教師同士の交流は協働授業研究の

一つのねらいでもあった。日本人教師の指

導案はインドネシア語に翻訳された。知的

障害のある児童生徒に対しては算数と体育

の授業を行い、聴覚障害のある児童生徒に

対しては数学だけの授業を行った。授業終

了直後に研究協議会を開き、良い授業につ

いて討論した。参加者は教師、行政関係

写真1　算数授業研究会モデル授業
（バンドン、2004 年）

写真2　体育授業研究会モデル授業
（バンドン、2004 年）
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者、保護者、大学教員、学生で合計 102

名であった。筑波大学で日本語を専攻した

元留学生が日本人教師の授業中の発言を通

訳した。写真 1 は算数の授業風景であ

る。

　授業後の研究協議会で聾学校の理事は、

「日本の授業は自由な雰囲気に満ちて、教

師が活動的であり、教材教具をうまく活用

していて参考になった。インドネシアの教

師はこの様な授業を見習うべきである」と

述べた。別の参加者は、「ことばの壁を超

えて授業が成立すること、黒板に向かって

机が U 型に設定してあることの利点、教

師が授業を公開すること、インドネシアで

も授業研究が必要であること」を指摘し

た。他の教師は、「ふだん一人で授業をし

ているが、2 名の教師で授業すると効果

的 で あ る こ と が わ か っ た の で、 こ の

Team teaching 方式を取り入れたい」と

述べた。別の学校長は、「教師の表情と児

童のほめ方が大変よかったので、日本へ

行ってこの目で実際の授業を見学したい」

と発言した。

　体育の授業を行った日本人教師は、古新

聞を丸めて作ったボールを古新聞紙に向

かって投げるスキルを指導した。古新聞を

効果的に利用した授業づくりに参観者は意

表を突かれたようであった（写真 2）。イ

ンドネシアの体育教師は、準備運動から始

め、伝統的なゲームで活動を高め、列の並

び方、整理運動までの流れをていねいに指

導した。この体育授業は、子どもたちが親

しんでいる伝統的な遊びを子どものニーズ

に合わせて改変した（Adapted）もの

で、子どもたちの歓声と笑い声が沸き起

こ っ た。Adapted physical education

（障がいのある子どもたちの体育）にふさ

わしい授業であった。授業直後の研究協議

会で、ある教師は新聞紙を用いた教具は興

味深く、子どもの自発性を引き出していた

と指摘した。また、別の教師から日本とイ

ンドネシアの体育授業に大きな差異はな

く、両者とも児童のやる気を引き出そうと

していた点は共通していたとのコメントが

あった。ある大学教員から、授業開始前に

神に祈りをささげる点はインドネシアの長

所であるとのコメントがあった。司会を務

めたインドネシア教育大学の講師は、よい

授業のために必要な要件を以下の 7 つに

まとめた。①豊富なコミュニケーション、

②先生の豊かな表情、③子どもにたいして

ほめる行為、④教材・教具の工夫、⑤楽し

い授業、⑥多要素で構成された授業、⑦活

動的な学習である。回収したアンケートの

結果をみると日本人教師の教材教具の使い

方、授業内容、指導方法、指導案が高い評

価を受けていた。両国の教師が行った各研

究授業は大変参考になったという回答は
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91％であった。

　第 2 回日本・インドネシア協働授業研

究会はスラバヤ国立大学で開催された。会

はその後も順調に毎年 1 回各地で開か

れ、第 3 回（2006 年）パダン、第 4 回

（2007 年 ） ソ ロ、 第 5 回（2008 年 ）

ジョグジャカルタ、第 6 回（2009 年）

マカサル、第 7 回（2010 年）サマリン 

ダ、第 8～10 回（2011～2013 年）は 

スラバヤで開催された。第 3 回のときに

実施したアンケートでは、233 名の回答

者のうち 99.6％（232 名）が授業研究

会は授業改善に役立つと回答した。また、

校長グループは授業研究会の意義と効果を

認め、「日本人教師は言葉や文化の壁を乗

り越える力があり、身の周りの安価な品を

利用した教材で子どもの活動を活発にし、

学習意欲を高めていた」とまとめ、今回の

ような授業研究会は普及に値すると評価し

た。筑波大学のプロジェクト終了に伴っ

て、第 5 回で日本人教師による授業は最

後となった。第 6 回以降は国民教育省特

図1　特別支援教育国際協働授業研究モデル
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別支援教育局の全面的な支援のもとでイン

ドネシア教育大学とスラバヤ国立大学が全

国の大学と連携して、開催地の教育委員会

と学校関係者を指導しながら年 1 回の授

業 研 究 会 を 継 続 し て い る。 第 11 回

（2014 年）はサマリンダで開催される予

定である。図 1 に特別支援教育国際協働

授業研究モデルを示す。このモデルの特色

は日本と途上国の教師が対等の立場で協働

しながら研究授業を行うことにある。

　ソロで開かれた第 3 回研究会でスラバ

ヤの私立学校の理事長は「これまで教員の

質を向上させる方法を懸命に探してきた

が、ようやくその方法に巡り合った。それ

が授業研究だ」と研究協議会で語った。そ

の学校にスラバヤ授業研究会が設立され、

授 業 に 熟 練 し た 有 能 な 教 師（Guru 

super）が手作り教材を活用して各地の学

校でモデル授業を行っている。

　 イ ン ド ネ シ ア に ゴ ト ン・ ロ ヨ ン

（Gotong Royong） と い う 言 葉 が あ 

る1）。これは相互扶助を意味する。冠婚葬

祭や家屋の新築などがあると近隣の人びと

が総出で手伝うのである。授業研究会が開

かれるたびに授業研究はゴトン・ロヨンの

精神で教師同士が助け合いながら行う授業

改善法であると参加者に強調している。

３．�アフガニスタンにおける特別支援教育

協力

（1）特別支援教育の状況

　わが国と同じようにアフガニスタンの特

別支援教育も視覚に障がいのある人の教育

から始まっている。1961 年にミシガン

大学で出版されたアフガニスタンの教育と

いう本にその記述がある。そこには「視覚

に障害のある生徒にコーランを教える

Daral Haffaz (Blind) school という盲学

校があり、卒業するとモスクや葬儀でコー

ランを朗誦して生活の糧を得ている」とあ

る。この盲学校がいつからどこに存在して

いたのか不明であるが、視覚に障害のある

人が学校でコーランを学び、社会で活動し

ていたことがわかる。

　2003 年に初めて訪れたアフガニスタ

ンで唯一の国立盲学校の掲示板にその歴史

が短く書かれていた。それによると国立盲

学校は 1979 年にカブールに設立され、

1993 年に紛争で同学校が破壊されると

2002 年から 2003 年にかけて国際社会

の援助で再建されたとある。2010 年当

時、国立盲学校の教師は 64 人、児童生

徒は 163 人であった。小・中・高等部が

あり、職業教育（伝統音楽、ブラシづく

り、織物、編み物など）、白杖歩行指導、

点字、コーランなどの授業があった。カ

ブールにある Family Welfare Focus 聾
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学校は 2012 年 3 月にようやく国立学校

の認可を受けた。小・中・高等部があり、

教員数 24 人、児童生徒数 298 人であっ

た。知的障がいのある児童生徒も別のクラ

スで学んでいた。カブール教育大学出身の

聴覚に障害のある教師が教鞭を執ってい

た。授業では手話が使用されている。職業

教育として絵画、木工、織物がある。写真

3 に国立盲学校の生徒と国立聾学校の授

業を示す。ほかに 2001 年にカブール市

内に設立された民間の聾学校が 1 校あ

る。教師は 24 人、児童生徒は 204 人で

あった。この聾学校が中心になって手話辞

典が編纂され、国際援助機関の支援で出版

されている。

　カブール市内に教育省が推進する 29

のインクルーシブ学校（通常の学校で障害

のある子どもが共に学ぶ）がある。あるイ

ンクルーシブ学校は教師 332 人で、児童

生 徒 数 は 小 学 部 9,749 人、 中 学 部

4,486 人、高等部 2,065 人、障害のあ

る子ども 28 人で合計 16,328 人であっ

た。3 部授業制である。ユネスコによる

とアフガニスタンで障がいのある子どもの

数は推定約 400 万人である。アフガニス

タンの実情を知れば知るほどこの数字が巨

大な壁となって迫ってくる。

(2）�アフガニスタン人の障がいに関する

理解と認識

　ダリ語で先天性の障がいは Mayub とよ

ばれる。一般的にこの人たちは差別され、

偏見をもって見られる。一方、後天性の障

がいは Malul である。視覚障がいはプラ

スのイメージがあるが、結婚や就職は困難

である。運動障がいが Malul であると尊

敬される。とくに戦争で障がいを負った人

は大切にされる。殉教者障がい者省という

省がある。聴覚障がいは他の障がいと比べ

て有能と見られるが、知的障がいは無視・

排除されることが多い。

　アフガニスタン人 38,320 名を調べた

報告がある。障がい者は 1,039 人でその

写真3　アフガニスタンの国立盲学校（左）と国立聾学校（右）
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割合は 2.7％であった。100 人のうち約

3 人が障がいをもっていることになる。

身 体 障 が い 36.5 ％、 感 覚 障 が い

25.5％、精神障がい 9.7％、重複障がい

9.4％、てんかんを含むその他の障がい

18.8％であった。

　戦乱は人々の心の奥底に深い傷を残して

いる。アフガニスタン人の多くに知識の欠

落が見られ、それはまるで学校の教室の壁

に 打 ち 込 ま れ た 砲 弾 の 跡 の よ う だ と

Jones（2006）は述べている2）。現地に

長く滞在し、ダリ語に通じたある日本人も

同様な経験をしていた。アフガニスタンの

状況を打開するために 9 つの包括的な障

害政策が提案されているが3）、実現には程

遠い。教育省が独力でこの状況を改善し、

特別支援教育制度を築くことは困難であ

り、国際機関等の支援は焦眉の急である。

どのような教育協力を考えるべきなのだろ

うか。

(3）特別支援教育協力のはじまり

　2003 年 10 月に JICA 主催の第 1 回

特別支援教育に関する国際セミナーがカ

ブール教育大学で開かれ、筆者は JICA 短

期専門家としてわが国の特別支援教育制度

や教員養成カリキュラム、特別支援教育の

実際（ビデオ）を紹介した。セミナーの最

終日に障害のある子どもの教育保障のため

の行動計画の必要性、全国の大学に特別支

援教育学科を設置すること、国連機関・国

際機関・国際 NGO などと連携した特別支

援教育の支援など 8 項目からなる「セミ

ナー参加者からのアピール」が発表され

た。2004 年、カブール教育大学准教授

1 名を外国人研究員として筑波大学に招

聘した。准教授が 2005 年に帰国すると

同大学にアフガニスタン史上初の特別支援

教育学部の設置が高等教育省で認可され

た。

(4）JICA技術協力プロジェクトの開始

　2006 年 9 月にアフガニスタン政府の

要請を受けて JICA 技術協力プロジェクト

「特殊教育強化プロジェクト」がスタート

し、2008 年 3 月 ま で 実 施 さ れ た。 カ

ブール教育大学の講師 1 名を筑波大学に

受け入れ、講師は特別支援教育概論のテキ

ストをダリ語で開発した。これは同大学特

別支援教育学部の教科書としていまも利用

されている。プロジェクトの終了にとも

なってカブール教育大学で開かれた第 2

回国際セミナーでカブール教育大学の使命

と役割、特別支援教育の在り方、将来構想

などを提言し、カブール教育大学、教育

省、高等教育省に提言書として提出した。

　JICA はアフガニスタン教育省の再度の

要請を受けて 2008 年 12 月から「教師

教育における特別支援教育強化プロジェク

ト」を開始した。これは 2010 年 12 月
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に終了した。プロジェクトを円滑に、効率

よく進めるために JICA は 1 名の日本人

女性業務調整員をカブールに配置した。業

務調整員は 2 年間カブールに常駐した。

業務調整員は教育省教師教育局にプロジェ

クト事務室を設置し、現地スタッフを雇用

した。教師教育局の計画は、特別支援教育

2 単位 32 時間を教員養成校の新カリ

キュラムに設定し、それに必要な教科書と

シラバスを開発することであった。全国

42 の教員養成校で約 42,000 人の学生

が 2 単位 32 時間の特別支援教育の概論

を学び、毎年 1 万数千人が卒業して各地

の学校に散っていくとしたら、その影響は

計り知れない。このプロジェクトの目的は

この計画を支援することであった。

（5）�教員養成校向け教科書、シラバス、

DVD教材の開発

　ある国際援助機関が作成した教科書の内

容がイスラム文化を侮辱しているという理

由で数百万部に上る教科書が不採択にされ

たという記事を現地の英字新聞で読んだ。

日本の特別支援教育をモデルに筆者らが教

科書を執筆すると、同じような事態に直面

するおそれがある。そこで、筑波大学留学

経験のあるカブール教育大学の 3 名のス

タッフが中心になって、教科書を執筆する

のが最良であると判断した。同大学は教科

書開発の目的を了承し、スタッフは教科書

執筆に取り組んだ。カブール教育大学との

これまでの交流がここで生きることになっ

た。筆者は、現地へ派遣されるたびに編集

員会を開催して執筆者と原稿を検討した。

さらに念を入れて筑波大学大学院を修了し

た日本帰化アフガニスタン人が原稿を

チェックし、差別用語や文章表現の手直し

をした。完成原稿を教育省教育局に提出し

校閲を受けた。5 人の教育省校閲者の数

回にわたる指導・助言を経てようやく脱稿

した。ダリ語版とパシュトゥ語版を作成し

た（写真 4）。徹頭徹尾アフガニスタン人

の手によるダリ語版 30,000 部とパシュ

トゥ語版 15,000 部の教科書が JICA の

支援で印刷された。アフガニスタンの特別

支援教育を学生に紹介するために盲学校等

の 教 育 活 動 を 収 め た DVD を 2 本 制 作

し、教科書の表紙の裏面に付録として添付

した。

写真4　�アフガニスタンで初の教員養成
校向け特別支援教育教科書

ダリ語版（左）とパシュトゥ語版（右）
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　ところが、全国の教員養成校に教科書を

配付する段階で問題が生じた。トラックで

各地の教員養成校へ配達すれば済むと安易

に考えていたが、地方、とくにカンダハー

ル方面の道路ではタリバーンの検問に遭

い、教科書が没収され、関係者は殺害され

ることになる。カンダハール教員養成校の

講師は、それを承知の上で段ボール 2 個

に教科書を詰め、片手に 1 個を提げ、も

う 1 個を肩に担いでバスに乗り、無事に

帰った。これは 2010 年 12 月のことで

あるが、いまも首都カブールとカンダハー

ルを結ぶ国道はタリバーンの検問があり、

危険である（平成 13 年 9 月 11 日付朝

日新聞記事）。

　教科書は全国の教員養成校で使用されて

いる。バーミヤンとカブールの教員養成校

の 2 カ所でシラバス通りに教科書を使っ

て授業をしているのを見学したことがあ

る。

（6）本邦研修と現地セミナーの開催

　筑波大学と大阪教育大学で教育省教育局

行政官および教員養成校講師の短期研修を

実施した。特別支援学校を見学したある研

修生は学校の教師がまるで自分の子どもの

ようにクラスの子どもたちに接していたの

が印象的だったと語った。別の教師は博愛

の本当の意味を日本で知ることができたと

述べていた。

　全国の教員養成校講師を対象に導入研修

とフォローアップ研修をカブールで開催し

た。導入研修は本邦研修参加者の帰国報告

会であった。フォローアップ研修でカブー

ル教育大学、盲学校、聾学校、インクルー

シブ学校の各教師が講義をした。各講義直

後にグループ討議を行い、その結果を各グ

ループの代表が発表した。このセミナーに

参加した教育省のある高官はこれまで数多

くのセミナーに参加したが、このような真

剣で熱を帯びた 6 日間のセミナーは他に

類を見ないと評価していた。

４．おわりに

　JICA は、アフガニスタン政府の強い要

請に応えて 2013 年から第 2 フェーズの

技術協力プロジェクトを大阪教育大学と連

携してスタートさせた。インドネシア教育

大学が第 2 フェーズでアフガニスタン短

期研修生の研修を行うことになった。イス

ラム圏同士の国が教育協力で結ばれたこと

になる。両国と日本（JICA）をそれぞれ

線でつなぐと三角形ができることから、こ

のような支援方法を南南三角協力と JICA

は称している。

　大学には途上国への教育協力を可能にす

る知が無尽蔵にある。国際会議の参加ばか

りが国際化対応ではない。途上国の教育現

場へ足を運び、教育協力の可能性を真摯に
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考え、アクションを起こすことである。教

育に終わりがないように教育協力に終わり

はない。持続的な教育開発であればあるほ

ど教育協力は永遠に継承され続けなければ

ならない。

　アフガニスタンで実施されているプロ

ジェクト活動が 1 冊の本になった。厳し

い環境下で日本の専門家たちが活動する姿

が活写されている4）。筑波大学図書館つく

ばリポジトリにアクセスするとインドネシ

ア協働授業研究会およびアフガニスタン特

別支援教育に関する DVD を観たり、ダウ

ンロードしたりすることができる。

　また、アフガニスタンではカブール教育

大学における特別支援教育学部の設置に加

え、JICA による「特殊教育強化プロジェ

クト」が実施された。同プロジェクトによ

りカブール教育大学特別支援教育学部の教

科書、教員養成向けの教科書、シラバスや

DVD 教材等が開発された。これらもアフ

ガニスタンの特別支援教育の確立に大きな

貢献をし、アフガニスタンの政府、関係教

育者等から高い評価を得た。

　注目されることは、上述の両国でのプロ

ジェクトにおける協働授業、授業研究、教

科書、シラバス等の開発が、いずれも日本

の特別支援教育の制度、内容・方法をモデ

ルにしていることである。従来、国際教育

協力といえば、欧米モデルが主流であった

ことから考えても、画期的プロジェクトで

あることを認識する必要があろう。

　いずれにしても、前述のようにインドネ

シアにおける特別支援教育では、日本とイ

ンドネシアの教員が協力し合って大学の支

援を得つつ協働授業実践を行い、授業の質

の改善が図られた。特に算数、体育の授業

研究が効果を上げ、教員の質を向上させる

よい方法と評価された。このような国際協

力による協働授業実践は世界的にみても画

期的なプロジェクトであり、特別支援教育

に従事する教員の質向上策として注目され

る。
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１．ユネスコの国際理解教育

　日本の国際理解教育は 2000 年前後を

境にして大きな転換期に差しかかってお

り、今後の国際理解教育の理論的な枠組み

と実践の指針を示すことが課題になってい

る。ここでは、その一歩として日本の国際

理解教育の歩みを概観した上で、多文化社

会という現実に対応した新たな国際理解教

育の実践上の課題に焦点をあてて検討して

いくことにする。

　日本の国際理解教育はユネスコの影響を

強く受けて出発した。ユネスコの「国際理

解のための教育」は大きく次の四つの時期

に区分できる1）。第 1 期（1946 年から

54 年頃まで）は、第二次世界大戦の苦い

経験と強い反省にたって、世界規模の戦争

を二度と起こさないための教育を、それぞ

れの国民国家の独自性を踏まえながら具体

化していくための模索期である。第 2 期

（1955 年ごろから 74 年頃まで）は、植

民地支配から独立した第三世界の新興国家

の誕生とともに、「東西文化価値の相互理

解の線にそって国際理解の教育を推進す

る」時期である。第 3 期（1974 年から

80 年代）は、1974 年のユネスコ第 18

回総会で「国際理解、国際協力および国際

平和のための教育、ならびに人権および基

本的自由についての教育」という勧告が採

択された時期以降である。この勧告がその

後のユネスコの指針を方向付けることに

なった。この時期に南北問題や地球規模の

環境問題が顕在化し、地球の一体化が強く
＊目白大学教授（異文化間教育学）

要　旨：日本の国際理解教育はユネスコの影響を受けて出発したが、
1970年代に大きく転換し国際化に対応した教育を目指すようになった。
1990年代半ばからは、公立学校に外国人児童生徒が増加したため共生が
課題になり、それが国際理解教育にも反映するようになる。国際理解教育は、
共生を軸にして、多様な文化を尊重し、より公平な社会の実現をめざすため
の取り組みを構想することが課題になっている。ここでは、国際理解教育の
歩みを踏まえつつ、共生を軸にした国際理解教育の実践上の課題について考
察する。

国際理解教育の課題
－共に生きる子どもを育てる－

佐藤郡衛＊
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意識され、国際理解教育の内容に開発教

育、軍縮教育などが新しくつけ加えられた

時期でもある。第 4 期が 1990 年以降で

あり、「平和、人権、民主主義をキーワー

ドとする新しい国際理解のための教育」が

開始される時期である。こうした歩みから

も把握できるように、ユネスコの「国際理

解のための教育」は、世界情勢を反映しそ

の時々の課題を取り込んできたが、一貫し

て国際平和、国際協力、国際協調が強調さ

れてきた。

２．日本の国際理解教育の歩みと課題

　日本では、小・中・高校の協同学校計画

への参加など、第 1 期から 2 期にかけて

の 1970 年代まではユネスコの影響を強

く受けていた。この協同学校計画は、国際

理解の教育を実験的に取り上げ、世界規模

で推進していくためのプロジェクトであ

り、1968 年の時点で小学校 3 校、中学

校 13 校、高校 8 校の計 23 校が参加し

ていた。そして、研究テーマとして、人権

の研究（世界人権宣言と国連、人権意識の

向上、在日朝鮮人への偏見、女性の権利・

婦人の地位など）、他国・他民族の理解

（朝鮮の理解、中国の理解、東南アジアの

理解、インドパキスタンの理解など）、国

連の研究（国連の理解、国連と平和、国連

と国際問題、国連と日本など）、そして総

合的なテーマ（国際理解と国際協力、学校

における国際理解教育の進め方、国際理解

教育とカリキュラムなど）が取り上げられ

た2）。

　しかし、1970 年代半ば以降、ユネス

コ主導型から国際化に対応するための教育

が重視され、海外・帰国児童生徒教育、外

国語教育、国際交流へと傾斜していくこと

になる。また、1980 年前後には「開発

教育」や「グローバル教育」などが日本に

紹介されたことにより、国際平和を軸にし

たユネスコ中心の国際理解教育から一挙に

多様化の道を歩むようになる。この状況は

「国際理解教育の混迷、混乱」と表現さ

れ、その原因を「現実的な要請と理念的要

請との間のギャップにある」として、現実

的要請からの国際理解教育の必要性が提起

されるようになった3）。この現実的要請

が、「国内の国際化」というテーマであっ

た。

　以上のように、日本の国際理解教育は、

第 1 に国際平和・国際協調・国際協力を

主にしたユネスコの国際理解教育、第 2

に開発教育、環境教育などの「新しい」国

際理解教育、そして第 3 に海外・帰国児

童生徒教育など国際化に対応した教育の三

つが混在した状況になったのである。こう

した中で、多様化してきた国際理解教育の

すべてを内包するものとしてグローバル教
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育という言葉が使われ始める。国際理解教

育の理論的な枠組みの整理がないまま、多

様な理論が教育現場に入ってくることに

なった。実践面では「国際理解教育の内容

が広汎にわたり焦点がしぼりにくい」と

いった問題を抱えるようになるが、教育現

場ではその時々の課題に応じた取り組みが

行われてきた。

　1990 年代半ば以降は、「総合的な学習

の時間」の本格実施もあり、国際理解教育

は総合的な学習の一環として、異文化理解

や交流活動などを中心に実践が行われてき

た。一方、理論面では転機を迎え、社会の

現実的な課題から再構成を図る動きが出て

くる。特に、公立学校に外国人児童生徒が

増加したため「共に生きる」（共生）が課

題になり、それが国際理解教育にも反映す

るようになる。教育現場でも、外国人児童

生徒の増加とともに、多文化共生という視

点が重視されるようになり、学校の教育目

標のみならず実践研究の目標としても設定

されるようになる。

　近年では多文化共生と結びついた国際理

解教育は、「市民性」を育成する教育との

関連を強めつつあるし、さらに国連が主導

する「持続発展教育」（ESD：Education 

for Sustainable Development）が国際

理解教育に取り込まれてきている。こうし

た近年の国際理解教育の流れには共通した

視点がみられる。国際理解教育を個人の側

からとらえ、自己と他者・世界と新しい関

係性をつくりあげる実践と位置づけてい

る。日常的に自分自身が巻き込まれている

社会的・歴史的な状況の中で、そこに組み

込まれている多様な関係性を科学的な知識

をもとに解明していくことが課題になる。

人はさまざまな関係性の中で生きている

が、その多様な関係は対等ではなく力の関

係によって成立している。国際理解教育

は、こうした多様な力の関係を科学的な知

識をもとに解きほぐし、その上で新たに対

等な関係を築く実践である。国際理解教育

は、既存の知識をもとに評論するだけの

「批評家」を育成するのではなく、多様な

学習を通して知の枠組みを鍛え直し、自ら

の日常生活を問い、そして生活を見直すと

いう、いわば行動する主体（市民性）を育

成することととらえられる。

　以上のように、国際理解教育は、多文化

共生といった現実の社会的な課題に正面か

ら向きあい、共生を可能にする新しい市民

を創出する未来指向型の実践として再構成

しなければならない。こうした実践をもと

に国際理解教育の理論的枠組みをつくりあ

げ、そこから新たな実践の視点を提示する

ことが課題となる。以下では今後の国際理

解教育の実践に焦点をあて、実践を方向付

ける目標と実践上の課題について考察す



特集 / 国際化に対応する学校教育の実践的課題 429

特集 / 国際化に対応する学校教育の実践的課題

る。

３．国際理解教育の目標

（1）自己肯定感の育成

　多文化という状況で共生のための教育

は、多文化共生の教育といわれるが、どの

ような目標を設定できるだろうか。これ

は、国際理解教育でどのような力を育成す

るかという課題につながる。第 1 は自己

肯定感を育成することである。共生は、も

ともと「自己との共生」「他者との共生」、

さらに「社会との共生」という 3 つのレ

ベルを含む。その中で「自己との共生」が

基本であり、自分をかけがえのない存在と

して認め、大切にしていくことであり、そ

れが「他者との共生」につながっていく。

　「自己との共生」は、教育現場では自己

肯定感の育成という課題になる。これは、

いまの学校と子どもたちの現実からみても

必要不可欠である。子どもたちの特徴とし

て、自己肯定感の低さ、他者に対する共感

性の乏しさ、そして安心感の欠如などが指

摘されている。自己肯定感の低さは、自分

を否定的にとらえ未来を自分で切り開くこ

とを困難にしており、しかもそれが他者へ

の共感性をなくし、想像性を低くしてい

る。他者に想いをめぐらせ、自分の行為が

他者にどのような影響を及ぼし、その結

果、どのようなことが起きるかの想像性を

鈍らせている。その意味でも、子どもたち

に様々な場面で成功体験を実感させ、自己

肯定感を育成することが課題になる。しか

も、外国人の子どもにとっても、自分たち

の母国や母文化を否定的にとらえられた

り、日本語力が十分でないことから「低学

力」というレッテルがはられたりすること

で否定的に自分をとらえやすい。その意味

でもこの肯定的な自己概念の形成は重要な

目標になる。

　肯定的な自己概念の育成を目指した学校

の取り組みを紹介する4）。父親が日本人、

母親がフィリピン人の国際結婚家庭の小学

3 年生の男子は、編入後いつも不安げで

クラスになかなか溶け込めなかった。担任

教師は、この子どもの文化的な背景が原因

の 1 つだと感じ、どう指導するか思案し

ていた。5 月の家庭訪問を通して、その

子どもの母親は日本語が流ちょうではない

が、英語を話し、しかもフィリピンでバン

ブーダンスをやっており、コンテストで入

賞した経験があったことを知った。そこ

で、総合学習の時間にバンブーダンスを取

り上げることにし、早速、その母親に指導

を依頼した。ダンスの衣装を着てバンブー

ダンスを披露し、子どもたちから拍手喝采

をあびた。その後、クラス全員で自分たち

のバンブーダンスづくりに取り組むことに

なり、友達から「お母さん、すごいね」と
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声をかけられ、バンブーダンスについてど

うしたらいいか相談を持ちかけられるよう

にもなった。クラスで発表会を開催するこ

とになり、その母親に審査員を依頼し、子

どもたちが創意工夫したバンブーダンスの

発表会が行われた。この実践は、その後、

フィリピンについての学習と英語活動へと

つなげていった。こうした実践をきっかけ

にして、その子どもは自信をつけ、クラス

に自分の居場所を見つけ、学習にも意欲的

に参加するようになっていった。子どもの

文化的な背景を戦略的に活用し、学級内の

関係を変えることで、子どもの自己肯定感

を育成していったのである。

（2）科学的な認識力の育成

　第 2 は外国に対する正確な知識を提供

し、科学的な認識力を高めていくことであ

る。多様な文化的背景を持つ人との関わり

で重要なのが、そうした人たちの母国や母

文化に対する正確な知識である。例えば、

南米からの日系ブラジル人を「労働者」と

してとらえるだけでなく、違った視点から

のとらえ方が必要である。かつて、日本に

来た日系ブラジル人の中学生にインタ

ビューした際、「出稼ぎ」といわれること

が一番いやなことと回答した生徒がいた。

「出稼ぎ」といった一方的な見方ではな

く、違うとらえ方ができるようにするに

は、日本人がブラジルに移民した歴史や社

会的な背景、そして移住したブラジルでの

人々の取り組み、さらには日本とブラジル

との相互のつながりなどの学習を通して、

多様な視点から日系ブラジル人という枠や

見方を再構成していくことが必要である。

このように、子どもたちの文化的な背景を

尊重し、しかも日本の子どもたちの偏見を

是正するには、知識理解が必要であり、そ

のためには適切な教材開発を行っていかな

ければならない。

　また、小学校の高学年や中・高校生にな

れば固定した知識の習得だけでなく、自分

なりに知識を構成する力、いわば「批判的

思考力」の育成に結びつけることも重要に

なる。ここでいう批判とは、物事を批判し

たり、政治的な権力に抵抗したりするとい

う狭い意味ではなく、適切な規準をもとに

論理的に判断が下せる力や不合理な規則や

既成の枠組みを疑ってかかる態度をさす。

ものの見方や判断の基準は自文化中心につ

くられているが、違う立場・視点に立てば

違う見方や判断基準があり、そのことを自

覚的にとらえていかなければならない。そ

の意味では、外国人の子どもが在籍する学

校では、外国人の子どもの出身国の社会や

文化などを教材化し、比較を通して、多様

な見方を習得することを目標にすべきであ

る。
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（3）人と関わる力の育成

　第 3 は人と関わる力の育成である。異

なった文化的背景をもつ人と関わるという

ことは、葛藤や対立を伴うことが多いが、

それらをのりこえて関係をつくりだすこと

が重要になる。人との関わりを実践の中心

にすえて、よりよい人間関係を作り出す

力、課題を他者と共に解決する力などの育

成をはかっていく必要がある。また、この

ことは違いを認め、差異を受容する力にも

つながる。つまり、差異を当然のこととし

て、一人一人が豊かに生き、学びあうこと

ができる場を創造していくということであ

る。このためには、コミュニケーション力

と同時に寛容性も必要になる。教育の世界

では、誰とでも仲良くということが強調さ

れがちだが、このことが問題を大きくして

いる。自分と合わない人の存在を認め、そ

うした人ともどうつきあっていくかが共生

ということであり、そのためにもコミュニ

ケーション力や寛容性の育成が重要にな

る。ただ、こうした力は、人との関わりや

実際の場を通してのみ育っていくものであ

ることに留意したい。

　また、授業場面でも人との関わりを重視

していく必要がある。学習は個人の活動と

してではなく、他者との関わりを通してな

されるものであり、その質は共同という活

動によって左右され、相互の学びあいの中

で、深まりと広がりが出てくるのである。

４．国際理解教育の実践上の課題

（1）現実に即した課題の設定

　多文化共生の教育を学校で実践していく

にはどのような課題があるだろうか。第

1 は学校の教育課題や実践上の課題を子

どもの実態に即して設定していくことであ

る。多文化共生の取り組みは、これまで理

念的、抽象的なものが多く、実際の葛藤や

対立を見えにくくしているといわれてき

た。また、子どもの実態をもとに学校が解

決すべき課題を設定する必要があるが、教

育改革の中で重視されている一般的で抽象

度の高い課題が設定されていることが多

い。例えば、今日の教育改革の柱である学

力向上との関連で「言語力・思考力・コ

ミュニケーション力の向上」といった一般

的なテーマ設定がなされているのである。

しかし、こうした一般的な教育課題は、子

どもの個別の課題解決に直接には結びつか

ない。例えば、外国人の子どもの教育で

は、子どもの日本語力の向上ということが

大きな課題になるが、それは国語力とは区

別されるものである。それが「言語力の向

上」や「国語科における表現力」というよ

うに抽象度が高まると、外国人の子どもが

抱える個別で具体の課題は背後に退いてし

まう。一般的な教育課題は、学校が実際に
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抱えている具体的な課題、教師が日常の実

践で直面している複合的な問題との間に乖

離を生み出し、このことが個別の実践上の

課題を見えなくしているのである。実践上

の課題を子どもの実態に即して設定するこ

とが必要になる。

　これは現実の子どもたちの社会的な差違

をどのように考慮するかという課題とかか

わってくる。カナダの言語学者であるカミ

ンズは、社会的に弱い立場にある「マイノ

リティの子どもたち」は、何も支援がない

場合は、学校でも弱い立場に置かれるた

め、「母語使用の奨励、親への支援、交

流・実体験・批判分析型の指導、そして子

どもの側に教師が立つこと」などの「教育

的介入」が必要であると指摘している。こ

うした教育を「エンパワーメント」教育と

呼び、学校や教師が「力を共に創り出す」

必要があると主張している5）。

　日本の学校や教師は、多様な背景をもっ

た子どもたちの差違を考慮することが、か

えってその差違を際立たせることになり、

それは平等に反するという考えを強く持っ

ている。そのため、子どもたちを全員平等

に扱うことを選ぶ傾向がある。しかし、多

文化共生の取り組みでは、子どもたちの社

会的な差異を積極的に取り上げ、学校とし

てその解消や低減に向けて取り組むべきで

ある。子どもの実態に即した「教育的介

入」が不可欠であり、その意味では教師の

実践的力量が必要になる。

（2）多様性を生かした授業づくり

　多文化共生の実践上の第 2 の課題は、

授業実践に多様性という視点を取り込むこ

とである。授業実践において多様性を生か

すには、多様な文化的背景を持つ子どもの

母国や母文化を教材化することである。そ

の際に重要なのが、教材化の視点であり、

その視点が曖昧だと学習の深まりがみられ

ない。ある小学校で、韓国出身の子どもが

クラスにいたため「韓国のキムチ」という

テーマで授業を行ったが、キムチについて

調べて発表し、最後はキムチづくりをして

終わるという平板な実践になり、子どもの

学習の深まりが見られなかったという。こ

れは、教材化の見通しを持てなかったこと

による。そこで、「キムチはどのようにつ

くられているか」という課題を改めて設定

し、教師が「発酵」「健康」という視点を

導入した。そのことで、日本や世界各国の

発酵食品探しが始まった。キムチ以外に野

菜の発酵食品として日本の漬け物、ドイツ

のザワークラウト、穀物の発酵食品として

納豆、味噌、醤油、さらに乳製品として

ヨーグルトやチーズなどがあがってきた。

そこから発酵についての学習やそれが健康

になぜ役立つかといった学習へと発展して

いった。この取り組みは、教材化の視点を
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明確にすることで、多様性が広がっていっ

た実践である。

　また、多様性を地域や学校の実態に即し

て取り上げることが必要である。先の小学

校では、低学年の生活科の単元「教えてあ

げよう　私の国のあそび」という単元を開

発した。具体的には、外国出身の母親と子

どもが主役になって、その国の遊びをクラ

スで教えて、みんなで遊ぼうという取り組

みである。ここで重要なのがクラスの多様

な文化的背景をもった子どもを主体として

位置づけ、その子どもの母国や母文化を教

材化している点である。そのことで、子ど

もたちの学習意欲を喚起し、興味・関心を

引き出し、学習への参加を促すようにして

いる。しかも、子どもの母文化を取り上げ

ることで誇りを持たせると同時に、周囲の

子どもたちがそうした背景を受け入れる素

地を育成することも可能になり、違う文化

を持つ人への想像力や共感性を育成するこ

とに役立つものになる。

（3）学校全体での取り組みへ

　学校の多文化共生の取り組みは、個々の

教師の実践からいかに学校全体での取り組

みへと広げていくかが第 3 の課題にな

る。教育現場では、その場その場で的確な

判断をする必要があるため、教師一人ひと

りの力量や努力に依存することが多い。し

かし、多文化共生といった取り組みは学校

全体での取り組みを行うことで効果的なも

のになる。学校全体で多文化共生に取り組

んでいる学校の例を取り上げてみよう。

　その学校では、外国人の子どもの指導を

日本語教室担当教師（注1） にすべてまかせて

いたが、外国人の子どもの数が多くなり、

学校全体で取り組む必要がでてきた。そこ

で、教務主任の教師が中心になりどのよう

な課題があるかをアンケート調査や聴き取

り調査を実施し問題点を把握した。教師一

人では対応できないので指導体制を見直す

こと、指導方針の共有が必要なこと、子ど

もを中心にした授業改善が必要なこと、地

域住民や保護者の理解が必要なこと、地域

の活用できるリソースの把握が必要なこと

といった課題を明確にしていった。こうし

た課題を教師全体で共有し解決策を話し合

い、そこから優先順位を決めて授業改善や

生徒指導上の課題を具体的に設定していっ

た。こうした取り組みから、日本語担当教

師と外国人の子どもを担任する教師との話

し合い、専科の教師と担任教師との話し合

いなどが行なわれ、子どもの指導方針を明

確にして共有化していった。子どもにあっ

た内容や方法の工夫、学級の子どもの人間

注 1） 外国人の子どもが多く在籍している学校には日本語教室が設置され、そこに日本語を教える担当教師が配置さ
れている
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関係の全体像の把握、生活・学習習慣の確

立をめざして家庭と連携すること、安心し

て学べる学校環境づくりなどの取り組みに

つながっていった。

　こうした取り組みから学ぶべき点は多

い。日本では、外国人が多く居住する地域

はまだ少ないが、多文化共生の教育を学校

全体に広げるには、こうした学校全体での

取り組みが重要になる。そのためには、文

化を広くとらえ学校や地域の実態に即して

とらえ直していく必要がある。例えば、

「障がい者と健常者との共生」「男女の共

生」「若年者と高齢者との共生」など、地

域や学校の実態に即して課題を取り上げて

いくことである。しかも、直接的な交流の

場を設定することで、「外国人」「障がい

者」「高齢者」が常に弱者であり、支援の

対象に位置づけるといった固定した理解か

ら、その枠をこえ固有の人間性や多様な背

景を理解できるようにしていくことが実践

では重要になる。このためにも、地域で展

開されているさまざまな活動に子どもを積

極的に参加させるとともに、学校でも意図

的に相互交流の場を設定し多様な活動を展

開していく必要がある。具体的には、地域

に住む外国人や留学生、さらには多様な人

との出会いの場を意図的につくっていくと

いうことである。このように、多文化共生

という視点を重視した国際理解教育は、教

師間の協働や学校全体の取り組みを通し

て、学校のあり方を変革していくことでも

ある。
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435いのちの科学プロジェクト

要　旨：日本の人口当たりの裁判件数がアメリカと比べて少ない理由につい
て、訴訟を取巻く経済状況、判例、弁護士人口、裁判以外の紛争解決方法の
整備、行政の介入の仕方の差異など、主としてマクロな要因から説明を行っ
た。さらに裁判への態度といったミクロな要因を取り上げて、日本人は基本
的に裁判をできれば避けたいと考えていることを示した。ただし条件によっ
てはこの行動志向も変化することを実験によって明らかにした。

テーマ：共に生きる

㊳日本は訴訟社会となりうるか
－日米比較を基にした日本の法の仕組みと働き－

木下麻奈子＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

はじめに

　日本とアメリカはどうして違うのか：本稿では日本の「法」の特徴を、その背後にある

社会の構造や人々の意識との関係から検討する。とくに取り上げたいのは、紛争解決に関

わる日本の法制度の特徴と、人々の価値観との関連である。比較する社会として、アメリ

カのそれを念頭に置くことにする。

　日米の社会を比較して、「日本は和を尊ぶ社会」であり、それに比べて「アメリカは訴

訟社会」だと論じられることが多い。たとえば 5、6 年前に法曹人口を増員するか否か

が議論されたときに、当時の法務大臣であった鳩山邦夫氏は「訴訟社会になったら日本の

文化は破滅する」と発言した（日経新聞 2008 年 6 月 2 日「法務インサイド」参照）。

鳩山氏の主張は、「弁護士が増えると訴訟が増える。その結果、和を尊ぶ日本社会の秩序

や価値観が崩れる」というものである。これを仮に訴訟件数の増大に関する「弁護士増員

原因説」と呼ぼう。

　ところが「弁護士増員原因説」の論理には最初から無理がある。なぜなら「弁護士増員

原因説」では訴訟増加の要因として弁護士人口だけを取り上げ、他の要因をまったく考慮

していないからである。しかしこれまでの研究によると、訴訟増加と関係する要因とし
＊同志社大学法学部教授（法社会学、法心理学）
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て、弁護士人口のほかにも景気の動向（不景気だと訴訟件数が増大する）、制度や判例の

変更、人々の裁判に対する態度などが知られている。実際のところ日本の弁護士人口は

年々増加しているが、新たに受け付けられた訴訟事件の数はこの数年むしろ減少している

という事実がある。結果として若手の弁護士が法律事務所に就職できないとか、開業して

も仕事がなく十分な収入が得られないことが問題とされるようになった。弁護士が増えて

も、少なくとも日本では、彼らが事件を「掘り起こす」わけではないことが分かるだろ

う。

　ここでさらに難しいのは、弁護士人口と訴訟件数の関係をアメリカと比較することであ

る。なぜなら国際比較の場合関係する要因がより多くなり、すべての要因をコントロール

するのが難しいからである。たとえばアメリカは「合衆国」と呼ばれるように 50 の州

から構成されており、それぞれの州が独自の憲法と法律を制定し、連邦レベルでも憲法、

法律がある。つまりアメリカは、50 の「国」が合わさった上に、それを統括する「連

邦」があるという社会構造を持つ。また 2012 年の弁護士の人口は全米で 1,245,205

人であり（American Bar Association のホームページ参照）、日本のそれを 40 倍近

くも上回る。訴訟件数も全米では日本と比較にならないほど多い。

　また日本とアメリカでは、司法と行政の活動のあり方も異なる。アメリカの法源はイン

グランド由来のコモンローであり、大陸法に由来する日本と異なる。このように日本とア

メリカでは大きく異なる要因が多数あるので、アメリカでは弁護士の数が多いから訴訟件

数も多いと単純に日米比較をすることができない。そこで本稿ではとりあえず日本のデー

タを中心に分析をすすめ、必要に応じてアメリカと比較しながら、経済、法制度というマ

クロの要因と、人々の態度といったミクロの要因の影響について検討する。

１．日本の法利用状況を取巻くマクロ要因

　（1）各国の裁判利用状況：まず日本と他国でどれほど裁判の利用率が異なるのかを、

ヴォルシュレーガーのデータで見てみよう1）。彼は世界各国の 1,000 人口あたりの裁判

利用率を計算した。この数値には訴訟だけでなく、調停や債権回収に関わる特別の手続も

含まれているので、訴訟を起こした割合ではないことに注意してほしい。これらはいずれ

も裁判統計であり、世論調査のデータではない。また裁判利用者の属性分析はされていな

い。各国の利用率を見ると、イスラエルが 102、ドイツ 99、スエーデン 97、アメリ
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カのアリゾナ州が 64、フランスが 40、コロンビア 14 である。それに対し、1990 年

の日本は 6 と他国に比べて極めて低い数値となっている。

　このデータを見るときに注意しなければならないことがある。それはヴォルシュレー

ガーが示した日本の数値は 1990 年のものであり、時系列に見るとこの年の裁判利用が

たまたま少ないからである（図 1 参照）。そこで司法統計年報を用いてデータを更新し

て、2012 年度の日本の第一審民事総数 1,650,755 に家事事件総数 857,237 を足し

た合計 2,507,992 を、人口動態統計の 2012 年の推計人口 127,515,000 人で割り

1,000 人当たりに換算すると利用率は 20 になる。ここから言えるのは、日本の裁判利

用率が近年増加したとはいえ、他国に比べて人口当たりの裁判利用率が依然として低いと

いうことであろうか。

　一方アメリカでは近年、裁判利用が減ってきたとの指摘がある2）。上述したアリゾナ州

を取り上げて（Arizona Judicial Branch のホームページを参照）、その 2012 年の裁

判利用率を計算してみよう。地裁に当たる Superior Courts の通常の民事事件数が

138,507 件、Justice of the Peace Courts の民事事件数が 216,954 件、合計す

る と 355,461 件 で あ る。 ア メ リ カ の 国 勢 調 査 局 に よ る と ア リ ゾ ナ 州 の 人 口 が

6,553,255 人であるので、1,000 人当たりの裁判利用率は 54 となる。ただしこれら

図1　日本の民事一審通常事件数の推移（1952年から2012年まで）
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の事件数には、連邦地方裁判所が管轄する破産事件は含まれていない。なおこの通常の民

事事件数に交通事故の民事事件数 1,181,151 件（内訳は、Justice of the Peace 

Courts 363,498 件と Municipal Courts 817,653 件）を足したときの裁判利用率

は 235 となる。裁判制度を国際比較する際には各裁判所の機能が同じか、扱っている事

件が同じであるかといった点を考慮して統計資料を扱う必要がある。ただ実際にそれを完

全にコントロールをするのは極めて困難である。これらの点に配慮したとしても、通常の

民事事件の裁判利用率は、アリゾナ州は依然として日本と比べて高いことが分かる。

　（2）訴訟についての現状：次に六本3） の分析に倣って、司法統計年報のデータを用い

て訴訟件数の推移をみてみよう。民事の地方裁判所（以下、地裁と略する）と簡易裁判所

（以下、簡裁と略する）の 1952 年度から 2012 年度までの訴訟件数（第一審の民事通

常事件件数）の新たに受付けた件数（新受件数）の変化を示したのが図 1 である。事件

数の推移をみると、1952 年から 1986 年まで増加していたが、その後減少に転じて

1989 年から 1990 年に谷がある。その後再び増加するが 2005 年に急激に増加し

2009 年 に 過 去 最 高 の 事 件 数 893,735 件（ 内 訳 は 地 裁 で 235,508、 簡 裁 で

658,227）となる。その後 2010 年から減少に転じて現在に至っている。2012 年に

新受件数は 564,621 件（内訳は地裁で 161,312、簡裁で 403,309）であり、

2006 年ごろとほぼ同じ水準である。

　このグラフの推移に影響を与えている要因として、大きく 3 つのものが挙げられる。

第一は、日本の経済景気である3）。一般的に景気の悪いときに訴訟件数が増加するという

ことが指摘されている。たとえば 1980 年から 1983 年までの第 2 次石油危機、

1991 年から 2002 年までの平成不況では、訴訟件数は増加した。一方、1986 年か

ら 1991 年までのバブル景気のときは減少している。その理由は、不況時には金銭債権

を回収する訴訟事件が増えるからだという3）。これに加えて、景気がよいときも取引が増

えて訴訟件数が増加するとの研究もあるが、その影響は小さい4）。

　訴訟の増加に影響を与える第二の要因として、法律の解釈や制度の変更がある。近年で

は、クレジット・サラ金の過払金の返還を認める最高裁判決が相次いで出されたため、

2006 年から 2009 年にかけて訴訟件数が急増した例を挙げられよう。なお日本弁護士

連合会の 2012 年版白書によると、2010 年に貸付の総量規制が施行されたため、現在

は過払訴訟は減少傾向にあるという。
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　第三の要因が、最初に述べた日本の弁護士人口である。弁護士人口は年々増加し

2012 年 3 月 31 日時点で 32,088 人いる（図 2）。民事の訴訟件数は 2009 年まで

は増加しているが、2010 年以降訴訟件数は減少している。図 1 と図 2 を比べると両者

の相関は見かけ上高いように見えるが、図 1 の「山」や「谷」は図 2 では存在しない。

そもそも弁護士の資格には定年がないので、一旦弁護士となると事実上弁護活動をやめて

も登録上の人口が減らない。したがって弁護士の人口が増えると民事の訴訟件数が増える

とは単純に言い切れないことがわかる。事実、弁護士が訴訟件数の促進要因か否かを調べ

た研究では、その影響は極めて小さいという4）。つまり弁護士の人口は、少ないと訴訟提

起に支障を来たすが、増えたからといって訴訟件数を単純に促進する要因ではないよう

だ。今後の動向を見る必要があるが、これが「弁護士人口増員説」の限界である。

　（3）裁判利用に至る経路：私たちはトラブルが発生して、人々が「問題だ」と認識 

した事柄を、どのような経緯を経て裁判所に持ち込むかについての意識調査を行っ 

た５），（注1）。全紛争を対象とした場合、日本では人々が「問題だ」と認識したケースのう

ち、わずか 2.1％だけが裁判を利用して解決されることが判明した5）。

図2　日本の弁護士人口の推移（1950年から2012年まで）

注 1） この調査では個人を対象としたものである。調査対象者が①「問題だ」と認識した事件のうち、②相手方に改
善を要求し、③相手と争いになり、④さらに弁護士に相談して、⑤裁判所を利用した、という順に進行した事
件だけを扱っている。実際にはこの順番どおりに進行するわけではない。
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　ところがアメリカの調査でも、全紛争を対象とした場合で「問題だ」と認識したケース

のうち裁判所に持ち込まれるのは約 5％である。参考までにオーストラリアの割合をみ

ると 2.5％であり、日本とほぼ変わらない3）。裁判を利用するかどうかは国の間に大きな

違いがなく（国間分散）、むしろ何の事件であるか（国内分散）の差が大きいのである。

つまり訴訟になるかどうかは一義的に法制度の問題であり、「文化」の差だけでは説明で

きない。

　それでは人々が「問題」と認識したケースのうち裁判所に持ち込まれる割合は日米間で

それほど差がないのに、裁判利用率ではどうしてあれほど大きな差が生じたのだろうか。

その原因としては次の点が挙げられる。

　第一に、問題認識の経験を尋ねた私たちの意識調査は個人だけを対象にしているが、裁

判統計上で訴訟を利用するというのは、個人だけでなく企業も含まれていることである。

当然ながら個人と企業の問題認識や裁判への「距離」に差がある可能性がある。

　第二に、同じ状況におかれてもアメリカの人の方が、日本の人よりも「問題だ」と認識

する割合が高いという可能性である。上記の調査では日本では約 19％、アメリカでは

40％の人が「問題があった」と回答しており、問題とする割合に 2 倍以上の差が見られ

る。

　このような差がみられる理由はいくつか考えられる。アメリカ人の方が「権利意識が高

く」て日本人が「我慢強い」という解釈もその一つであろう。だが私は、日米での行政と

司法の役割分担の差が大きく影響していると考える。その点について以下に詳しくみてみ

よう。

　（4）行政と司法の役割分担の差：この問題に関してよく言われるのは、日本は問題が

生じる前に行政が規制して、紛争をコントロールしているということである6）。行政が

「代理的」に紛争解決のサービスを提供しているとも言えよう。一方、アメリカは市場の

原理を優先し、政府による事前の規制が少ない方が好ましいと考え、問題が生じた場合

は、事後的に訴訟によって争うことで是正しようとするという。

　この点に関するよい事例は、交通事故に係る損害賠償金の処理の仕方であろう。日本で

は交通事故に遭うと、多くの場合、保険会社から提示された賠償金を受け取ったことで紛

争は解決されたことになる。人身事故でもほとんど訴訟にならない。興味深いのは交通事

故の損害賠償金の額が、入院日数と通院日数により定額化されているので訴訟をしなくて
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も損害賠償金の額が事前に予測できることである。さらに自賠責保険の場合、相殺分を差

し引いてもおよそ 80％の賠償金が支払われるので訴訟する必要がないとの指摘もあ 

る7）。もし保険会社から提示された金額などに不満があったとしても、弁護士会や保険会

社も電話相談や紛争を解決するセンターを用意しているので裁判をする必要がない。この

ようなシステムが機能するので、日本では紛争は管理されているといわれる。一方アメリ

カでは、行政の関与もないし、損害賠償が定額化されることもない。実際、人身事故の場

合は 20％強は訴訟するという8）。こうして見ると、裁判所を利用するかどうかに影響を

与えている要因は、マクロのレベルの影響が大きいと言えるのではないか。

２．人々の態度要因

　（1）裁判の和解率：これまで裁判利用に関わるマクロ・レベルの要因について概観し

てきたが、次に裁判が人々の心の中でどう位置づけられているかというミクロ・レベルの

要因を検討する。

　まず日米の裁判がどのように終局しているかをみてみよう。面白いことにアメリカの方

が日本より和解になる割合が高い。具体的な数値をアメリカ連邦最高裁の資料で見ると、

アメリカ連邦の地方裁判では 2012 年 9 月までの一年間に民事では年間 214,439 件

のうち約 90％がプリトライアル前後に終結、つまり和解している。プリトライアルを経

て、トライアル（判決）になったのは 1.3％（2,804 件）に過ぎない。一方、日本の

2012 年の地裁の既済事件数は 168,230 件であり、そのうち 41.5％（69,750 件）

が判決に至り、簡裁では 424,368 件のうち 39.7%（168,324 件）が判決で終結し

ている。

　この違いは、日米間で人々の裁判に対する位置づけが異なることに基づいている。すな

わちアメリカでは裁判利用の入り口段階では心理的なコストが低く、取り敢えず話し合い

の場として訴えることが多いが、裁判が進行する過程でコスト高と感じ和解する割合が高

くなる。一方日本では、裁判利用の入り口段階のコストが高いので、訴えを避けたがり、

話し合いがうまくいかず対立が先鋭化してからの手段として用いられる傾向がある。

　（2）日本人の裁判に対する態度：私たちが 2005 年に日本全国の成人男女を対象に

行った調査によると、日本人にとって法律は自分と遠い存在であり、裁判とは関わりたく

ないと考えているようである。表 1 を見てほしい。「裁判所という場所に行くこと自体な
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んだかこわい」と思うかという質問に対して、60％弱の人が「そう思う」と回答してい

る9）。「裁判をおこすにはよほどの決心が必要だ」という質問についても、表は省略する

が 90％の人が「そう思う」と回答している9）。

　このように日本人は裁判について心理的距離がある。その一方で、「裁判所はすべての

人々に、正義にかなった裁判を保証してくれる」と 60％以上の人が考え、信頼は極めて

厚い（表 2）。さらに「裁判に時間がかかるのはよくない」と思っている。つまり日本人

にとって裁判は、「正義を司る専門機関であると信用しているが、心理的、時間的、経済

的なコストのことを考えると必ずしも望ましい機関ではなく、できれば裁判を回避した

い」と思っているようである9）。

　したがって日本人が訴訟を起こす理由は、事態がコストを超える「重大な問題」だと認

識したかどうかによる。この心理的な敷居を越える引き金となるのは、生活に影響を来た

表1　裁判所という場所に行くこと自体なんだかこわい

表2　裁判所はすべての人々に、正義にかなった裁判を保証してくれる
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すような問題や、経済的に大きな問題が発生した場合などである。裁判に対するこのよう

な態度は、社会における裁判の位置づけが反映されたものであろう。

　日本の人たちは訴訟から距離をおく一方で、代わりの紛争解決方法として公的なあるい

は私的な話し合いを好むことが知られている10）。私たちの調査によると、この 30 年前

から変化がないという傾向は11）、日本人は訴訟を嫌うというより、相手と対立的な関係

になること自体を避けたいというのが正しい表現ではなかろうか。

　（3）「日本人でも」訴訟をするようになる条件：上に述べたように、日本人は訴訟に

対して心理的な敷居が高いようである。ではそのような日本人でも、訴訟をするようにな

る条件があるだろうか12）。そこで人々の紛争事態に対する判断プロセスを考えてみる。

そこにはおそらく①裁判利用に関する社会規範の中身と、②どの社会規範を用いるかを判

断する基準を考慮する必要があるのではないか。紛争解決の文脈で言うと、人々が「訴訟

すべきだ」という社会規範に従うようになるのに、「他者（世間）の動向」という判断基

準が影響するかということであろうか。私が行った実験の文脈で言えば、日本人が訴訟を

好ましく思わないのは、「訴訟は行うべきでない」という社会規範の中に身を置いている

からではないかということになる。もしこの仮説が正しければ、人びとに「訴訟すべき

だ」という規範情報を与えれば、日本人も訴訟を好ましいものと評価することが考えられ

る。

　実験では、調査に協力してくれた人たちにまずトラブルを書いたシナリオを読んでもら

い、質問に答えてもらった。シナリオはアパートのボイラーが古くて一酸化炭素中毒で死

亡する危険性が高いのに、家主がそれを取り替えてくれないという事例である。

　シナリオでは 2 つの条件を用いた。第１の条件は、トラブルの相手が、「継続的な関係

がある」知人か、それとも「継続的な関係がない」他人かである。もう 1 つの条件は、

そのトラブルの解決方法について、どの規範を用いるかを判断するかの情報である。第

1 の解決方法として与えた情報は、このような事態では「ほとんどの人が裁判をする」

というものであった。第 2 は「ほとんどの人は何もしない」というものであった。第 3

は、他者の動向についての情報がなく、「自分で決める」というものであった。これらの

2 つの条件を組み合わせて、2 × 3 ＝ 6 のシナリオを作り、それぞれの条件でどのよう

な差があるかないかを調べた。

　その結果、情報の与え方によって人びとの行動に差が生まれた。トラブルの相手と「継
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続的な関係がなく」、「普通は裁判をする」という規範情報を与えたときは裁判を望む人は

増えるが、「普通は何もしない」という情報を与えると、トラブルに対して何も対処しな

い人が増える。しかし相手と「継続的な関係がある」場合は、どの条件でも「裁判を避け

たい」とするものが増えた。つまり社会規範の認知と相手との関係性の間には相互作用が

あった（図 3）。

　この現象が生じる理由はさまざま考えられるが、もっとも大きな原因は「裁判を利用す

る、あるいはしない」という規範との出会いが、「世間の相場に従って社会的な問題の意

思決定をすべきである」という、判断をもたらしたのではないかと考える。言葉を変える

と、これは法律という「狭義」の法ではなく、社会規範という「広義」の法の想起が意思

決定の契機となっていたからではないか。

　日米の人々の態度を比較するために、同じ内容のシナリオを用いてアメリカでも予備実

験を行った。サンプル数が少ないので断定的な結論を述べることは避けたいが、アメリカ

でも情報の与え方によって人びとの行動に差が生まれた。図は省略するが、アメリカでは

トラブルの相手と「継続的な関係がない」場合、どのような情報を与えても「裁判を避け

たい」と考える人は少なかった。それに対して相手と「継続的な関係がある」場合で、

「普通は何もしない」という情報を与えると「裁判を避けたい」とする人が増えた。調査

図3　社会規範の認知と相手との関係性が訴訟選択に与える影響（日本人）
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に協力してくれた人の数が少なかったのでこの結論を断定することはできないが、アメリ

カにおいても人々の意思決定に社会規範が影響するというメカニズムがあることが窺え

る。

　以上の実験結果をまとめると、人々が狭義の法に積極的に出会おうとするかしないか

は、紛争処理の方法に関する世間の相場という社会規範（広義の法）の認知と、紛争の相

手方との関係認知の影響を強く受けていることである。この点に関しては、日米どちらに

おいても同じ構造を持っている。

　ただし面白いのは、規範の働く方向性が正反対であることだろう。すなわち日本人の場

合は、訴訟をしないというのが社会規範の初期状態であるが、認知された社会規範が裁判

に訴える方向であり、かつ紛争の相手方との関係が一過性であると認識されると訴訟する

ようになる。一方、アメリカ人の場合は、訴訟をするというのが社会規範の初期状態であ

るが、認知された社会規範が裁判に訴えない方向であり、かつ紛争の相手方との関係が継

続的なものだと認識されれば、訴訟を避けるようになる。

おわりに

　今まで論じたことをまとめてみると、まず日本では世界の他国に比べて、人口当たりの

裁判件数は少ないことが指摘される。その理由は、訴訟を取巻く経済状況、判例、弁護士

人口、裁判以外の紛争解決方法の整備など、主としてマクロな要因に求められよう。ただ

しこれらの要因のうち、どれが最も大きく作用しているかについては意見が分かれる。

　また葛藤事態が問題だと認識されたもののうち、裁判に持ち込まれる割合にはアメリカ

と日本の間に差はそれほどない。両者にそれほど差がないのにアメリカで裁判利用率が多

い理由は、行政の介入の仕方の差異が関係していると思われる。

　さらに裁判への態度といったミクロの要因をみてみると、日本人は基本的に裁判をでき

れば避けたいと考えていることが明らかになった。だが条件によってはこの行動志向も変

化する。1 つは相手との関係が一過性であるという「相手との人間関係」の束縛から逃

れたときであり、他の一つは「普通は訴訟する」という社会規範を認知したときである。

その意味でこれまで日本の特徴として論じられてきた裁判回避文化は必ずしも固定的・普

遍的な存在ではないことが明らかになったと言えよう。
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　抗生物質もステロイドも効かなくなった極度の出血性腸炎の治療に、健常人の糞便の腸内細菌
群が用いられた症例が、7 月 6 日付の New York Times の記事になっていたが、本論文はそ
の科学的根拠を提供するものである。すなわち無菌マウスを用いて、ヒト調節性 T 細胞

（Treg）の増殖を促進させる腸内細菌群として 17 種のクロストリジウム株を同定し、その経口
投与によって人工的に誘導されたモデルマウスのアレルギー性腸炎を抑制した。実際ヒトでも、
感染性腸炎やアトピー患者の腸内細菌群中では、Treg を調節する細菌群が減弱しているので、
その経口投与によって症状が緩和される可能性がある。 （Yan）

Atarashi, K. et al.: Treg induction by a rationally selected mixture of Clostridia 
strains from the human microbiota. Nature 500, 232-236 （2013）

ヒト腸内細菌のクロストリジウム混合株は調節性T細
胞を誘導して、腸炎を抑制する

Random Scope
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篠山重威＊

Ⅵ．喫　煙

８．禁煙に対する世界的な取り組み

　筆者は2003年 1月15日にジュネーヴで開催された世界心臓連合（WHF）の理事

会に出席していたのですが、この日は同じくジュネーヴで世界保健機関（WHO）のたば

こ規制枠み組条約1） の議長テキストが公表された日でもありました。晩餐会の話題も当然

この条約に集中しました。たばこ規制枠み組条約は、1999年のWHOの総会で、国際

的に、たばこの需要減少と供給削減に取り組むことを目的として決議され、以来、

2003年の採択に向けて政府間交渉が続けられていました。

　2002年の8月に作成された草案には参加国の大半は賛成しましたが一部の国が極め

て消極的な姿勢を示したために調整が遅れました。大きなたばこ産業を控えている国がそ

の採択にすぐには賛同の姿勢を示しませんでしたが、実は日本もそれらの国の1つでし

た。日本政府は政府間交渉において多くの条項に関して「国内法に従い」という文言を織

り込むことを主張しました。わが国では2002年の秋に、「喫煙と健康問題等に関する

中間報告」が提出され、「健康に対して影響があるからといって、たばこを撲滅するとの

考え方を各国に強制することは、たばこが合法的嗜好品であることから見て問題がある。

健康問題に対する政策目的を実現するために具体的措置を策定・実施するに当たっては、

当該国に於ける喫煙の状況やたばこに対する規制の現状などを踏まえ、各国が自分の国の

国内法に従い個別に判断すればよい」という見解が示されていました。日本がこの枠組み

条約を積極的には支持する気持ちが無いことをあからさまに示したもので国内政策の現状

がこの条約によって変更されることを極力避けようとしたのです。

　更に、日本たばこ産業（JT）はWHOのたばこ規制枠組み条約を直接的に妨害する行

為を国際的に展開し始めました。ロジャー・スクリュートンという英国の文筆家が、

ウォールストリートジャーナル、ザ・タイムズ、ザ・エコノミスト等多くの雑誌にこの条

約に関する反論を投稿していましたが、その資金が実は日本たばこ産業から出ていたこと

連載講座 メタボの正体（XII、終章）

＊宇治病院名誉院長、京都大学名誉教授（循環器内科学）
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が明らかにされ大問題となりました。そのために前述のWHF理事会では、日本がこの条

約を骨抜きにしたと筆者に詰め寄る出席者がいて日本人としては誠に肩身が狭い思いをし

ました。骨抜きにするという意味は2002年 8月の草案と2003年 1月の最終案とを

比較するとよく解ります。第5条の一般的義務において「締約国は、たばこ産業による

不当な介入を避けるものとする」が「締約国は、たばこ産業の権利からこれら政策を保護

する」に変更されていたり、第11条のたばこ製品の包装及びラベリングに関しては、

「ロー・タール、ライト、ウルトラライト、マイルド等、特定のたばこ製品が他の製品よ

りも有害性が少ないという誤った印象を与える用語を使用してはいけない」が「誤った印

象を与える方法によって、たばこ製品の販売を促進しないこと。これらにはロー・ター

ル、ライト、ウルトラライト、またはマイルドを含めることができる」と言い換えられて

いました。この変更は、マイルドセブンという主力商品を持つ日本たばこ産業の強力な抵

抗を反映したものと思われました。第13条のたばこ製品の広告、販売促進及びスポン

サーシップに関しては「段階的に廃止することを目指し」が「制限するための措置を採

る。この中には包括的禁止を含めることが出来る」と表現は極めて曖昧なものに変りまし

た。第16条の未成年者への販売に関しては、「締約国は、各国内法で定める未成年者へ

のたばこ製品販売を防止するための措置が、実施されねばならない」が「自国の管轄内に

おいて、たばこ製品の販売を促進することがないように適当な措置を取るものとする」に

と、たばこ産業を意識した緩和な表現に改訂されました。将にこれらは「当該国に於ける

喫煙の状況やたばこに対する規制の現状などを踏まえ、各国が個別に判断すればよい」と

いう前述の「喫煙と健康問題等に関する中間報告」の提案を受け入れた形になっていま

す。そうは言っても、この最終案は懸念された大きな反論もなく2003年 5月21日に

191のWHO全加盟国の満場一致で採択されました。事がここに至った限りは、日本た

ばこ産業といえども国際協調の観点に立って本法を遵守せざるを得ません。国もこれらを

認識して国内対策の充実を強化してきました。枠組み条約第11条ではたばこ製品の包

装及び表示に関して、パッケージの主要包装面の5割以上を健康に関する警告表示に当

てることを締約国に義務付けています。これに基づいて、財務省はこれまでの「健康のた

めに吸いすぎに注意しましょう」という画一的な文言に変えて、8種類の警告文を用意

し、たばこの箱の表裏両面に順次ローテーションで書き込むことを始めました。警告文言

の数を増やしたことによって、同じ情報に繰り返し接することによって生じる「擦り切れ
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現象」はある程度阻止できると思われますが、長々とした文字だけによる表示に止まって

おり、短い強力なメッセージと共に衝撃的な写真を多く使い視覚的に訴える外国の警告に

比べてインパクトは明らかに低いと思われます。写真1はオーストラリアのたばこパッ

ケージで「喫煙は肺がんの原因となる」という短いメッセージとともにおぞましい肺癌の

写真が添えてあります。これはわが国の「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つと

なります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比

べて約2倍から4倍高くなります」という文字だけの冗長な表示との違いは明らかで

す。

９．未成年者の喫煙

　未成年者の喫煙の健康問題と社会問題は既に明治時代から認識されており、1900年

（明治33年）に「未成年者喫煙禁止法」が帝国議会で採択されました。これは、20歳

未満の未成年者の喫煙禁止、親の責任、たばこ販売業者の責任、特に年齢確認義務などを

明文化したものでした。この法律は1947年（昭和22年）と2000年（平成12年）

に改正が行われましたが、その骨子は脈々と今も伝えられています。2000年の改正で

は親や監督者あるいはたばこを販売・供与した者に対する罰則が定められ、罰金の最高額

写真1　オーストラリアのたばこパッケージ
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が 50万円に引き上げられ、未成年者の喫煙を禁止するための対策が強化されました。

さらに、2001年 12月には年齢確認の必要性が追加されました。

　たばこ規制枠組み条約は、未成年者をたばこ自動販売機から遠ざけることを締約国に義

務付けています。厚生労働省の統計によると、日本成人全体の喫煙率は最近著明に低下し

ています。ピーク時の1966年には、日本の喫煙率は83.7％でしたが、2008年には

25.7％、2010年には23.9％、2012年には21.1％と低下し、約半世紀の間に4分

の1に減少したことになります（表1）。一方、高校3年生の喫煙率は2000年には男

子36.9％、女子15.8％に上昇し、未成年者の喫煙が大きな問題として取り上げられま

した。平成20年度および平成22年度の厚生労働科学研究として行われた「未成年者

の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」によると、2010年の高校生の喫煙経験率は

男性19.5％、女子12.5％で2000年の50.3％と33.7％に比べると顕著に減少して

いますが、男子と女子の喫煙率の差が縮まりつつあることに懸念が示されています2）。

　WHOは若年層の喫煙防止にはたばこの値上げが最も効果的であると予測しており、枠

組み条約でも第6条にたばこ需要削減のための価格及び課税措置を定めています。日本

はたばこ価格水準が先進国中で最も低いことが問題視されてきましたが、2010年（平

成22年）度税制改正大綱において、その年の秋にたばこ1本につき税金を3.5 円引き

上げることが決まり、たばこメーカーの値上げ分の1.5 円を合わせて1本5円、1箱が

100円値上げされました。これだけの値上げでは全体の喫煙率が大きく変化することは

ありませんでしたが、この間にタバコを止めた人達の中で、たばこを止めた理由を「お金

の節約、たばこの値段が高い」と回答した比率は値上げ前の12.1％に比べて39.7％と

増加が見られ、禁煙者の増加に少しは貢献があったものと考えられます。実際に毎日たば

こを吸う人の1日平均喫煙本数は2008年から2010年の間に21本以上が20.5％

から17.5％に減少し、逆に1‒5本の喫煙は17.5％が20.3％に増加しました。この

表1　わが国における喫煙率の推移

出典：全国たばこ喫煙率調査、2012年 7月30日発表（単位 ％）
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データからはこの値上げで喫煙本数が少しは減った可能性が示唆されます。

10．喫煙に対する依存性

　わが国においても枠組み条約14条のたばこ依存及び禁煙に関する需要削減のための

措置に基づいて、たばこの包装に健康に関する警告が表示されることになりました。その

中に「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます」という文

言があります。筆者はこの警告文言のシリーズの作成に当たったメンバーの一人なのです

が、委員会でたばこに依存性は無いと言い出した委員がいたのです。「依存性とは、飲

酒、睡眠薬、麻薬など最初は少量で足りていたものがだんだんと効果がなくなってきて用

量が増してくることを言うのであって、たばこは1本吸っただけでは足らなくて一度に

数本吸わないと吸った気がしなくなるということは起こらない。従って、タバコに依存性

は無い」と言うのです。この発言にはびっくりしましたが、後でこの発言者は日本たばこ

から研究費を受け取っている御用学者であることが分かりました。

　たばこに依存性が生じる理由は、ニコチンの化学構造が神経伝達物質のアセチルコリン

と似ているために脳でこの神経伝達物質の作用を代行することにあります3）。肺からニコ

チンが吸収されると数秒以内に脳と血管の間の障壁を通過して、中脳から大脳辺縁系に投

射する ドパミン系報酬系（ドパミンを介する神経伝達系）に作用してドパミン、アセチ

ルコリン、ノルアドレナリン、セロトニン、グルタミン酸塩など多くの脳内神経伝達物質

の分泌を増加させます。この際、ドパミン細胞が興奮することによって快感がもたらされ

ます。ニコチン摂取を続けると、ニコチン受容体の数が減り、本来の神経伝達物質の分泌

がうまく行われない状態となり、ニコチンを外部から摂取しないと体が機能しなくなりま

す。自覚的には不安症状やイライラ感などいわゆるたばこ禁断症状を来たすことになりま

す。喫煙者の中でニコチン依存性に陥っている人は7割に及ぶといわれています。それ

らの人たちの多くは喫煙と肺癌とが強い関連性を持っていることをよく知っており、禁煙

を試みた経験を持っているのですが、中々思うように成功していないのが現状です。

　新しい世紀が幕開けして間もない2003年にヒトゲノムの配列が完全に解読されまし

た。それを機会にヒトの複合遺伝性疾患の遺伝子の同定が盛んに行われるようになりまし

た。この解析にはゲノムワイド関連解析と言って、精製されたDNAを用いて多くの一塩

基多型を決定し、 個人個人の間における遺伝暗号の頻度の差を明らかにする方法が用いら
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れていますが、この検討によって、たばこの依存性にも遺伝的背景があることが明らかに

されました。

　喫煙によって体内に取り込まれたニコチンは肝臓のチトクローム p450遺伝子の一つ

CYP2A6遺伝子により代謝され不活性化されます。CYP2A6遺伝子には代謝速度を高

める多型と代謝活性が弱い多型とがあり、後者では代謝速度を低下させて1日の喫煙量

が少なくなり、たばこへの依存性が減少して禁煙率が高くなると言う報告があります。実

際に308例の白人成人喫煙者の内144例が禁煙に成功したのですが、代謝速度の遅い

群では代謝速度が正常な群に比して禁煙率が2.25倍高かったと言うことです4）。

　また、ニコチン性アセチルコリン受容体は骨格筋や神経系の細胞膜に広範囲に発現して

おり、5つのサブユニットからなる5量体で、それらが管状に配置してイオンチャネル

を形成し神経・筋または神経間のシナプス伝達を調節しています。サブユニット構成の違

いから、筋型と神経型に大別されています。いずれのタイプも、この受容体に結合するリ

ガンドは前述の如く主に神経伝達物質のアセチルコリンですが、化学構造の似ているニコ

チンなどのアゴニストも結合してチャネルを開口しNaイオンやCaイオンを流入させ、

ドパミンを介する脳内報酬系に作用し、種々の神経伝達物質を介して快感を誘発します。

このニコチン性アセチルコリン受容体遺伝子のサブユニットをエンコードしている第15

染色体の15q25.1 という座位にある遺伝子の変異によってニコチンに対する依存性が

増加することが示されています5）。

　枠組み条約第14条では科学的根拠に基づいたガイドラインを作成し、禁煙促進と依

存性治療のための効果的な措置をとることと、たばこ依存性の診断・治療法及び禁煙支援

のカウンセリングを国の健康計画に取り入れ、教育施設や医療施設等で禁煙促進プログラ

ムをおこなうよう努めることが奨励されています。ニコチン依存症の診断にはTDS 

（Tobacco Dependence Screener）と呼ばれるスクリーニングテストが行われていま

す（表2）6）。このテストは心理的依存性も含めたニコチン依存症の診断基準としてきわ

めて有用と考えられています7）。

　たばこの依存性に関してEUでは衝撃的な3枚の写真と共に「Smoking  is highly 

addictive, Don’t start （喫煙は依存性が強い。始めないに限る）」と鋭い警告が伝えら

れています。「人によって程度が異なる」などといった釈明はありません。日本たばこの

警告は文字だけによる冗長な表現が多く、有害性に関して可能性を強調し、実害を正確に



連載講座 453

伝えていません。

11．禁煙の治療

　１）代替治療：禁煙を試みる時、通常離脱症状が現れます。ニコチンは体内に取り込ま

れるとわずか数秒で脳に到達し、その刺激によって前述の機序で快感をもたらしますが、

この作用はすぐに消失します。この時、体は強い刺激を求めて渇望状態に陥ります。一方

で、今たばこを吸い終えたばかりなのに隣で誰かがたばこを吸い始めると自分もまた吸わ

ずにはいられなくなるという心理的依存性がニコチンの血中濃度とは関係なしに生じ 

ます。このような症状を緩和するために、ニコチンをたばこによらないで一時的に 

（8週間まで）別の形で患者に与えるのが代替療法（NRT, Nicotine Replacement 

表2　ニコチン依存症の診断のためのスクリーニングテスト（TDS）
　表の10項目に関して「はい」を1点、「いいえ」を0点とし、合計得点が5点以上の場合、タ
バコ依存症である可能性が高い（約80％）。タバコ依存症でない喫煙者の81％が4点以下。得点
が高い者ほど禁煙成功の確率が低い傾向にある。出典：文献6
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Therapy）です。この間に患者は心理的依存性と身体的依存性を断ち切って非喫煙者と

しての生活に慣れていくことになります。

　代替療法ではチュウインガムのような製剤、ニコチンガムを噛んで、ニコチンを口の粘

膜から吸収させる方法があります。ガムを用いた場合のニコチンの血中濃度はたばこを

吸った時ほど上昇しませんが、効果の出現が比較的速いのでたばこが吸いたくなった時に

頓用で用いることも出来ますし、決まった時間に規則正しく用いても有効です。貼付剤は

皮膚にパッチを貼って、ニコチンを皮膚から吸収させます。ニコチンの血中濃度は低いの

ですが血中濃度を一定のレベルに持続して維持することが出来ます。24時間張りっぱな

しにする場合や昼間だけに限って貼付する場合がありますが両者で効果に差は無いと言わ

れています。用法としては、1日1枚ずつ、8週間かけてゆっくりとニコチン量の少な

いパッチに切り替えていくのが標準的です。

　日本ではあまりポピュラーではありませんがそのほかにもトローチ、点鼻スプレー、口

内吸入器など剤形の異なる複数のニコチン置換療法が開発されています。イギリスにコク

ラン共同計画という治療と予防に関する医療情報を定期的に吟味し人々に伝える組織があ

るのですが、そこが行った代替療法の評価ではいずれの方法も禁煙を促進する戦略として

有効であること、成功率が2‒3％増加すること、ニコチン依存性が強い患者に用いるの

が望ましいことなどが示されています。

　２）経口禁煙補助薬：前述の如くたばこの煙と共に体内に取り込まれたニコチンは、脳

内ニューロン組織の一部であるα4β2ニコチン受容体と結合しドパミンを放出して快感

を誘導します。前述のニコチン代替療法はニコチンをたばこ以外の手段で取り込むという

もので、ニコチンに対する依存性を変化させるものではありません。これに対して、

2006年に世界初のニコチン受容体の部分作動薬（刺激作用と拮抗作用の両者を持つ）

であるバレニクリン（商品名はチャンピックス）という経口禁煙補助薬が開発され禁煙治

療に大きな展開がもたらされました。バレニクリンは部分的な刺激作用でごく軽度にニコ

チン受容体を刺激して少量のドパミンを放出させて離脱症状を軽減し、拮抗作用によって

ニコチンの受容体への結合をブロックしてニコチンによるドパミン放出を抑制し、喫煙に

よる快感を喪失させます（図1）8，9）。

　禁煙治療は次のように進められます。基本的には最初の7日まではたばこを吸っても

よいことになっています。先ず禁煙を開始する日の1週間前から3日間は、0.5mg錠
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を1日に1回だけ、次の4日間は、1日2回朝夕食後に増やします。この間は喫煙を

完全にやめる必要はありませんがこの1週間に徐々に喫煙本数を減らすよう試みること

が求められます。2週目からはもうたばこを吸うことは出来ません。1mg錠を1日2

回に増量し朝夕食後に服用します。そして3カ月間（12週間）を治療の一区切りとし

て経過が追跡されます。ニコチン受容体がブロックされているために、たばこを吸いたい

と思わなくなり、たばこを吸っても以前のような満足感が得られなくなるはずです。

2010年 3月には、この治療法のキャンペーンの一つとして40年間の喫煙歴を持ち何

度も禁煙を試みたが成功しなかったという俳優の舘ひろしさんが医師のサポートを受けな

がら禁煙に取り組む姿がテレビとウェブで放映され話題を呼びました。

　2007年のコクランレビューによると、バレニクリンの禁煙効果はプラセボに比べて

3.22倍有意に高く、ニコチン製剤の1.58倍であることが示されています。わが国にお

ける臨床試験でも、バレニクリンはプラセボに比べて12週間の治療終了時点における

4週間持続禁煙率が2.98倍、1年後の44週間持続禁煙率が1.81倍と有意に高いと

いう成績が報告されています。このように、本薬剤の有効性が優れていることから、アメ

図1　バレニクリンの作用機序
　バレニクリンは脳内のニコチン受容体（α4β2）に結合し軽度の刺激作用と拮抗作用の二つの作
用を有する部分作動薬である。バレニクリンは部分的な刺激作用でごく少量のドーパミンを放出させ
離脱症状やたばこに対する渇望感を軽減し、拮抗作用によってニコチンの受容体への結合を阻害して
喫煙によるニコチン作用の補強効果（nicotine reinforcement）を抑制する。出典：文献9
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リカでは FDAにより優先審査の指定を受け、2006年 8月から処方箋薬として使用さ

れています。わが国では2008年 1月に医療用医薬品として承認され、同年4月18

日に保険薬として薬価収載されました。

12．日本循環器学会の禁煙への取り組み

　１）禁煙宣言：新しい世紀が始まった時、筆者は日本循環器学会の理事長を務めていた

のですが、循環器学会の中に禁煙推進委員会を創設しました。そして2002年に多くの

学会に先駆けて禁煙宣言をいたしました。この中で、医師は自ら禁煙を励行する、病院と

医学部の建物内は無煙状態にする、国民に広く禁煙の啓発活動を行うという3つのス

ローガンを掲げました。この禁煙宣言は英訳されて日本循環器学会の機関誌、

Circulation Journal を介して広く世界に発信されました10）。日本循環器学会会員の喫煙

率は2002年には14.0％でしたが、2005年には6.9％、2009年には4.4％、

2011年には2.9％と低下しました（2012年の喫煙率はその年の年次学術集会参加者

のアンケート結果では4.48％でした）。2013年にはこの間の活動と成果を再確認し

て、新たに禁煙と受動喫煙防止の重要性を認識し禁煙活動に取り組む決意が新禁煙宣言

2013として公表されました。この中でも、（1）自らが非喫煙者であり、医療従事者お

よび患者の禁煙を支援する、（2）医療機関、大学、医療従事者に呼びかける、（3）患者

や一般市民に呼びかけて喫煙による健康被害についての認識を促し、社会の禁煙化を推進

するという3つの基本方針とそれに関する10の目標が掲げられています。

　２）禁煙の日の設立：日本循環器学界は国内の多くの学会と共に「禁煙推進学術ネット

ワーク」を構成していますが、2010年 2月から毎月22日を「禁煙の日」と定めて専

門家の立場から禁煙の重要性を呼びかける活動を展開しています。

　３）禁煙啓発キャラクター「すわん君」：禁煙推進委員会は喫煙者が健康を害する前に

禁煙を思い立つきっかけ作りとして、禁煙を連想させるキャラクターを発表しています。

禁煙マークをつけた白鳥で「スワンスワン（吸わん吸わん）で禁煙を！」と呼びかけてい

ます（写真2）。

　４）禁煙教材、禁煙情報の紹介：たばこ規制枠組み条約の第12条には、喫煙の中毒

性や受動喫煙についての情報など、健康リスクに関する情報を広めるため、医療関係者や

教育者等に対しての訓練を実施し、人々がたばこと健康に関する情報を得られるようにコ
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ミュニケーションを築くことが規定されています。禁煙推進委員会は禁煙ガイドブック

（禁煙パスポート）を発行して、心臓病をはじめとして多くの病気に対するタバコの健康

被害と、禁煙のための様々な方法と最新の治療法を解説しています。また、日本循環器 

学会の年次集会をはじめとして色々な機会に禁煙セミナーや市民公開講座を開催してき 

ました。

13．世界心臓連合（WHF）の取り組み

　WHFも世界的な禁煙推進に取り組んで来ました。今もたばこへのアクセスの阻止、た

ばこの宣伝の禁止、禁煙環境（smoke-free environment）の促進を徹底させるという

活動を続けています。このためには、喫煙の危険性を十分に教育することや、禁煙を希望

する喫煙者への援助が必要であることが強調されています。これらは日本循環器学会の禁

煙委員会の打ち出している政策と変わるところは無いのですが、WHFは原則として、如

何なる研究課題であろうともタバコの生産業者、販売業者、タバコ産業の推進者とは協力

関係を持たないことを言明している点で説得力があります。WHFは「Smoking hurts 

more people than  just smokers（喫煙は喫煙者だけでなくもっと多くの人を傷つけ

る）」というモットーを掲げています。

写真2　日本循環器学会禁煙推進委員会が発表した禁煙啓発キャラクター「すわん君」
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14．世界禁煙デー

　WHOは地球規模で禁煙運動を推進するために1987年に「世界禁煙デー」を設立 

することを決議し1988年に第1回の催しが開催されました。翌1989年には今後 

この日を毎年5月31日にすることが定められました。WHOは毎年世界ハートの日に

新しいスローガンを掲げています。第1回の “Tobacco or health：choose health”

（たばこか健康かと問われたら健康を選ぼう）から始まって、毎年新しい呼びかけが世 

界中に発信されています。しかし、厚生労働省は、2012年の “Tobacco industry 

interference”（たばこ産業の干渉を阻止しよう）というスローガンを国内向けに「命を

守る政策を！」と言い換えて発表しました。2013年のテーマは “Ban tobacco 

advertising, promotion and sponsorship”（たばこの広告、販売促進、スポンサー活

動を禁止しよう）でした。これはたばこ規制枠組条約13条の「たばこ製品の広告の包

括的禁止がたばこ消費を削減するであろうということを認識し、すべてのたばこ広告、販

売促進活動、スポンサー活動を、条約発効後5年以内に禁止する」という条項をそのま

ま言い直したものですが、厚生労働省は国内向けには「たばこによる健康影響を正しく理

解しよう」と言い直したのです。わが国では2005年から厚生労働省は前述のWHOが

毎年5月31日に定めている「世界禁煙デー」から6月6日までの1週間を「禁煙週

間」と定めて、禁煙の普及啓発を行なっています。世界禁煙デー記念イベントの開催、厚

生労働大臣メッセージの発表、閣議における厚生労働大臣発言、禁煙大使の任命、など多

くの行事が行われているのですが、上記の世界禁煙デースローガンの日本語訳だけを見て

もたばこ企業に気兼ねばかりしている政府の態度は全く腰が引けているとしかいいようが

ありません。日本国中から「条約を批准しながらやる事が矛盾している。国がたばこ産業

の株主なので強く物が言えないのではないか」と強い批判の声が上がっています。

　上述の如く、たばこ規制枠組み条約の日本語訳は原文に比べて曖昧なところがあるので

すが、それでもその序文では「この条約はたばこ産業と関係を有しない人達によって構成

され、国内及び国際的なたばこの規制のための努力をし、この努力を阻害し又は著しく損

なうたばこ産業の活動には十分警戒し、悪影響を与えるたばこ産業の活動を認識した上

で、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受することが出来るよう

に協定されるものである」と述べられています。われわれもこの意に沿って最も高い道徳

的実践を推進し、無煙環境を達成するための使命を追求して行かねばならぬと思っていま
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す。
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今西二郎＊

Ⅱ．漢方

１．漢方とは

　“ 漢方 ” という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？　答えは、人により、また、時と

場合により、異なってきます。あるときは、漢方薬そのものを指していることもありま

す。またある時は、漢方薬を投与する治療を指しているかも知れません。さらには、鍼、

灸、指圧などの治療法などを含む、いわゆる中国伝統的医学全体を指していることもある

でしょう。

　中国伝統医学は、中国では、現在、中医学とよばれ、盛んに実践されています。中国伝

統医学は、約 2000 年前に確立されたものですが、わが国には、飛鳥、奈良時代にすで

に入ってきていました。やがて中国伝統医学は、安土・桃山時代、戦国時代、江戸時代初

期にわたって、わが国独自の医学大系に変えられ、当時の日本の主流医学として発展しま

した。一方、江戸時代中期、後期になると、オランダからの医学（西洋医学）が入って来

るようになりました。そこで、オランダ医学を蘭方、中国由来の医学を漢方（中国の漢時

代の医学という意味）と区別するようになりました。

　しかし、明治時代になると現代西洋医学（主にドイツ医学）がわが国に取り入れられ、

これが正式の医学として承認されたのです。この時をもって、わが国から漢方医学が排斥

されることになったのです。しかし、西洋医学を学んだ医師の中にも、漢方医学に興味を

もつ者があり、これらの人たちによって、漢方医学は細々と続けられてきました。

1965 年に漢方薬が、医療保険に適用されるようになり、徐々に漢方が復活し、現在で

は 80％以上の医師が漢方薬の処方を行うという時代になってきています。

２．漢方治療に向いている症状や病気

　漢方の適応となるのは次のような場合が考えられます。

 （1）機能的疾患で、特に検査所見に異常がないのに、自覚症状だけがあるような場合

統合医療：
一人ひとりに合った医療を目指して（Ⅱ）

連載講座

＊明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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 （2）器質的疾患であっても、機能的異常により症状が発現していると考えられる場合

 （3）検査所見の改善にもかかわらず自覚症状が残る場合

 （4）いわゆる体質にからんだ疾患や病態

 （5）高齢者や虚弱者

 （6）現代西洋医学的治療による効果がでにくい場合

 （7）現代西洋医学的治療で副作用を示し、治療継続が困難な場合

 （8）心身症的な傾向のある場合

　言い換えると、現代西洋医学で効果の及ばない領域あるいは及びにくい領域において、

漢方の威力が発揮されます。ただし、手術適応例や緊急処置が必要とされる場合などは、

漢方は適していません。具体的には、表 1 にあげるようなさまざまな疾患や症状が対象

となります。漢方治療を行っていくには、西洋医学的診断および漢方医学的診断を行い、

西洋医学的治療、漢方医学的治療のどちらが適しているか、あるいは両方併用する方がよ

いかなどを判断し、漢方の適用を決めていきます。

３．病態（証）の把握

　漢方では、独特の病態の捉え方をします、そして、その病態にあう漢方薬を処方しま

す。この漢方での病態のことを証といいます。証を把握するための基本的な考え方は、い

わゆる陰陽五行説に基づいています。そして、次のような諸観点から、証をみきわめてい

きます。すなわち、①陰陽、②虚実、③表裏、④寒熱、⑤気血水、⑥臓腑経絡、⑦三焦、

⑧六病位などです。

　陰陽、虚実、表裏、寒熱を合わせて八綱弁証といいます。これは、陰陽説に基づいてい

ます。臓腑経絡は、五行説に基づいたもので、心、肝、脾、肺、腎の五臓をみることにな

ります。さらに、気血水、六病位といった観点からも証を捉えていくのです（図 1）。

　１）陰陽：陰とは、一般に冷えている状態で、顔や患部が赤くなく、蒼白で、症状が表

れにくく、新陳代謝の低下している状態を指しています。反対に、陽は、熱のある状態

で、顔や患部が赤みを帯び、症状が表に現れやすく、新陳代謝の亢進している状態を指し

ています。

　２）虚実：虚は病に対する闘病能力の低下した状態であり、一般には体力のない人がこ

の状態になりやすいと考えられます。体格は貧弱で、腹力が弱く、胃腸も弱くて下痢しや
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すく、疲れやすいなどの特徴があります。これに対して、実は、病毒の充満した状態で、

闘病反応を強く示し、一般的には体力の強い人にみられる状態と考えられます。体格は

がっしりしていて、腹力があり、胃腸が丈夫で疲れにくいなどの特徴があります。

　３）表裏：表裏とは、病巣の中心が、現在体表にあるのか体の内部にあるのかをみるこ

A　呼吸器系
急性上気道炎、感冒（かぜ）：気管支炎、慢性気管支炎：気管支喘
息：遷延したせき、心因性のせき

B　消化器系
口内炎：しゃっくり：胃炎、胃・十二指腸潰瘍：過敏性腸症候群：
下痢、便秘：肝機能障害：痔疾：開腹術後のトラブル

C　循環器系
低血圧症：心臓神経症：高血圧症（西洋医薬に併用・自覚症状軽減
が目的）

D　内分泌代謝系
糖尿病性末梢神経障害によるシビレ：原発性甲状腺機能亢進症に伴
う動悸､ 息切れ

E　 腎・泌尿・生
殖器

腎炎 ･ ネフローゼに伴うむくみ：膀胱炎：腎結石症：陰萎（インポ
テンツ）：前立腺肥大（除手術適応例）

F　 神経系、精神
科領域

頭痛：チック：いわゆる自律神経失調症：神経痛：めまい：脳血管
障害（慢性期）：不眠症：神経症、うつ病：パニック障害

G　整形外科
こむら返り：腰痛：変形性膝関節症：関節リウマチ：関節痛：関節
炎：肩こり

H　産婦人科領域
不妊症（機能性）：月経不順、月経困難症（激しい月経痛など）、月
経前緊張症候群：習慣性流産：つわり：更年期障害：産後の神経
症：冷え症

I　小児科領域
虚弱体質：扁桃炎、扁桃周囲炎：気管支喘息：繰り返し起こる腹
痛：嘔吐：急性胃腸炎：下痢：夜尿症：めまい

J　皮膚科領域
アトピー性皮膚炎：皮膚掻痒症：慢性蕁麻疹、湿疹：化膿性皮膚疾
患：にきび、肌あれ、しみ：しもやけ：円形脱毛症

K　耳鼻科領域 アレルギー性鼻炎：副鼻腔炎：咽頭炎：咽喉頭異常感症

L　その他 疲労・倦怠：食欲不振：二日酔い：車酔いによる吐き気：夏バテ

表1　漢方の適応となる具体的疾患や症状
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とです。体表面に病巣がある時、表証といい、悪寒、発熱、頭痛、身体痛などの症状を示

します。裏の証にある場合は、体の内部、特に消化管に病変が及んでいると考えます。し

たがって、この場合、腹痛や、便秘、下痢、腹部膨満などが起こってきます。また、うわ

ごとや朦朧状態などの精神症状の出てくることもあります。この中間を半表半裏といい、

口が粘っていたり、苦かったり、喉が乾燥したり、めまいがする、咳がする、胸の痛みが

あるといった特徴的な症状を示します。

　４）寒熱：局所の病巣部に熱があるかどうかにより決まります。陰陽は、主として全身

の状態をみたものであり、寒熱は局所という違いがあります。

　５）五臓：五臓とは、肝、心、脾、肺、腎の 5 つの臓器のことですが、西洋医学でい

う肝臓、心臓、脾臓、肺臓、腎臓とは異なります。

　肝は、物質代謝、情緒系や運動器系に関する中枢神経機能、防御機能に関連していま

す。心は、循環系の機能、思惟活動などの中枢神経機能、自律神経機能などに関係してい

ます。脾は、主に消化器系（主に胃と腸）機能、水分代謝や止血機能に関係しています。

肺は、呼吸機能、皮膚の機能、水分代謝、自律神経機能に関係しています。腎は、水分代

謝、成長・発育・生殖・老化現象、内分泌機能、呼吸機能の一部に関連しています。これ

らの臓器の機能が高ぶっているか、あるいは低下した状態であるかなどを判断して、診断

図1　漢方の証の取り方
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していきます。

　６）気血水：気血水は、日本漢方で証を把握するのに特に重要視されています。

　気は、生命活動を営む根源的なエネルギーであり、生体機能の維持を司っています。気

の異常には、気の量が不足する気虚、気の循環が停滞をする気鬱があります。さらに、気

は健常な場合、身体の中心部から末梢、または上半身から下半身へと流れています。この

気の流れが逆流することを気逆といいます。血は、生体を物質的に支える赤色の液体をい

い、血の量の不足による血虚、血の流れの障害による瘀血（おけつ）の 2 つの病態があ

ります。水は、生体を物質的に支える無色の液体で、水の停滞あるいは偏在による水毒と

いう病態があります。

　７）六病位：六病位は、主に、急性熱性疾患について病期が変移していく状況を捉えま

す。急性熱性疾患は病期によって、陽の証を示す太陽病、少陽病、陽明病と、陰の証を示

す、太陰病、少陰病、厥陰（けっちん）病の 6 つに分類されます。それぞれの病期に特

有の症状があり、それにより漢方薬の処方が決まります。

　８）三焦：身体を垂直方向に、上焦、中焦、下焦の 3 つに分け、病巣がどの部位にあ

るかをみます。上焦は、横隔膜より上の部分で、胸部を、中焦は、横隔膜より下で臍より

上の部分で、漢方でいう脾胃（主に上部の消化器）を、下焦は、臍より下の部分で、漢方

でいう肝、腎、胆、膀胱、小腸、大腸を指します。

４．診断法

　漢方の病態理論である八綱弁証、五臓六腑、気血水、六病位などの状態をみるために、

漢方独特の診断が行われます。これには四診と呼ばれ、望診、聞診、問診、切診がありま

す。

　望診は、西洋医学の視診に相当するもので、患者全体の体型、顔色、表情、動作などを

見ると同時に、舌診が重視されます。すなわち、舌の厚み、舌苔の状態、湿潤度、歯痕の

有無、舌下静脈の怒張の有無などによって、漢方特有の診断がなされます。問診は、西洋

医学でも当然行いますが、漢方では、西洋医学より丁寧に行います。問診は極めて重要

で、問診だけで診断のつくこともあります。聞診は、声を聞いたり、臭いをかいだりする

ことです。患者さんの話し声、咳の状態、呼吸の状態、口臭や排泄物の臭いなどにより診

断していきます。切診は、西洋医学の触診に相当し、大きく脈診と腹診があります。脈診
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は、西洋医学と異なり、独自の方法で行います。原則は、第 2・3・4 指を患者の手首の

橈骨動脈に当て、左右両側同時に脈をとっていきます。腹診は、日本独自に発達したもの

で、極めて重要であり、またわかりやすい方法です。主に、腹壁の緊張度や温かさ、湿り

具合など、全体を把握し、漢方独自の所見をとっていきます。このような四診を駆使し

て、上述した八綱弁証、気血水、五臓六腑、六病位、三焦などの証を把握していくので

す。

５．漢方薬

　治療に用いる漢方薬は、現在、健康保険が適用されています。初めて健康保険の適用に

なったのは、50 年ほど前です。漢方 2000 年の歴史からみても、また、公的医療保険

が 1927 年に始まったということからみても、ごく最近ということになります。1965

年に漢方で用いられる約 70 種の生薬が薬価収載され、ついで 1976 年より、36 処方

の漢方エキス剤（煎じ薬をインスタントコーヒーのように粉状にし、さらに加工して、顆

粒剤、錠剤、カプセル剤などにしたもの）が、保険薬価に収載されるにようになりまし

た。その後、保険薬価に収載された漢方エキス製剤の種類も増え、現在では前述したよう

に 80％以上の医師が漢方薬の処方を行っています。

　漢方薬というのは、いくつかの生薬が組み合わさった薬剤です。例えば、もっともよく

知られている葛根湯は、葛根、麻黄、桂皮（シナモン）、生姜、芍薬、甘草、大棗（ナツ

メ）の 7 つの生薬からできています。このような漢方製剤が、エキス剤として 100 種

類以上用意されています。私たちは、これらの漢方薬をうまく使い分けながら、治療を進

めていきます。よく漢方薬は、効きが遅く、あまり強くもないので、副作用も少ないと思

われています。確かに、そのような漢方薬もありますが、中には上に述べた葛根湯などは

数 10 分で効果を発揮しますし、かなり効果も強いです。また、副作用も薬ですので、

当然あります。一番多いのは、大黄という生薬の入っている漢方薬では下痢が、甘草とい

う生薬は、偽アルドステロン症が起こったりします。その他、薬疹や胃腸障害などさまざ

まな副作用があります。

　そこで私たちは、3 ヶ月に一度は、血液検査を含めて副作用の有無をチェックしてい

ます。私たちの行っている漢方外来では、漢方薬単独で、あるいは西洋薬と併用しなが

ら、さらには鍼灸やマッサージ、アロマセラピーなどさまざまな療法を組み合わせて、病
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気の治療を行っています。
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　この 10 年でシルクロードの旅に 6 度出かけた。そのせいか友人たちに何故シルク

ロードに惹かれるのか、シルクロードには一体何があるのか、そして危険な地域ではない

のかなどとよく聞かれる。そういった質問に答えるつもりで、以下シルクロードで見聞し

たことやこの地域に住む人々の状況について報告したい。

　最初のきっかけは私の友人たちがトルコのイスタンブールからバスや列車を乗り継ぎ

2 か月近くかけて中国西安に無事たどりついた話であった。見せてもらった西域の写真、

特にウズベキスタンの古都ヒヴァの景観には心を動かされた。仕事柄それまでは欧米の都

市ばかりを訪れており、定年後になって中央アジアや中近東の国々には一度も足を踏み入

れていないことに気づかされた。これは多くの日本人に共通することなのだろう。ユーラ

シア大陸を横断する絹の道は古代からの交易路であり、絹だけではなく多くの文物がこの

道を通して中国からペルシャ、さらにはローマへもたらされ、また中近東から中国へと彼

の地の人々と共に多くの文物が届けられた。この道の最終地である日本でも正倉院御物の

いくつかはこの道を通って西の国からはるばる運ばれてきたことは良く知られている。シ

ルクロードはこのようにロマンをかき立てられる道であり、トルコまでは無理としても元

気なうちにできるだけ遠くまでシルクロードの旅をしてみたいと思った。

　しかし一人旅はとても無理なのでその都度ツアーに参加した。初めは西安から河西回廊、

敦煌を経て新疆ウイグル自治区のトルファン、ウルムチに至る旅であった。この旅ではい

くつかの仏教遺跡や玄奘三蔵法師の足跡に触れることができ、さらに西への旅をしたいと

思っていた。幸いウルムチからクチャを経て中国領の西の果てカシュガルまで行く友人た

ちの旅に誘われて、シルクロードのハイライトといえるタクラマカン砂漠のオアシス地帯

を歩き、ウイグル自治区の実情にも触れることができた。その後さらにタジキスタンのソ

グド遺跡、青の都サマルカンドやタシケントそして念願のヒヴァを訪ねるウズベキスタン

のツアーに参加し、またかつてのペルシャ帝国の地、イランのテヘランやペルセポリスを

本庄　巌＊

随　想

シルクロードの風景

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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訪ね、シリアではローマに滅ぼされた古代の交易の要所パルミラ遺跡、そして今は戦乱の

地となった古都ダマスカスへの旅にも加わって、シルクロードの旅をほぼ完了することが

できた。友人たちが心配してくれた身の危険を感じたことはイランやシリアでも一度もな

く、人々は大変親日的だったし、また下痢などの病気も皆無で全てが平穏な旅であった。

　さてシルクロードの魅力は何かと私なりに考えてみると、その第一はこの地域の歴史の

厚みであろう。具体的にはこの道を往還した人々の面影である。当時世界の中心であった

中国とその西に連なる国々とは絶えず交流があり、なかでも西北の蕃族匈奴とは戦いの歴

史でありそのために長城が築かれたのは周知のとおりである。また中央アジアの月氏、大

苑、突厥などの国々は東洋史に度々登場し、またこの道を往還した人物としては前漢の張

騫が知られている。彼は武帝の命を受け匈奴に対する同盟を求めて月氏を訪ねようとした

が匈奴に 10 年余り捕えられ、そこを脱出し西域の国々の情報を中国にもたらしたが、

彼の足跡は今日のウズベキスタンにまで及んでいる。同じく前漢の時代、元帝の後宮の美

女王昭君は匈奴の王である単干に求められ遠く匈奴の地に嫁いだが単干の死後、匈奴の掟

で彼の義理の息子の妻となった哀話が知られている。そして唐代インドに仏典を求めてシ

ルクロードを西に向かった玄奘三蔵法師の足跡もシルクロードと重なっている。ちなみに

三蔵法師は天山北路から何故か遠く西へ迂回して現在のウズベキスタン、ヒヴァのあたり

から南下してアフガニスタンを経て北部インドに入る経路をとられており、一方帰途はパ

ミール高原を経てタクラマカン砂漠の南側、西域南道と最短距離のルートで長安に凱旋さ

れている。

　シルクロードは例えばアジア・ハイウエーイといったように一本の道が東西に走ってい

るのではなく複数の道でつながっていて、例えばタクラマカン砂漠を横切るシルクロード

の幹線道路も天山山脈の北の天山北路、南を通る天山南路、そしてタクラマカン砂漠の南

を通る西域南道と三本の道が走っている。唐の長安からローマまで通じる道ではあるが、

その中にはサマルカンドまでの交易の旅もあったであろうし、サマルカンドからペルセポ

リスまでの朝貢の旅もあった筈であり、またこれらの道がアジア大陸のそれぞれの民族間

の交易の必然性から生まれたものであることは当然のことである。

　シルクロードの旅の風景を要約すれば、砂漠の道であり月の砂漠の駱駝の旅そのままの

風景である。砂漠と言っても細かい砂の砂漠だけではなく、小石まじりのいわゆる砂礫地

帯もあり、その中にとびとびにあるオアシス都市をたどって進む旅である。途中随所に残
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る仏教遺跡はイスラム教徒の破壊を受けてはいるが、トルファンやクチャの千仏洞、広大

な仏教寺院跡のスバシ故城などかつてこの地で厚く信仰された仏教の面影を偲ぶことがで

きる。そしてこの地帯を旅すると水がいかに人々の生活に大切かを実感させられる。水が

あるところに緑のオアシスがあり、そこでのみ生物が生き延びることができることを知ら

される。古来ローランをはじめタクラマカン砂漠ではいくつかの居住地が廃墟となってい

るが、いずれも河の流れが変わり、水が得られなくなったためである。そしてこれらのオ

アシスを潤す水の源は天山山脈など背後にそびえる高い山々の雪解け水であり、この様子

は日本アルプスの麓の安曇野や富山平野と異ならない。

　シルクロードの今ひとつの風景はイスラム教である。古くは仏教や拝火教、あるいは景

教と呼ばれたキリスト教も信仰されていたが、いまはおしなべてイスラム教である。遅れ

てきたイスラム教が何故これほど広い地域に普及したか知りたいところであるが、ほかの

宗教に比べ礼拝の時間や日、あるいは断食や食べてはいけない物など、厳しい戒律がそれ

に関係しているかもしれない。女性は頭を覆うスカーフをかぶり、眼だけが見えるブルカ

で全身をすっぽりと覆っている女性もいる。どの街にも大小のモスクがあり、時間が来る

とお祈りの知らせと共に人々はモスクに集まり、水で手足を清めてモスクに入る。礼拝の

場所は男女で厳しく区別されていて、人々はひざまずき聖地メッカに向かって一斉に祈り

を捧げる。勿論酒は禁止であり、また豚を食べることも禁じられている。このような戒律

はモーゼの十戒よりも具体的であり、人間の本能に基づく誤った行為をセーブする知恵と

思われる。

　それに関連する食卓の風景は、アルコール類は原則として禁止で、イランではまずいノ

ンアルコールビールだけであった。主食のナンと羊の肉は必ず登場し野菜や果物も豊富で

ある。海から遠い土地柄から魚介類は全くなく、餃子や麺類も出るがいずれの料理も素朴

な味付けで、例えば中華料理のような複雑さや贅沢さはなく、また日本料理のような素材

を生かす料理でもない。飽食に慣れた我々日本人にとっては決して美味しい食べ物ではな

かったが、食べられないものは何もなかった。来る日も来る日も食卓には同じようなもの

が並んでいたが、私たちに用意された食事はシルクロードの人々にとっては御馳走だった

のだろうと思う。

　そして最後にシルクロードに暮らす人々の風景である。ちなみにこれらの地域では有史

以前から民族の興亡が絶え間なくあり、めまぐるしく民族が入れ替わっている。アレキサ
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ンダー大王の遠征は中央アジアのタジキスタンまで達しており、ギリシャ人がこの地方に

残ったことも分かっており、その後はアラブの侵攻でそれまでの仏教やゾロアスター教は

改宗を強要され全てイスラム教徒となる。その後モンゴルの侵略で徹底的な破壊を受ける。

そして近年ではソ連邦による中央アジアの支配とその後の独立、また中国による新疆ウイ

グル自治区やチベット自治区の支配などである。我々東海の孤島に浮かぶ日本列島の住民

にとっては考えられないような、侵略と民族興亡の歴史である。シルクロードを旅してい

ると東から西へ行くに従って人々の顔が次第に変わって行く。大雑把にいえば東から西に

向かうとモンゴル系の平たい顔が、ウイグル自治区ではトルコ系の濃い眉や髭の顔になり、

女性の瞳は大きく睫毛は長くなってゆく。ミイラで発見されたローランの美女はこの系統

だったのだろう。そして中央アジアに入ると唐時代に胡姫と呼ばれた碧眼紅毛のイラン系

の美女をよく見かけるようになる。

　人々の暮らしの風景は一言でいえば近代化以前の状態である。都会では車を見かけるが、

地方では驢馬に引かせる車が主な移動手段であった。庶民の暮らしを知ることができるバ

ザールでは野菜や果物、米や肉など食品は豊富であったが、その他の品物は中国産が幅を

利かせていた。月収はおしなべて低く日本人の十分の一以下であるが、物価が安いので暮

らしは苦しくはないと思われた。人々の服装は粗末でファッションとは無縁であるし、医

療の設備も近代的なものはないようであった。一言でいえば 50 年あるいは 100 年まえ

の日本の風景といえるが、人々の表情は穏やかで今の暮らしに満足していることが感じら

れる。しかしウイグル自治区についていえば、中国はそのような後進性を改めるべく古い

居住地を取り壊して、近代化を図ろうとしているが、ウイグルの人達にとってはむしろ迷

惑なことで、中国語の教育でウイグル語が公用語から消えつつあるとも聞いた。このよう

な事例は世界の植民地化の歴史の中で度々行なわれたことで、先進国が自国の価値観を強

制しそれまでの平穏な日々を脅かす結果となる。なお中国の原水爆実験はタクラマカン砂

漠のロプノール遺跡の近くで頻回に行われており、私もその近くの砂漠を通ったが、今で

もガイガーカウンターを持参すればよかったと思っている。またソ連時代の原水爆実験が

当時はソ連邦に属していたカザフスタンで行われ、住民の重篤な放射線被害は報道されて

いる通りである。シルクロードに連なるこれら西域の国々はそれぞれ独自の文化と歴史、

固有の言語と文字そして宗教を持っているが、これを否定し更には経済的に支配しようと

する動きが進行している。この動きに拍車をかけるのは西域の砂漠の下に眠る石油や天然
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ガスなどの豊富な地下資源である。今後西域の国々では独自の文化が失われて行き、また

民族の独自性が薄れてゆくことが危惧される。歴史的に見るとこれも西域の民族興亡の一

局面なのかもしれないが、これからのシルクロードの民の生活が案じられる。

 2013 年 9 月 4 日

　黄色ブドウ球菌をマウスの後足に皮下接種したところ、その毒素が傷害受容神経の活動電位を
直接変化させて痛み感覚を生じ、その活性化によって自然免疫の初期反応がむしろ抑制された。
すなわち痛み感覚は免疫応答に続く炎症の 2 次的結果ではないことが示された。 （Yan）

Chiu, I.M. et al.: Bacteria activate sensory neurons that modulate pain and 
inflammation. Nature 501, 52-57 （2013）

細菌感染による痛みは感覚神経への直接刺激により生じる

Random Scope

　情報社会の中では、多重課題行動が強いられているが、その成績は高齢化と共に直線的に低下
することが知られている。今回、高齢者運転講習に見られるような、3 次元の多重課題訓練
モードのビデオゲームを、1 回 1 時間、週 3 回、少なくとも 4 週間続けることによって、高齢
者の認知能力を改善させることが、脳波でも検知された。 （Yan）

Anguera, J.A.. et al.: Video game training enhances cognitive control in older 
adults. Nature 501, 97-101 （2013）

高齢者の認知能力を高める多重課題のビデオゲーム

Random Scope
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Books 談義

Books 談義17、シリーズ・ともに生きる科学：鈴木晶子 著「智
恵なすわざの再生へ－科学の原罪」をめぐって（Ⅲ）
（株）ミネルヴァ書房　¥3,500＋税　2013 年 4 月 25 日発行　

 ISBN978-4-623-06620-9

「Books 談義17」コメント5

国民の知恵が必要
松久　寛＊

　本書の題名「知恵なすわざの再生」は、福島原発事故で崩壊した科学の再生を意味して

いるとして読んだ。第 1 章「科学と生きるとは」、第 2 章「知るということ」、第 3 章

「地の果てまで」で、哲学と科学の関係を歴史的に論じている。第 4 章「欲望と責任の間

で」で、原爆開発にかかわった科学者を論じ、原子力をプロメテウスの火に例えて、その

原罪について哲学的な考察をしている。第 2 次世界大戦時に、原爆開発にかかわった科

学者の原爆投下に関する対応が書かれている。ウランの核分裂を発見したオットー・ハー

ンら 10 人はドイツ降伏後、イギリスに抑留された。そこで、彼らは広島での原爆投下

のニュースを聞いたのであるが、その時の彼らの会話が盗聴され記録されている。皆が衝

撃を受け混乱している様子がよく分かる。その後、世界の科学者は原水爆禁止の運動を展

開していった。

　そして、エピローグで「火を与えられた私たち人間一人ひとりが背負う課題もまた、そ

の火によってつながっている。火を持てる者ゆえの喜びと苦しみ。火を持てるがゆえに背

負うべき新たな責任。私たち火を持てる者は、火を介してつながることで互いの行く末を

共にしている。火を介して私たちは横につながり、『いま・ここ』を生きている。と同時

に、火を介して未来ともつながっているのだ。私たちが火によって始めた事柄は、私たち

の行く末をも決めていく。火を持てる者がゆえの始末。その始末の知恵こそが今求められ

ている。しかし、人間は弱い。その欲望と渇望の海の中でしばしば自らを見失ってしまう。

遭遇する事柄の大きさにわが身の始末さえつかなくなることも多い」と現在を言及してい

る。しかし、その答え、すなわち「知恵」は書かれていない。
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　私は機械工学が専門で哲学的素養はないので、この本の第 1 章から第 3 章は馴染みの

ない哲学用語が多くでてきて難解であった。しかし、第 4 章の原爆研究にかかわったド

イツの科学者の記述は、日本の福島原発にかかわった学者や技術者と対比して、実感を

持って読んだ。しかし、原発を製造、運営してきたのは、科学者ではなく技術者である。

御用学者と言われている人達も技術系である。ここで、科学と技術の違いは何であるのか、

技術の哲学とは何なのか、技術者が国から独立して存在できるのかという、いつもの命題

がわいてきた。

　科学とは原理の発見であり、技術とは科学の実践応用であるといえる。技術には利用目

的と実用があるので倫理が問われる。技術者は雇われて技術を売るのである。とくに巨大

技術は国の下でしか存在できない。すなわち、御用技術者である。御用から外れると、企

業では解雇される。大学においても、京都大学熊取 6 人組のように万年助手という塩漬

けになる。彼らは京大だから存在できたが、他の大学だったら、すぐに追い出されていた

だろう。原発を始末する方法はある。核兵器は廃棄すればよい、原発は止めればよい、す

でに出てしまった放射性廃棄物は福島原発敷地に集めて管理するしかない。その始末を実

現するのは、科学者だけの知恵ではなく、国民の知恵である。国民が知恵を持って、はじ

めて火の始末ができる。ヒトラーを選挙で選んだのはドイツ国民であり、原発廃止を決め

たのもドイツ国民である。 2013 年 8 月 28 日

「Books 談義17」コメント6

科学とその応用技術－科学に原罪はあるか？
池原健二＊

　私は元来単純な理科系人間だったが、大学入学後に始めた下宿での高校時代の二人の親

友との会話から次第に自然科学の立場から「生きる意味」を考えたいと思うようになった。

そんなこともあって、工学部工業化学に入学した私だったが卒業研究の生物物理学的研究

から、生物化学的・分子生物学的研究へと進むことになった。そして、遺伝子や遺伝暗号、

タンパク質の起源と進化を経て、最終的に生命の起源に関する独自の GADV 仮説を提唱
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することができた。そして、今では私は奇跡的に生まれることのできたこの世界を少しで

も知ることが「生きる意味」の一つだと納得するに至っている。

　そのような私にとっても、「近代科学の革命はまさに知と信の間に楔を入れた」、「科学

は日常世界から独立した」、「専門家としての自己と生身の人間としての自己の分裂という

弊害」、「議論の相手は論敵であり、議論の立脚点である陣地を攻撃し、自らの陣地を守り

抜く」、「科学万能主義の立場では、負の効果に目がいかなくなる」、「臨機応変の智恵、瞬

時の判断力が重要」など多くの興味深い言葉に溢れている本書は、刺激的であり考えさせ

られることの多い極めて興味深いものだ。しかし、著者の考えと私の考えには大きな隔た

りがあると感じるのも事実だ。紙面の関係もあってその一つ一つについては書くことはで

きないが、以下では両者の間で最も大きな違いについてのみ記載することとしたい。

　それは科学とその応用である技術を分離して考えることの必要性に関することだ。本書

でも「科学は知識を増やすということであり常に良きものとして語られてきた」と過去形

ではあるが書かれている。私も科学は自分たちが生まれた世界をより正確により深く知る

ためのものだと考えるべきで、科学の応用に関して起こる問題を科学の責任にするべきで

はないと考えている。なぜなら、人は「知的探求を放棄することはできない」し、世界を

知るための「科学研究を放棄すべき」ではないからだ。もちろん、本書の中で書かれてい

るような「核爆弾の開発」や「延命治療のみを良しとする発想」など「科学の発展が破局

を招く」かもしれない問題に科学者が関わった責任を避けるために言っているのではない。

科学者が「核爆弾の開発」など科学の応用に関わり、社会に取り返しがつかないほどの大

きな問題をもたらしたことを私は否定しない。しかし、科学者がそのような問題に関わっ

たのは、自主的か政治的経済的な圧力によってかに関わらず、本来の科学の立場から離れ

「野心にとらわれた」ためであり、「知を有することで権力を獲得しよう」としたからだ。

「科学の応用としての技術が一層深い知によって指導されなければならない」のは、科学

そのものの問題というよりは、富や名声を目指す人間の心の問題であり、政治や経済など

社会全体の問題だということを理解すべきだろう。

　このように、科学とその応用技術を正しく分離し議論しない限り、科学の応用に伴って

起こる問題の本質を見誤り、間違った方向での議論に終始し、問題をいつまでも根本的に

解決することはできないだろうと私は見ている。 2013 年 8 月 30 日
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「Books 談義17」コメント7

量子力学の衝撃
佐藤文隆＊

　本書は Books 談義 17 において山岸氏が「知の客観的普遍性と主観的普遍性」と題し

て内容を紹介されている。「科学と生きるとは、知るということ、知の果てまで、欲望と

責任の間で」の四章構成を「近代科学の成立、実践知と身体知、物自体をめぐる原子物理

学と哲学との論争、科学者の知的欲望と社会的責任」と要約しているが、ここで顔を出す

原子物理学の関係で本書の Book 談義に筆者も招待されたのだと考えて執筆している。

また震災原発事故直前の 2011 年 1 月に発行された拙著「職業としての科学」（岩波新

書）が本 Books 談義で取りあげて頂いたこともあるが、そこでは筆者なりの「近代科学

の成立」を論じた。鈴木氏の本の内容に話を戻すと、後半の二章の主役はハイゼンベルグ

という物理学者であり、三章「地の果てまで」は 1920 年代後半のハイゼンベルグらに

よって作られた量子力学という物理学の理論の哲学的位置づけ、特にカント哲学から見た

論議を、フリースという女性学者とハイゼンベルグおよびヴァイツゼッカー三者の討論を

主に展開する。第四章は、ハイゼンベルグとヴァイツゼッカーのドイツの原爆計画への対

応という歴史話しになっていて、それまでの三章とやや色合いが異なる文章になっている。

全体として “ ドイツもの ” であるが、第二次大戦前までの一世紀近く物理学を含む科学全

般、それに哲学、芸術全般に於いて、世界の前衛であったドイツの時代が終焉して久しい

現代を語るには “ ドイツもの ” では十分でないと思う。本質は時代を超えて “ ドイツも

の ” にあると言うにせよ、たとえば哲学はカント、ハイデガーが主であるが、このテーマ

なら科学哲学の絡みのウイーン学派への言及が不可欠であると考える。

　実は量子力学の学問史の中での衝撃について、筆者は「量子力学のイデオロギー」（青

土社）、「アインシュタインの反乱と量子コンピュータ」（京都大学学術出版会）、「量子力

学は世界を記述できるか」（青土社）などで、ニューサイエンス、マッハ、アインシュタ

イン、観測者の登場、エントロピー、量子情報技術、などと絡めて論じている。若きハイ

ゼンベルグの一歩を学会に受け入れられるかたちに展開させたのはすでにノーベル賞受賞
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者であったボーアである。2013 年 7 月発行の拙著「科学と人間−科学が社会にできる

こと−」（青土社）の第三章「量子力学にみる科学と社会思潮」において「量子力学とワ

イマール期文化」などを論じた。ボーアが影響を受けた父親の友人はプラグマティズムの

ジェームスと交流のあった哲学者である。ドイツの伝統の学的世界においてはカントを参

照枠とするのはわかるが、量子力学の提起している学問論的衝撃は言語論的展開、プラグ

マティズム、情報化、戦略理論、といった潮流との共鳴である。

　アインシュタインが「それでは実在 reality は記述できない」と直感して量子力学に反

対を貫いたのである。哲学的実在論を志向する数理理論の試みもあったが、1980 年頃

からのいわゆるハイテクの進展で、昔、アインシュタインとボーアが思考実験の論争をし

たような課題が実際に実験できるようになり、ことごとくアインシュタインの夢を打ち砕

く進展があった。アインシュタインが「そんなことが可能ならテレパシーだ」と言った遠

隔相関も最近はハイテクを駆使したレーザー実験で 100km もの遠隔相関でも実験でき

ている。日本の特殊な事情で、分野外から見ると物理学の最前線は素粒子や宇宙などにあ

るような錯覚を与えているが、量子力学の実験でも著しい進展があるのである。筆者は宇

宙物理学者と呼ばれていたが、最近は量子物理学者などと呼ばれるほどに量子力学づいて

いる。アインシュタインがこの量子力学を受け入れなかったという一件の中に問題の深刻

さが象徴されていると思う。

　物自体の存在、因果関係、といった人間の観念に深くこびりついている、従って学問の

基礎にもしてきたものが、実験によってガラガラと小気味良く崩れていくのである。筆者

は「量子力学は人間の特殊性を炙り出している」と表現している。理論誕生時には論争の

テーマであったようなことが実験であっさりと白黒がつくのである。我々は、アインシュ

タイン、ボーア、ハイゼンベルグ、シュレーディンガーなどの考察よりもはるかに明快な

事実を基礎に世界を描くことが出来るのである。彼ら大科学者よりもはるかに深く我々は

ハイテクによって真理と繋がっているのである。

　「アインシュタインの深遠さといえども一介のツールであるレーザーに及ばない」とい

う言い方はある種の反撥を招くであろう。筆者が量子力学論議に深入りする様になったの

はこの衝撃を容易に受け入れ難かったからでもある。しかしここ二十年ほどの進展の実感

は「科学は人間を超える」というものである。超えているとは進化論的に古典世界（非量

子論世界）を基礎に構成されてきた推論や情報処理の形式はやはり特殊な思い込みである
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ことに目をひらくことである。そのことを量子力学は炙り出しているのである。筆者は、

量子力学論議はけっして物理学の進展といった枠に止まるものではなく、学問論であると

言っている。学問と人間の関係である。学問はあくまでも「人間にとっての……」でなけ

ればならない。こういう視点に立てば学問世界の配置、序列、階梯、などなどの景色は一

転すると考える。

　鈴木氏の本から外れてしまったが、現代科学の転換期の論議に量子力学を据えたのは卓

見であるが、80 年以上遠いハイゼンベルグから掘り出すものは少ない。これには日本の

物理学者の知的世界への発信の不十分さに原因があるのかも知れない。筆者も反省して量

子ものをたくさん最近書いているのはこのためである。原爆の論議について、筆者は

1995 年に「科学と幸福」（岩波現代文庫）を出している。原爆と科学に象徴される力強

い科学技術の問題は 1990 年頃の冷戦終結期まで同質に推移し、そのご転換を迎えて浮

遊したまま現在に至っているという立場である。この舞台はやはりアメリカであってドイ

ツではない。1940 年頃のオッペンハイマーにとって、ブラックホール論文の次が原爆

開発であったという現代の我々には想像しがたい当時の学問状況や学界の意識への関心は

膨大に膨らんでおり、いまも新刊の絶えないオッペンハイマーの伝記（全て英文）を二十

冊以上買い込んでいるが、なかなか次の執筆構想が結実しない

　最後に、鈴木氏の本のタイトル「知恵なすわざの再生へ」についてであるが、「再生」

には引っかかるところがある。拙著「科学と人間」の主題だが民主主義という人類の方向

で見た場合、医療や上下水道などの衛生環境がいかに多くの人間の解放を進めてきたかを

思い起こす必要がある。安易な自然賛美、自然回帰は危険である。科学は、所詮は「わ

ざ」のためであり、その基準は多くの人々の幸福であろう。人々の関係性のなかでの幸福

には文化が不可欠であり、そこに様々な自然観が共存するのだと思う。科学はそこでは主

役ではない。制度としての科学はあくまでも「職業として」の社会性を持つもので、個人

の信条と別物であるべきであろう。 2013 年 8 月 31 日
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「ポスト・フクシマ時代」の責任の所在
鈴木晶子＊

　哲学の仕事は、何をどう問うていくことができるかという、問いの可能性について様々

な角度から光を当てることである。問いに対する答えを導き出す手続きを云々するだけに

とどまらず、問い方一つで議論そのものの道筋が決定してしまうという欺瞞自体を、つま

り、問いと答えの一対一対応の関係の蝶番を外していくところに、哲学の課題がある。そ

れは議論の質を上げていく試みでもある。もし、議論の場が闘争や戦争を模した場として

議論の勝ち負けのみに終始していたならば、それは予め定まったルールがあたかも自然発

生的に大昔から存在していたものの如く扱うゲームに終わってしまうだろう。そのゲーム

のルール成立の現場に立ち戻り、ルール発生の仕組みから見直すことで、それまで自明だ

と思われていた既存の枠組み自体を見直すきっかけとなり得るのである。戦いや闘いの

モードで議論するための技法を身に付けていくことが、知性を磨くことであるかのように

養成されていく現代の教育の洗礼を受けてしまうと、自ら為した仕事を業績の量的拡大と

同意に解釈し、己の存在を歴史に刻み得たと思い、心安らかに生涯を閉じる縁（よすが）

としているのが、現代人の安寧とでもいえるだろうか。

　１．「ポスト・フクシマ」を生きる：拙著『智恵なすわざの再生へ−科学の原罪』（ミネ

ルヴァ書房刊）を 2013 年 4 月下旬に上梓した後、翌月、翌々月と立て続けに、この主

題と密接な関わりをもつ国際シンポジウムで講演する機会があった。5 月、韓国・仁川

市にある仁荷大学で開催された韓国ドイツ教育学会は、「教育学にとっての挑戦としての

フクシマ原発事故」がテーマであった。本学会は、ドイツ語圏に留学し学位を取得した研

究者、あるいはドイツ語圏の学術研究に携わる者からなる、主に教育学関連分野を専門と

する学術団体で、公用語はドイツ語である。大会には毎年、韓国内はもとより東アジア圏

をはじめ欧米からも参加者がある。招待講演では、福島の原発事故を人類はどう受け止め、

次世代の教育へと繋げていくことができるかを語ってほしいと依頼されていた。

　翌 6 月は、ベルリン自由大学の食育に関する国際シンポジウムだった。食の安全や食
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文化の伝承はドイツでも学界だけでなく、教育関係者の大きな関心事となっている。チェ

ルノブイリの原発事故後に、ドイツをはじめヨーロッパ周辺の各地で起きた汚染された野

菜や乳製品をめぐるパニック状況は、その後、食品添加物や遺伝子組み換えなど食の安全

に関して人々を過敏にさせ、EU 食品安全規準の順守や有機栽培を軸としたバイオ（Bio）

食品の栽培、加工、販売に至るまでの生産・流通システムの構築が進んだ。食に関わる科

学リテラシーの向上と食文化の伝承を軸とする食育の推進は、学校教育現場では、環境、

いのち、動物虐待、食物連鎖、経済誘導による味覚操作など、理科、社会科といった教科

目を超えた視点を必要とする。フクシマ以後の日本における教育課題について食育を中心

に講演してほしいと依頼されていた。

　韓国、ドイツいずれのシンポジウムでも、日本の置かれた状況について、多くの質問が

寄せられた。日本の原発事故は、もはや日本に限った事件ではない。制御可能の閾値を超

える道具を手にした人類の過去、現在、未来を次世代にどう語り、どう伝えていくかを、

人類全体に与えられた課題として、彼らが日本の「今」に注目していることを改めて痛感

した。どちらのシンポジウムでも、「Post-Fukushima-Zeitalter　ポスト・フクシマの

時代」という言葉が頻繁に登場した。私たちはまさにポスト・フクシマの時代に生きてい

る。この言葉には、福島第一原発の事故が起きた「後の」時代という意味と、同時にまた、

フクシマという地名によって象徴されるような、原発に関わるあらゆる事柄−たとえば、

原発技術の制御の仕方をはじめ事故後の処理やそれに関した政府の事故対応、情報開示、

廃炉への道程、放射線廃棄物の処理、汚染水の除去、放射線の身体への影響、今後のエネ

ルギー資源の確保など−について、今回の事故を体験してしまった人類が、事故前に考え

ていた枠組みそのものを見直していく、すなわち「脱」フクシマの新たな形について考え

る時代という二重の意味が込められている。この二重の問いかけに人類は、科学者は、技

術者は、そして教育者は次世代に対してどう応答していくのか、また応答していくべきか

という関心を共有していたといえる。

　２．日常的感覚から科学 ･技術の功罪を問う：3.11（サンテンイチイチ）のあと、科

学や科学者に対する信頼は揺らいでいる。私たちの住む世界、私たち人類をはじめ地球上

の生物は、これからいったいどのようになっていくのだろうかと、不安や心配は人々の間

につのるばかりである。科学は果して社会生活に本当に役に立つことだけをしているのだ

ろうか？　科学や技術が社会に及ぼす影響が広範かつ複雑なものになってきている現代で
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は、科学・技術が相互に絡み合うなかで生じるかもしれない弊害という側面についても私

たちは気を付けていなくてはならない。そのためには、科学技術文明の成り立ちにまで遡

る必要がある。そして、科学技術文明の意識は何を認め、何を認めようとしてこなかった

のか。科学技術文明の成立のために、私たちが何を良しとし、何を忘れてきたかを今一度

確認しなければならない。

　現在、科学をはじめとする学術は、理系、文系ともに専門分野が細分化し、それぞれに

細分化した分野内にもっぱら通用する、ごく特殊な専門用語や方法・手続きを前提とした

専門家集団による一種のバベルの塔を築いている。現代では、専門家集団の世界と日常的

な生活世界はすっかり乖離してしまっている。他方、科学や技術の進展に伴い、科学技術

文明に頼らなければ世界そのものが機能しないほど、日常の生活の隅々にまでその影響が

及んでいる現代では、細分化した科学・技術の及ぼす様々な影響が相互に作用する様まで

十分にはもはや予測がつかいほどになっている。科学・技術の成果は、人類を取り巻く世

界のなかで多重に影響し合い、予期しない形での作用を社会に及ぼし始めている。今まで

以上に、日常を生きる普通の人々も、この複雑に絡み合った科学・技術の恩恵と同時に、

科学・技術の相互作用によって引き起こされる錯綜した状況とどう向き合って己の生命や

生活を守っていくか、これまで以上に自覚的でなければならない状況にある。環境リスク

や医療技術、薬物など人間生活に直結した事柄について、日常的に判断や決断を下しなが

ら人は生活している。技術を提供する側には説明責任が求められ、それを享受する側には、

理解責任とでもいうべき科学・技術リテラシーが求められている。自己決定、自己責任と

いう法による契約的関係によって結ばれた関係性の網のなかで、科学・技術をめぐっては、

専門家と素人の間には、専門的知識の有無による厳然とした構図が出来上がっている。こ

の構図のなかで、いくら科学コミュニケーションの活性化、そのために科学者と市民が対

等に議論できるような場としてサイエンス・カフェのスタイルが推奨されようとも、そこ

では、専門家の鎧を着た登壇者の「啓蒙」、「教授」、「説明」を「拝聴」する、「学習」熱

心な聴衆という構図は簡単に崩れることはない。日常的感覚や直感など日常を生きる生身

の人間としての感覚だからこそ気が付くような事柄、そうした感覚から出発して科学・技

術の功罪を問うような風通しのよい場を実現するのはそうたやすいことではない。伝達や

啓蒙、教育の観点からすると、この事態こそが、近代技術文明を担う専門家やリテラート

の養成システムが生んだ構図であり、感覚や感性、身体を軽視する近代的教育がもたらし
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たものといえる。

　３．教育はインドクトリネーションか：しかし、よく考えてみると、科学と哲学とが別

個の研究領域としてあるという捉え方そのものも、ある意味、歴史的な一つの解釈にすぎ

ない。そもそも、哲学のなかに科学があったのであり、哲学から科学が独立した一ジャン

ルを形成しようとした段階で、哲学もまた、「諸学問の母」としての広義の哲学から、一

専門分野としての狭義の哲学へと領野を縮減させていったのである。この観点からするな

らば、初めに一つのまとまった学があったのであり、19 世紀後半の細分化を経て、近年

また学際あるいは学問融合が叫ばれているだけのことである。筆者は、科学と哲学の関係

軸をめぐって教育哲学的な関心からアプローチしている。教育ないし伝達・伝承において

「価値自由性　Wertfreiheit」は可能か？という問いが、出発点にあった。日本の教育現

場では、教師（教育公務員）の政治的中立性を保つという名目で、歴史や現代社会に関わ

る授業においては、「歴史に関わる客観的データ」を「提示」することのみに徹底すると

いう態度が支配的であった。一歩踏み込んで、教師の「解釈」を生徒に披露することは、

教師の「中立性」を危うくするものだと、1970 年代にはまことしやかに語られていた。

教師は「客観的データ」を生徒に提示し、生徒自身にその「解釈」を委ねることで、教師

の「中立性」は確保されるというのである。ここで、いちいち「客観的データ」や「中立

性」といった概念をカギ括弧で括ってみせているのは、これらカギ括弧で括られた概念の

意味が、あくまでそれぞれの立場で発言する人々の枠組み内での定義に基づくにすぎない

と確認しておきたいからである。歴史の「客観的データ」とは何か？教師の「中立性」と

は何か？という問いは、果して教育ないし伝達・伝承において価値的内容を取り扱うこと

は可能なのか？という問いに行きつく。さらに、価値観の形成は教育においていかにして

可能か？という問いをも生じさせる。

　教育にとって根本的な、この一連の問いは、伝達・伝承における内容のみならず、その

方法の客観性や中立性、さらには教育という営み自体が置かれた政治的文脈すなわちいか

なる時代のいかなる国家の価値に拘束された場において為される教育なのかをも検証する

ことを要請する。さらに、これらの問いは、用いられる教科書に記述されている内容その

ものが、それぞれの教科目の母体となっている歴史、地理等の社会科学系諸科学はもとよ

り、物理、化学、生物など自然科学系諸科学自体における記述の客観性や価値自由性をど

のように捉えているかとも関係してくる。
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　1970 年代、アメリカでは、「教育はインドクトリネーションか？」という論争的問い

をめぐって議論がさかんに行われていた。教育という営み自体に内在化された暴力性やイ

デオロギー性を検証するという関心である。インドクトリネーションという言葉自体は、

もともと中世の教会において、教義すなわちドクトリンを伝える宣教や布教と同義に用い

られてきていた。近代において自己の確立や自主性といったことが教育現場でも重要視さ

れるようになると、インドクトリネーションは人間という主体を踏みにじり、その自律性

を挫くものとして、否定的な意味を帯びてくる。当時、アメリカでは、全体主義体制や共

産主義体制の教育をインドクトリネーションと呼んでいた。分析哲学者たちは、授業のイ

ンドクトリネーションを見抜くための観点として授業方法、内容、教育する側の意図につ

いて検討した。だが検証を通して見えてきたのは、いずれの観点からみてもインドクトリ

ネーションと「真の民主主義的教育」とを区別することは不可能だという結論だった。

　明確な理由づけなしに教え込むことがインドクトリネーションだとすると、教育には幼

児のしつけや暗記・計算練習など訓練的学習が不可欠である。教育する側にインドクトリ

ネーションの意図がなかったとしても、書取り練習で「白色人種は生まれつき知能が高

い」、「国のために死ぬことは光栄なことだ」といった例文を与えている場合もある。教師

自身が完全にインドクトリネーションされている場合もあるだろう。人間は己の価値観や

世界観を異にする国で行われている教育を洗脳と呼びたがる。だが、いったい価値から自

由な教育内容などあり得るのだろうか？　また逆に価値のバイアスのかかった内容を教え

ることがインドクトリネーションになるとしたならば、政治や宗教の教育はどうなるの

か？　インドクトリネーションを指摘し偏向教育を摘発しようとした試みは、インドクト

リネーションと断定すること自体が不可能であり、どんな教育にもインドクトリネーショ

ンの要素を含む可能性があることを露呈させた。

　４．価値自由性批判から「智恵なすわざ（フロネシス・テクネ）」ヘ：教育における価

値自由性について筆者は、論理実証主義に連なるポパー、カルナップ、ヴィトゲンシュタ

イン、ノイラート、さらに科学のパラダイム・チェンジと科学者共同体内の言語使用の問

題に関するクーン、クワイン、ファイアーアーベントなどの一連の議論を土台に据え、同

じ問題系を社会科学の分野で展開していたドイツの実証主義論争における価値自由性の概

念を軸に論文をまとめた。その後、1982 年にドイツのケルン大学哲学部に本拠を移す

ことにした。アドルノ、ホルクハイマーなど新マルクス主義の流れを組む新左翼の社会科
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学理論と、ポパー流の科学論を基盤にした一派との論争は、隣国フランスのポスト構造主

義のテクスト論、物語論の刺激を受けて新たな展開をみせようとしていた。ケルンの哲学

部では、比較的保守の立場から一連の科学哲学論争を俯瞰していた E. シュトレーカーは

教授資格論文を出版し、中堅教授として健在で、アーレントの愛弟子 E. フォルラートは

政治的判断力をキーワードに実証主義論争に独自の視点から終止符を打とうと意気盛ん

だった。

　当時の西ドイツでは近代自然科学に範をとる科学性基準を充たし得る社会科学の実現を

目指す動きも活発で、教育学の学問としての科学性の追究という点では陣容が充実してい

た近郊のボン大学に対して、ケルン大学では、教育の哲学的基盤については哲学部が、新

左翼の理論に基づく授業実践や教員養成については、1981 年に統合された教育学部

（元ケルン教育大学）が研究するという具合に棲み分けがなされていた。哲学部のスタン

スは伝統あるケルン大学の歴史を引きずっていたこともあり、フランス構造主義、ポスト

構造主義の思想家を講義で表だって扱うことについては神経質になっており、若手の教員

がそうした講義内容をシラバスに掲示しようものなら、古参教授に叱責されるという風潮

のなか、多くの読書会は水面下で続けられているという状況だった。

　フーコー、デリダはもちろん、バルトのテクスト論や物語論の影響は、ドイツにおける

客観性、実証主義、価値自由性をめぐる議論に新たな地平を拓く契機となりつつあった。

科学と似非科学との間に境界線を引き、科学を擁護しようとする論理実証主義以来の試み

は、価値に拘束されない科学データなどあり得ない、科学的命題も極言すればフィクショ

ンとみなし得るといった、ラディカルな（根元的という意味で）プロトコルに賛同する研

究者をドイツでも増やし始めていた。言語論的転回の余波は、ドイツではデカルトの批判

哲学に対して、レトリック（修辞学）的思考の再興を試みたヴィーコの復権、あるいは

ハーバマスの討議的理性、アーレントの共通感覚など、行為する当事者の能力やわざの議

論が深まる一方、クーンのパラダイム・チェンジのような俯瞰的視座を社会構造をはじめ

人間の心の構造の分析にまで徹底的に推し進めたルーマンのシステム論などが科学哲学や

科学論に影響を与えた。科学哲学や科学論のなかで議論されていた内容は、個別の諸科学

の分野の、科学性基準の検証や科学としての存立意義に関わる議論として 1970 年代に

浸透し、1980 年代には、それぞれの領域における個別具体の研究主題のなかで論争を

別な角度から展開していく方向へと散逸していったといえる。そのなかで、フランスから
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の一連のポスト・モダン的思考に抗していたかにみえたドイツ側の受容の姿勢も軟化し、

1980 年代後半には、そうした思想の最前線を紹介する書籍や翻訳が急激に増加した。

　1982 年から結果として足掛け 8 年に渡る滞在中の主な仕事は、プラトンやアリスト

テレス以来の実践知（フロネシス Phronesis 賢慮とも訳されている）から、ヴィーコの

レトリック（修辞学）とりわけトポス論（トピカ）、カントの『判断力批判』に登場する

「趣味 Geschmack」、さらにアーレントの「共通感覚 Gemeinsinn」へと繋がる「判断

力」をめぐる思想の系譜を追いつつ、価値伝達のメカニズムや、行為者の判断や決断を介

した行為の蓄積としての経験の扱いといった主題を、哲学的手法で浮彫にしていくことに

集中した。科学的記述と呼ばれるものの伝達は、伝達の場に掛る諸条件に規定されるとい

う意味で文脈に依存しており、その意味で、伝達に関わる言語は広義のレトリック言語と

なり、科学の伝達もストーリー・テリングすなわち一種の「物語り」とならざるを得ない。

しかし、科学的営み、科学の記述、科学の伝達いずれにも関与する、この文脈依存性は科

学者にとっては限界であるとともに、可能性をも拓く契機と捉えることができる。そのた

めには、科学的営為をはじめ、日常世界の一員である科学者の一個の人間としての行為な

ど様々な場面での、当事者としての一回ごとの判断や決断の質を上げていく必要がある。

それは判断をわざとして磨くことで、「智恵なすわざ（フロネシス・テクネ Phronesis-

Techne）」と呼び得るのではないか。ドイツでの仕事は、帰国後、京都学派の場や偶然、

形なき形といった概念を再び、現代哲学の中に位置づけ再解釈していく仕事と併せて進め

られ、東洋的なわざの修練や、フィクションとしての教育、身体知を含む共通感覚などの

主題へとつながってきた。

　このドイツ滞在中に体験することとなったチェルノブイリ原発事故は、今から思えば、

今回の拙著『智恵なすわざの再生へ−科学の原罪』執筆の端緒であったといえる。その頃、

筆者は、ドイツ国営放送局の報道部に勤務しつつ大学で研究を続けていた。当時、海外通

信局からのニュースはすべてテレファックスで送信されてきていた。1986 年、高線量

の放射性物質が空気中から検出されたことが、スウェーデンのフォルスマスク原子力発電

所をはじめとするヨーロッパ各所から、報道部の方に報告され続けた。テレファックスの

機械が何台も置かれた部屋に入ると、各地から送られてきた関連情報で、機械はフル稼働。

長い紙を何重にも床に吐き出し、床はもう紙で足の踏み場もないほどだった。どこかで原

発事故が起きたようだという情報はすぐにかけめぐり、事故発生の場所をめぐって様々な
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情報が飛び交った。4 月 26 日のことである。2 日後の 4 月 28 日になって、当時のソ

連邦（現在のウクライナ）はようやく事故があったことを認めた。それからの一か月ほど

は、この事故の影響をどう受け止め、それにどう対応したらいいのか、ドイツに住む人間

の間では一種のパニック状態が続いた。

　放射性物質に汚染されたらまず困るのは水と食料である。事故に関するニュース原稿を

生放送で読み上げたその日、筆者もまた仕事を終えて真っ先に向かったのは、局のビル近

くにあるスーパーマーケットだった。夕方午後 6 時ごろだったが、予想通り、普段は缶

詰やレトルト食品が盛りだくさんに並んでいるはずの棚はもう空っぽだった。事故の

ニュースを知った人たちが我先にと買占めに押し寄せたため、午後だけでもう店の在庫は

底を突いてしまっていた。思いつく限りの店を 3、4 軒回り、その日はやっとサバの缶

詰 3 個と酢漬けのキャベツの瓶 2 本買うことができた。どの店も、保存食品を求める

人々でごったがえし、さながら戦場のようなあり様だった。だが、チェルノブイリ原発事

故が起きたことがドイツ国内で報道されてからの一ヶ月あまりの間に、住民の怒りは一種

の諦めへと変わっていった。ドイツでは缶詰をはじめとする保存食品はまたたくまに品薄

となり、１週間もするとほとんど手に入らなくなった。事故の報道後、10 日ほどは生鮮

品を扱う店はほとんど閉じていたが、そのうち、街の広場に行商の八百屋や肉屋が一軒、

また一軒と並ぶようになった。どの店でも、チェルノブイリから遠いところで採れた野菜

や肉だといって売っている。だが、風向きによって、どの国や地域に放射性物質がより多

く流れていったかを住民はみなテレビなどの報道を通して知っている。

　陸続きのヨーロッパでは、トルコ、イタリアなど隣接する国々から野菜も仕入れていた。

事故後、どこの産地の品物か、買う側はみな目を光らせていた。しかし、売る側も生活が

かかっている。放射性物質の影響が少ない安全な地域の品だと産地を偽り売りに出してい

た店は次々と摘発される事態となった。特に小さな子どもを抱えた家庭では、不正を働く

店を十分管理しきれていない行政当局に怒りをあらわにした。しかし、何かに怒りを抱い

て発散しているうちは、人間はまだ元気なのだ。しばらくすると、「ドイツや近隣諸国の

土地に降り注いだ放射性物質は、雨とともに土中深く浸透し、向こう 200 年、汚染し続

ける危険がある」といった詳しい報道がなされると、住民の怒りは諦めへと変化していっ

た。その土地に生える草を食べて育った牛の乳はこれからずっと放射性物質に汚染された

ものになってしまう。怒りと諦めの間で不安と恐怖に苛まれる住民たち−。筆者もその住
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民の一人として何ができるのか、何をすべきなのか、切迫した気持ちで過ごした日々を今

でも鮮明に記憶している。

　５．「ヒロシマ」と「フクシマ」の間で：近代の諸科学は自ら「価値中立的ないし価値

から自由な」ものだと称している。しかし、この、「客観的」という概念にとって代わっ

たこの怪しい似非概念によって、職業として諸科学に関与する人間の、善悪に対する無関

心や無責任が覆い隠されてしまっている。知的探究−この「美しき純粋な」と称される営

みを信じる研究者は、その知的営み自体に含まれる知的世界の拡大と把握という、人間の

欲望に突き動かされていることを容易に認めようとはしない。欲望そのものが別に悪しき

ものであると言っているのではない。人間がその生存をかけて自己保存のために用いる力

そのものも、生存への欲望によって駆り立てられた力の一種である。力そのものは生物に

必要不可欠な生存の証明である。諸科学の中立性を標榜する人々は、諸科学を取り巻く周

囲の力が、諸科学を政治的、経済的な色合いへと染め上げているのだと説明しようとする。

たとえば、「科学は知的探究であって、技術とは違う」というように。科学者は研究し、

その成果をもっぱら応用しているのは技術者であり、社会への責任は科学者ではなく技術

者にある、という論理である。あるいはまた、「科学者や技術者のなかにも、政治と距離

を保つ科学者や技術者と、時代に添い寝する、いわゆる御用科学者や御用技術者がいる」

というように。この論理に従うならば、科学や技術の問題を、科学者ないし技術者という

一個人の人格に帰着させて論じることで、結果として、制度としての科学や技術を社会的

批判の眼から逸らすことにもなりかねない。このような境界づけは、裁くべき対象として

一方を際立たせると同時に、他方を無風の領域へと避難させることになる。

　知は力なりと言ったベーコンの言葉は現代の世界にまで響き渡っている。知の場とは力

の場なのだ。ベーコンが発したメッセージは、知のもつ無限大の意義とその影響の力とし

ての性質だったかもしれないが、サンテンイチイチ以後の社会を生きる人間にとって、そ

のメッセージはこれまでとは異なる色を帯びてくる。既に 1970 年代のポスト・モダン

を標榜する理論知批判の文脈のなかで、知の営みのもつ力、欲望としてのあり様を抉り出

してみせたフランス構造主義の作品群は、もはや黙示録を低くつぶやくような声で朗誦す

る僧侶たちの声のように迫ってくる。ハイデガーはいみじくも次のように述べている。

「哲学がなければ、いかなる西洋的ヨーロッパ的科学もまた存しないであろうし、原子力

エネルギーのいかなる開発も存しないであろう」と。科学に、技術に原罪があるとしたら、
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それらの源としての哲学、その哲学を生み出す始源としての知であり、力であり、欲望ま

で遡り問わねばならないのである。

　私たちの生きている時代が、「ヒロシマ」と「フクシマ」という名前によって象徴的に

言い表されている歴史的時間の投げかける影のなかにあるということを今一度確認しなく

てはならないだろう。「ヒロシマ」と「フクシマ」は韻を踏んでいると、フランスの思想

家ナンシーは素朴に感心してそう講演「破局の等価性−フクシマの後で」（2011 年 12

月）のなかで語っていた（ジャン＝リュック・ナンシー著、渡名喜庸哲訳『フクシマの後

で。破局・技術・民主主義』、以文社、2012 年）。たしかに非日本語圏の人間にとって

は、見事に韻を踏んでいるように、そして共に響き合う特殊な音の意味がその地名を耳に

したものの身体のなかで木霊していくのだろう。

　「広島以前」と「広島以後」で人類史が変わったと同様に、「福島以前」と「福島以後」

でもまた人類史は変わったのである。広島の体験というのが広島の体験でありながら、同

時に人類の体験であったと同様に、福島の体験もまた人類の体験であるという意識が共有

されつつある。しかも、それは単に広島を「ヒロシマ」に、福島を「フクシマ」へと世界

中の人々の頭に刻んでいくメッセージを伴ったものとして現実化していった様々な具体的

な歴史的、社会的、政治的、経済的な諸要因の布置や構造のレベルではなく、人類の文明

というレベルで問うべきものという意識である。広島についていうならば、人類の運命、

あるいは人間の生存といった大きなテーマについて語るのは、「ヒロシマ」以前にはもっ

ぱら哲学者や宗教家であった。しかし、広島以後、普通の庶民が日常の会話のなかで、人

類の運命や人間の生存を案じ、語る時代になった。そして「フクシマ」以後、復興や再生

を語る気運の影で、また科学や技術なしには生きられない人間のさがへの諦観と共に、地

球共同体、人類運命体としてもはや逃れられない状況のなかで、何をどう受け止め、受け

入れていかねばならないのかという、沈黙の厚みも増してきている。

　「ヒロシマ」と「フクシマ」という響き合う二つのシンボルによって言い表されている

風景を認識することが私たちの課題である。もはや政治の場だけが力の場だという限定的

な解釈で済ますことは赦されないような、知の地平が開かれている。哲学をはじめ科学や

学術の地平は「真理」の探究にあるといわれる。それに対して、技術の使用や政策の問わ

れる場は力の場であると考えられてきた。しかし、学問と政治を、真理と力に対応させ明

瞭に区別することはもはや意味がないこと、言い換えれば、科学、学術、学問研究の領野
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にも政治や経済の世界と同様に力の構造が深く及んでいることをもはや無視できないとい

う認識段階に人類は到達しているのである。

　「科学の発展をよい方向に導き、知識の拡大を人間の福祉のためだけに役立てるよう努

めるべきだ」と、O. ハーンは説いていたという。広島への原子爆弾投下のニュースを耳

にした直後、ナチス・ドイツ下の「ウラン・プロジェクト」に参画していたハイゼンベル

クとフォン・ヴァイツゼッカーの間では、発見と発明の違いが真剣に議論されていた。

「原子核の分裂に関するハーンの実験は発見であり、爆弾の製造という発明に彼は関わっ

たわけではない」、「発見者である科学者は、その発見の実用化まで見越し、その実用化が

もたらすかもしれない危険についてまで予測することはできない。それゆえ、責任を負う

べきなのは発見者である科学者ではなく、実用化に関わった発明者である」と彼らは考え

ようとした。責任を発見者ではなく発明者に委ねるという態度は、「それは科学者の問題

ではなく技術者の問題です」という具合に、科学と技術の領域、科学者と技術者の職分を

区別しようとする今日の科学者の態度にまで貫かれている。

　福島原発事故の後、放射線被ばくによる被害や汚染の度合い、安全といわれる閾値の設

定など、様々な数値がマスメディアの報道、関連機関の発表からはあふれ出てきた。その

数字が具体的に何を意味し得るのか、専門的知識をもたない人間の間では混乱が生じた。

細かい数字の羅列が一人一人の具体的な暮らしにどんな意味をもつのか、また、百年、千

年の単位で放射線の影響を考えるという時間スケールの大きさは、目の前の現実や自分の

子ども、孫の世代への影響との関係で想像することは難しい。数値の細密化、時間スケー

ルの肥大化は、人々の連想の範囲を超え、逆に、自分たちにできることなどもはや何もな

いのではないかという諦念すら生じてきている。科学技術文明の推進に携わってきたとい

う点では、科学や技術の関係者のみならず、哲学者や文学者もまた同じ責を負っている。

責任は過去に対してだけでなく、未来に対しても負うべきものなのである。

 2013 年 9 月 24 日
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　本書は、柳田国男の注目した「烏滸の者」から想像力を膨らませて、日本人の笑いの文

化に民俗学的考証を行ったものであって、仮説に満ちた「笑い」に関する斬新な提言の書

である。

　かつて日本に存在した「烏滸の者」とは、笑いを神に捧げることにより、人々に平安を

もたらす道化者のことであったが、現代の辞書では「愚か者」と曲解されている。すなわ

ち古代の人々は、自然災害の中でも最大の恐怖の的である雷を「神鳴り」（神の笑い）と

捉えたので、神を敵としないように、笑いでご機嫌を取る役割を果たしたのが「烏滸の

者」の祖型と考えている。またその笑いの特質として、非暴力、公共性、価値の逆転など

があげられている。

　本書では、このような笑いの起源の考証から始まって、神話の神々の笑い、山の神に捧

げる笑い、共同体の祭りの中の笑い、笑いの都市化、笑いを排除するグローバル社会、知

の巨人たちの笑い、災害の国日本と「無常の笑い」へと連なっていく。おわりに、競争と

闘争、紛争と戦争、格差と差別を拡大する一方のグローバル化社会で、笑いは平安と共存

を目指す「平和の祈り」であって、抑圧された消費する笑いから喜びや充実感を伴う幸福

な笑いへの変容をもたらす、現代の「烏滸の者」は、私たち一人一人の心の中に見つける

ことが出来るのではないかと結んでいる。� 山岸秀夫（編集委員）

　著者は、特別養護老人ホーム生活指導員としての長年に亘る経験を活かして、少子高齢

化と経済的格差社会の中で、アリのように働き続けたあげくキリギリスのように果ててい

く低所得高齢者（年額150万円以下、75歳以上）の実態を統計資料でなくライフス

トーリーとして明らかにしているところに特色がある。

　先ず都市部における在宅高齢者の生活実態に関しては、居宅介護支援事務所のケアマ

樋口和憲 著
笑いの日本文化－「烏

お

滸
こ

の者」はどこへ消えたのか？
東海大学出版会　￥2,000＋税　2013年 6月24日発行　ISBN 978-4-486-03750-7

Books

大友芳恵 著
低所得高齢者の生活と尊厳軽視の実態
－死にゆきかたを選べない人びと
（株）法律文化社　￥3100＋税　2013年 5月30日発行　ISBN 978-4-589-03520-2
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ネージャーの協力を得て、2006年にA市内の一人暮らし高齢者数の1％にあたる

1,300名にアンケートを発送し、回収された342名の集計解析を行っている。その中

の50名に関しては、2007年 10月から翌年1月にかけて各1時間半程度のインタ

ビューを実施した。ここでは、青年期に戦争を経験して、成人期の高度経済成長の中でひ

たすら働けども低所得状況を余儀なくされた挙句、多くを望まず声をひそめて生きている

姿が示されており、「高齢者イコール金持ち老人」という「偽りのリアリティ」に一石を

投じている。

　次いで明治期に開拓住民によって人口が構成された北海道を中心に、地方における高齢

者の生活状況が取り上げられている。ここでは、地域の社会福祉協議会の協力を得て、高

齢者夫婦9世帯、一人暮らし高齢者15世帯のインタビューを行っているが、その客観

化のため記録者が同席して、本人の了解を得た上でのメモに基づいて、ライフストーリー

的分析を行った。その結果、現役時代の社会階層性が高齢期の生活に大きく作用している

現状が示され、都市部と同様に、経済的要因が人との関係性を限定し、ひっそりと生活す

る高齢者の姿が共通して見出される。

　さらに2009年に道内特養ホーム65施設に対するアンケート調査を実施し、55％

の回収率を得て、施設で老いる要介護高齢者の生活保障の限界を示している。すなわち所

得の多寡によって施設利用が限定されているのである。従ってその人生の終焉も他者に知

られないことが多い。これは一概に価値の多様化、多元化として容認されるものではな

い。著者はおわりに永六輔の「大往生」の一文を紹介して、「生まれてきてよかった、生

きてきてよかった」と思えるような、尊厳ある「人生」を可能にする社会の構築を今後の

課題としている。� 山岸秀夫（編集委員）

　一般的には、幸福（しあわせ）とは個人の生活への主観的な満足度であるとされている

ので、当然その消費生活の豊かさが関係し、消費を保証するための高い所得が前提とされ

る。しかし本書では、人の幸福度に関する心理的要因を考慮して、「幸せ」は必ずしも消

費や所得の最大化だけで得られないことを主張している。

　国際的にも幸福度を測る指標として、経済活動だけでなく、福祉などの消費サービス、

自然保護の環境問題などを組み入れる動きが強まってきている。国際比較研究で、幸福度

橘木俊詔 著
「幸せ」の経済学
（株）岩波書店　￥1,700＋税　2013年 6月18日発行　ISBN 978-4-00-029102-6
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が世界第1位とされているデンマークの特徴は、所得格差が小さい上に比較的高い所得

と充実した福祉である。また経済的に貧困なブータンでの高い幸福度は、経済的な豊かさ

は必ずしも人の幸福に結びつかない例である。しかしながらこの国でも、情報のグローバ

ル化によって、若者の間に国際的な経済的格差が実感されるにつれて、その幸福度が低下

しつつあるのも現実である。日本の幸福度の意識調査では、高い所得と教育、健康、女性

であることなどが幸福度を高める要因とされている。しかし先進諸国では所得格差が拡大

する中で貧困層が増加して、幸福度を下げているので、税や社会保障と教育政策による富

の再分配が行われている。

　そこで著者は、少子高齢化の進行する日本での今後の課題として、右肩上がりの経済成

長社会から定常型経済社会への転換を提唱し、幸せな「働き方、遊び方」に向けた社会保

障制度の充実が重要であるとしている。� 山岸秀夫（編集委員）

　3.11以降、多くの低線量放射線影響の解説書が出回っています。しかし故意に放射線

影響を過大評価して、間違った放射線影響を流布する本が出回り、苦々しく思っていまし

た。私も3.11に関連して出版社から執筆依頼を受けたこともありますが、低線量放射

線の影響について、一般向けに解説することの難しさを実感して、断っていました。著者

である宇野氏とは大学院生時代からの旧知の仲ですが、3.11以降、急に私の専門とする

放射線生物学との接点が生じて、氏らが主宰するNPO法人「あいんしゅたいん」との交

流会で出会う機会も多くなりました。氏の専門は免疫学ですので、福島事故について講演

活動をすることは、勇気も要り、大変だろうと思っていました。しかし、この本を読了し

て、事故に遭われた人々に対する支援活動をしながら、氏が本当に低線量放射線の生物影

響について研究者の視点で良く勉強され、更には福島の現状を理解され、培った知識の豊

富さに圧倒されました。特に氏が、エイズ問題で患者や社会と関わった経験から、放射線

被ばく問題にも共通していることを実感して活動されていること、更には女性研究者とし

て子を持つ母親の立場に立つことができること、このような放射線やエイズの問題が単な

る科学だけで解ける問題でなく、マスコミや政治が絡むトランスサイエンスの問題である

ことを十分に認識して、活動されていることに深く感動しました。放射線影響の知識を

持っている人にも、持たない人にも、あるいはマスコミや行政に関わるような人達にも、

宇野賀津子 著
低線量放射線を越えて－福島・日本再生への提言
小学館101新書　￥720＋税　2013年 7月31日発行　ISBN 978-4-09-825176-6
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ぜひ一読して欲しい一冊だと思いました。ところどころに最新の専門的な情報も書かれて

いるので、一見難しいと感じる個所もありますが、ぜひ手にとって、読みこなして欲しい

と思います。� 内海博司（編集委員）

　本書は、現代日本の教育と制度：バイリンガル・テキスト（2010年 5月、東信堂）

の続編として編集・出版されたものである。バイリンガル・テキストはその名称から分か

るように、海外からの研修留学生が手際よく日本の教育の現状と課題が理解できるように

日本語のみならず英文対照という形式で出版されたものであった。

　本書は表題にあるように現代日本が抱える様々な教育上の課題について、多方面から解

析を行い、問題状況とその背景や考え方などに言及し、さらにはいかなる展望と解決策が

あるか、などについて論述したものである。具体的には教育制度の現状と多様な教育ニー

ズに対応するための柔軟化、障がいを持つ子供たちへのより開かれた教育・支援のあり

方、教育をより効率的に提供するために必要な人員の配置や経費の効果的な配分、人と人

とのつながりを構築していくためのコミュニティつくり、ボランティアの意味と教育のあ

り方、教育界の積年の課題である学力問題と学校支援の関係や性別にとらわれない教育の

在り方、国際化・グローバル化の進行に伴う教育の国際化への転換、カリキュラムの現状

と地域単位における教育の可能性、非行、不登校やいじめなどの横行とこれまで実施され

てきた道徳教育とのかい離をふまえてこれからの道徳教育のあり方の検討、あるいは東日

本大震災によって発生した原発事故をめぐる諸論をもとに放射線にかかる理科教育のあり

方と現状における問題点を提示し、知識基盤社会に生きる市民を育てるという観点から情

報教育（ICT）の現状と今後の課題についての論述など、11章の構成となっている。

　しかし上記の内容で現代の日本が直面する教育の課題がすべて解明されたとは言い難

い。例えば少子化の進行や生活様式の変化、人間関係の希薄化などが及ぼす影響、大人と

して必要な最低限の知識と素養とはなど、残された問題は多い。とはいえ本書は、現代の

教育の状況に違和感を覚える人々にとって、教育の今後の展望を考える一つの有力な素材

となることは間違いないであろう。� 上田　学（編者）

村田翼夫、上田学 編著
現代日本の教育課題－21世紀の方向性を探る－
東信堂　￥2,800＋税　2013年 7月31日発行　ISBN 978-4-7989-1183-0



Books 493

　3.11の最初の衝撃の直後、原子力の専門家の多くは「大きな地震だ、しかし原子炉は

緊急停止するので大丈夫だろう」と思い、また願ったに違いない。そしてその通りに原子

炉は止まった。彼らは、原子力安全の要諦は「止める、冷やす、閉じ込める」であり、大

地震のあとでもそのようにシナリオは進んでくれるものと思っていた。ところが予期しな

い大津波による冷却の失敗、閉じ込めの失敗で今日の事態を招いてしまった。余りにも想

定外の要素が多すぎた。

　IAEA（国際原子力機関）は、原子力安全に対して次の5つのレベルからなる深層防護

の考え方を採っている。①異常運転や故障の防止、②異常運転の制御と故障の検知、③設

計基準内への事故の制御、④事故の進展防止と過酷事故の影響緩和、⑤大規模な放射性物

質の放出による放射線影響緩和などである。しかし、「止める、冷やす、閉じ込める」は

そのうち最初の部分に留まる。しかも3.11ではそれすら防護できなかった。

　従来、わが国の原子力安全規制の考え方は上の最初の3層に留まっており、それ以下

の層についての議論はされていたが、実態は事業者任せとなっていた。その理由には多々

あろうが、最初の3層を守ったあとの過酷事故へのリスク論的進展を含む議論は確率論

的なものであり、規制にはなじまないとされてきたからである。

　本書の原典は、3.11の直後の7月に出版された米国原子力工学科の学部学生・大学

院初級生向けの教科書である。不十分ながら福島原発事故の記述もある。福島事故発生直

後、氾濫する情報の中で本書が監訳者の目に留まった。著者のリー教授、マッコーミック

教授とは旧知の間柄でもある。その内容はわが国の原子力技術者の基礎教育の段階では欠

落していた多くの部分を体系化したものと思われ、また残念ながら後日の翻訳作業でもこ

のことが確認された。スリーマイル島原発事故以降、原発建設の進まない米国で地道な基

礎研究、人材育成が進んでいたことに今更のように彼我の差を感じた。

　翻訳作業は、原子力研究開発機構で過酷事故を専門に研究されてきた現・京都大学の杉

本純教授と同機構で確率論的リスク評価研究を中心的に推進されてきた現・東京都市大学

の村松健教授という、多忙を極める斯界第一人者の尽力で進められた。福島発電所事故に

ついては、杉本教授による最新情報をもとに原著者によって加筆修正された原稿によっ

た。また、リスク承知で出版に踏み切られた丸善出版㈱の英断があってこそ本書の出版は

実現した。監訳者としてこの紙面を借り改めて謝意を表したい。

　蛇足ながら、本書の出版直後の7月8日、原子力規制委員会による原子力発電所の新

J・リー、N・マッコーミック 著（西原英晃 監訳）
原子力発電システムのリスク評価と安全解析
（株）丸善出版　￥18,000＋税　2013年 6月20日発行　ISBN 978-4-621-08631-5
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しい規制基準が施行された。そのなかには上に述べた過酷事故対策やテロ対策など、従来

不十分であった深層防護の考え方が含まれる。今後、新たにこの重要な分野を専攻されよ

うとする工学系の学生・院生諸君の教科書・参考書としてはもちろん、新しい対応が必須

となる原子力安全担当技術者各層の座右の書として、本書が日常的に紐解かれることを願

うものである。� 西原英晃（監訳者）

　以前南洋貿易に携わっていた友人から東南太平洋にばらまかれたオセアニアの島々の話

を聞いて、人々は何故、そしてどのような方法で未知の島に移り住んだのか知りたいと

思っていた。その疑問を解き明かしてくれたのが本書である。

　5万年前、マレーシアやスマトラ島のアジア人は筏や丸木舟で島伝いにニューギニア

まで到達している。そして2万5千年前にはニューギニアの東1,000キロのソロモン

諸島に到達しそこで定住するようになる。この区域では例えば350キロ離れた島々の間

でも交易があったことが発掘された黒曜石によって知られている。このような遠洋航海を

可能にしたのは二つの船体を合わせた双胴船への技術革新、星座の知識による方角の確

認、目的地からの帰途には季節風の風向きの反転の利用などがあった。島への移住に際し

ては家畜やタロイモ、サトウキビ、バナナなど主食になるものも持ち込んでいる。

　そして前1200年頃、さらに遠洋に向かっての第2の大航海が始まり、季節風を利用

して東方380キロ先のサンタクルーズ諸島、更にはニューカレドニアへと向かい、前

800年頃には島影のない未踏の海原をこえて850キロ先のフィジー諸島に到達してい

る。双胴のカヌーは帆走能力に優れ、風上に向かって60度くらいの角度で進めたこと

が分かっている。彼らが未知の大海原に向かって漕ぎだした旅の動機は単なる冒険の旅で

はなく、遺跡の調査などで分かったことは恒久的な定住地を求めての移住であった。人口

の増加、そして土地や財産を相続できない次男以下の家族の新しい土地を求めての移住で

あり、かつてわが国でも行なわれたブラジルなどへの移民と動機は同じだったようだ。

　そして1000年頃から1300年までの短期間に、ハワイからイースター島、南は

ニュ―ジーランドを含むポリネシア東部の500以上の島々へ最後の大航海が行なわれ

た。このような遠洋航海を可能にしたのは星座と風の知識、海のうねりのパターン、鳥の

知識を身につけた航法師の存在があった。このほか本書ではエーゲ海や地中海、さらには

ブライアン・フェイガン 著（東郷えりか 訳）
海を渡った人類の遥かな歴史
河出書房新社　￥2,900＋税　20013年 5月30日発行　ISBN 978-4-309-25283-4 COO44
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インド洋や太平洋の航海についても詳述されているが、最も興味深いのは上述のポリネシ

ア諸島への大航海である。� 本庄　巌（編集委員）

　ケルト人について私たちの知識は希薄である。私の乏しい知識ではアイルランドやウ

エールズ地方に住む人々がケルトの末裔で、ストーンヘンジは彼らの信仰と関係があるら

しいといった位であった。今回本書で彼らの歴史を驚きをもって知ることができた。これ

までケルトを分かりにくくしてきた原因は彼らに文字がなく歴史を記さなかったこと、い

ま一つは被征服民族のため、歴史から忘れ去られていたことがある。しかし私にとっての

驚きは、シーザーのガリア戦記に出てくるガリア人はケルト人であり、当時彼らは現在の

ドイツ、フランスから東ヨーロッパにわたる広範な地域に居住していたことである。

　ケルトは青銅器時代に現在のオーストリア地方に興り、鉄期時代には現在のスイスを中

心とする広範な文化圏に移ってゆく。ケルトの版図を示すケルト語からの都市の名にはパ

リ、ウイーン、ミラノ、チューリッヒ、リヨン、ボローニアなどがあり、ドナウ、ロー

ヌ、セーヌ、ラインなどの河の名もケルトの地名や部族名に由来するとされている。

　ケルトの最盛期は紀元前3世紀頃でその版図はその後のローマ帝国のそれとほぼ等し

く西はイベリア半島、東は現在のトルコにおよび、北はブリテン島からアイルランド、南

はアルプスを越えて南イタリアのポー川流域にまで及んでいた。しかしこれを統一する強

力な王権がないためもあり、紀元前１世紀、ローマ帝国・シーザーの遠征によって亡ぼさ

れ、民族はブリテン島に逃れる。しかしその後、4世紀から6世紀にかけてのゲルマン

民族の大移動に伴い、その一派のアングル人、サクソン人のブリテン侵攻で彼らはさらに

ウエールズ、スコットランド、アイルランドに追いつめられ、一部は海を渡ってブルター

ニュに逃れて現在に至っている。彼らの文化は精巧な金細工の装身具、複雑なデザインで

装飾された福音書、アーサー王の伝説やトリスタン物語、十字架に円環を組み合わせた独

自の十字架、抽象的な図像を彫り込んだ巨大なシンボル・ストーンなどに残されている

が、ストーンヘンジについては本書では触れられておらず、これはケルト人渡来以前の先

住民族の遺産と思われる。

　今日の西欧文明はギリシア・ローマを源流とし、その後ゲルマンやラテン文化として花

開くことになるが、その深層にはかつてヨーロッパ大陸のほぼ全土にわたったケルトの文

木村正俊 著
ケルト人の歴史と文化
原書房　￥3,800＋税　2012年 12月 28日発行　ISBN 978-4-04873-1
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化が存在し、私たちはそれを知ることによって西欧文明をよりよく理解できるのである。

� 本庄　巌（編集委員）

読者のコーナー
(1)� � �本誌 26巻 3号のサロン談義10　低線量被ばくを考える（Ⅳ）「原発事故に何故過度な反応

をするのか」は大変興味深く拝読させていただきました。特に最後の、世間では「安心で安全

な社会」という「この世には存在しえない、実現できない社会」を目指す標語を安易にかかげ

得々としている。「この標語のために日本は如何に税金を無駄遣いしているであろうか」はそ

の通りであると思います。

� � � �　東日本大震災から2年半が経過しましたが、復興が思うように進展せず、避難者の忍耐は

限界に近づきつつあります。自宅に本当に戻れるのか、戻れるのはいつごろか、戻れない場合

や、新たな場所で再出発したい人は、どのような支援が得られるのか、政府はこれらの点につ

いて早く全体像を示し、避難者が生活再建について判断できる環境を早く整えるべきではない

でしょうか。賠償の基準を決める等ほかにも課題は多いのであります。

� � � �　また、イノシシなどの野生動物が驚くほどの早さで侵出し、家や田畑を荒らし回っていると

聞いております。被災地が野生動物の王国になる前に具体策を立て、同時に長期的な計画が必

要であります。戻る人の生活を最優先に考え、また集落単位で対策を立てる等、自治体は野生

動物との共生の道を探る必要もあると思われます。� 2013/9/17（T.T.）

(2)� � 本誌 25巻 3号のコスモスの表紙が素敵です。� 2013/10/2（I.N.）

(3)� � �本誌 25巻 4号～26巻 3号、サロン談義「低線量被ばくを考える」を、興味深く読ませて

いただきました。4回の連載でしたが、その間に26巻の1号には、「放射線とマスメディ

ア」という特集もあり、我々一般人が放射線について十分理解できないで、怖がる理由も知る

ことができました。また「放射能」とか「放射線」を十分に理解していないマスコミや政府の

対応のまずさが、現在の混乱を招いていることも知りました。報道では、「絆」という言葉を

使いながら、一方では、放射線の恐怖を強調して報道して、結局は放射性物質の汚染を受けた

福島の人達を苦しめていることには、報道関係者は気がついていないようです。福島原発以来、

日本の原発が全て止まり、節電をしながら生活しています。更に外国の高い化石燃料を購入し

て、高い電気料を払わされています。このところ、温暖化により発生する巨大台風で沢山の人

達が犠牲になっています。これまで温暖化防止のため、化石燃料を使わないようにと叫んでい

た同じマスコミが一言も、この温暖化について触れないのは何故なのでしょう。26巻2号

Books
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には、周先生の「『東アジア低炭素共同体』構想と原子力安全保障システムの構築」という論

文を読ませて頂きました。その論文の一枚の図「日中韓における原発の分布」を拝見して本当

に驚きました。日本だけが原発を止めても、もし韓国や中国で、何か事故が起きれば、日本が

福島以上の惨事となる恐れがあることを知りました。日本のマスコミも、このような世界の動

きと一緒に、温暖化の問題や日本の原発問題について報道して欲しいと感じています。世間の

日和見な意見に左右されず、学術的な立場にたって、本誌が編集されていることに謝意を表し

たいと思います。� 2013/10/7（H.H.）

(4)� � �本誌 25巻 4号より連載されている「サロン談義10　低線量被ばくを考える」を毎回大変

興味深く読ませて頂いています。2011年に起こった福島第一原発の事故は、日本に多くの

混乱を引き起こしました。このことがサロン談義の質問の中にあらわれているように思います。

そのひとつに放射性物質の人体への影響をめぐる混乱があります。事故に伴って起こった事を

どう乗り越えて、また、事故の情報をどう理解し、伝えるか、そのためには情報の理解と伝達

手段について立ち止まって考える事が必要であると考えます。何かあると “目に見えない ”、

“ においもない ”と言う事が言われますが、何も放射線に限らず、インフルエンザ、ダイオキ

シン、大気汚染物質等々、人々を恐れさせたものの多くは、人の感知能力をはるかに超え、目

に見えなければ、においもしないものが多いのが事実です。また、これらの測定や検知は科学

の力をもってしてもたやすいものではありません。その中で、化学的な汚染物質やウイルスや

細菌の検出に比べて、放射線は最も感度良く検出されるものです。検出感度がけた外れに良い

事が、逆に人々を怖がらせることになっているのではないでしょうか。健康影響については、

あくまでも科学的なデータに基づき、科学的に分かっている事を説明して、感情的でなく理性

的、論理的思考をしてもらうように努める事がいわゆる専門家に求められるものです。しかし

ながら、専門家に対する変な色付けが横行し、例えば、この程度は安全という発言をすると、

原発推進派のレッテルを付けられる傾向にあります。私は、脱原発あるいは原発再稼働という

のはあくまでも社会問題、政治的な問題であると考えています。このような傾向に流されず、

あくまでも科学的なデータに基づく情報を発信されることを本誌に期待しています。

� 2013/10/18（S.N.）
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おしらせ

京都健康フォーラム2013　市民公開講座（最終回）

人と食と自然シリーズ「食と心は関係するか？」
	 	 	 	 日　時：平成25年12月 21日（土）10:00－17:00
	 	 	 	 場　所：京都大学芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	フォーラム参加費は無料です。フォーラム終了後、講演者と共に懇親会を隣室の山内
ホールにて開催します。参加費は2,000円です（当日受付にて徴収）。参加ご希望
の方は、氏名（フリガナ明記）、連絡先、懇親会参加の有無を、FAXまたは E-mail
にて、2013年 12月 6日（金）までに下記申込み先までご連絡下さい。会場の都
合により定員になり次第締め切らせて頂きます。

申　込　み　先：（公財）ひと・健康・未来研究財団
FAX：075-212-1854　E-mail:	hitokenkoumirai@jnhf.or.jp

代	表	世	話	人：中井吉英（関西医科大学名誉教授・洛西ニュータウン病院名誉院長 /心療内科部長）
世　　話　　人：今西二郎、内海博司、大東　肇、河田照雄、山岸秀夫、吉川正明
主　　　　　催：（公財）ひと・健康・未来研究財団
協　　　　　賛：（公財）体質研究会
後　　　　　援：京都新聞社

開会挨拶	 山岸秀夫（公益財団法人体質研究会主任研究員・京都大学名誉教授）

第一部　食に関わる病気とその心は
	 座長：中井吉英（関西医科大学名誉教授・洛西ニュータウン病院名誉院長 / 心療内科部長）

１．糖尿病患者の心と行動	 石井　均（奈良県立医科大学糖尿病学講座教授）

２．摂食障害にみる ｢食と心｣
	 生野照子（社会医療法人弘道会浪速生野病院心身医療科部長・神戸女学院大学名誉教授）

－昼食（12:00～13:00）－
第二部　食物は心へどのように影響するだろう	 座長：本庄　巌（京都大学名誉教授）

３．私たちの未来は栄養で決まる！～脳、心、体に効く栄養術～
	 姫野友美（医療法人社団友徳発心会ひめのともみクリニック院長・日本薬科大学漢方薬学科教授）

４．食と腸～腸は第二の脳そして心
	 藤田紘一郎（東京医科歯科大学名誉教授・人間総合科学大学教授）

第三部　総合討論	 司会：中井吉英、本庄　巌
閉会挨拶	 菊池晴彦（公益財団法人ひと・健康・未来研究財団理事長・神戸市民病院機構理事長）

－懇親会（17:10～18:40）－
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（予告）第31回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座

「福島原発事故で工学倫理を考える」
	 	 	 	 日　時：2014年 1月19日（日）13:00－18:00
	 	 	 	 場　所：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ

明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2014年 1月8日（水）までに、

「第31回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール

（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。講演

会終了後、演者を囲んで懇親会（18:00より芝蘭会館　山内ホール：会費2,000

円）を開催いたします。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締

切日以降に参加を希望される場合も、下記までお問い合わせ下さい。

世	話	人	代	表：竹下　賢（関西大学大学院法務研究科教授）

世　　話　　人：内海博司、山岸秀夫

連　　絡　　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

TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141

主　　　　　催：健康財団グループ：（公財）体質研究会　（公財）ひと・健康・未来研究財団

後　　　　　援：京都新聞社（予定）

司会：竹下　賢（関西大学大学院法務研究科教授）

3.11と知識の継承	 斉藤了文（関西大学社会学部教授・工学倫理）

福島原発事故は何故起こったか－専門家の役割と倫理－
	 安部誠治（関西大学社会安全学部教授・政府事故調学術顧問）

倫理の出番	 松木純也（福井大学教授・電気系倫理委員）

コメンテーター：西原英晃（京都大学名誉教授・元原子力委員会委員）

懇親会（18:00－19:30）
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（予告）第32回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座

「苦しみと死をのりこえて」
	 	 	 	 日　時：2014年 2月23日（日）13:00－18:00
	 	 	 	 会　場：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ

明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2014年 2月12日（水）までに、

「第32回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール

（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。講演

会終了後、演者を囲んで懇親会（18:00より芝蘭会館　山内ホール：会費2,000

円）を開催いたします。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締

切日以降に参加を希望される場合も、下記までお問い合わせ下さい。

世	話	人	代	表：A. ルスターホルツ（関西学院大学教授）、奈倉道隆（東海学園大学名誉教授）

世　　話　　人：内海博司、山岸秀夫

連　　絡　　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

TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141

主　　　　　催：健康財団グループ：（公財）体質研究会　（公財）ひと・健康・未来研究財団

後　　　　　援：京都新聞社（予定）

司会：奈倉道隆、A. ルスターホルツ
悲しんでいる者たちの “幸い ”	 A. ルスターホルツ（関西学院大学教授・チャプレン）

「苦しみ」と「死」のとらえ方－フランクルから学べること
	 岡本哲雄（関西学院大学教授・教育哲学、フランクル研究者）

死にゆく人に生かされて	 細井　順（ヴォーリズ記念病院緩和ケア部長・ホスピス医師）

人生は苦であると説く釈尊	 奈倉道隆（東海学園大学名誉教授・仏教教育）

懇親会（18:00－19:30）
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　本号でもって本誌は26巻を完結し、目標とした四半世紀刊行の山を越えたことに

なる。元々（財）体質研究会の先見的な活動「リスク評価と健康増進の科学」を記録

する財団機関誌として、1988年 1月に創刊した本誌も、19巻 1号（2006年）

より「環境と健康に関する一般総合学術誌」へと脱皮し、一般書店での市販を始める

と共にインターネット上での有料購読も開始した。また本誌の発行母体である健康財

団グループの両財団も、新たに公益法人制度改革に伴う公益認定を受けたので、本誌

はそれぞれの公益活動の公開媒体としての社会的役割も果たすことになろう。とはい

え、本誌創刊時に、大学名誉教授の「知恵のリサイクル」の場として設立された “イ

メリタスクラブ ”の自由なサロンの雰囲気も本誌にとっては不可欠のものである。そ

こで、「投稿規定」と「執筆の手引き」を改訂して、次巻（27巻）よりの多様な投

稿原稿の受け皿として、新しい革袋が用意された。本号に掲載しているので、是非ご

一読頂きたい。

　現在、先進諸国は世界的規模での経済活動を推進し、発展途上国の人々をその渦の

中に巻き込み、国際間に貧富の格差や民族紛争をもたらし、世界の将来を託す子ども

たちの学校教育にまで反映してきている。そこで本号の特集では、「共生を軸にして、

多様な文化を尊重し、より公平な社会の実現に寄与する、国際理解教育の課題」が考

察されている。この多文化共生の視点は、「障害者と健常者との共生」、「男女の共生」、

「若年者と高齢者との共生」にも通じるものであり、やがてくる「少子高齢社会」の

課題でもあろう。

　今夏の高温が秋まで及んだせいか、出町柳の浄土宗常林寺の有名な萩も、先日まで、

たおやかに紅白の花をつけて、人々の目を長く楽しませてくれた。しかしさすがに

10月も末になると、美しく剪定された萩の切り株が朝日に映えて、明るい庭園を演

出していた。その門前には、「兄弟常に合わず　慈悲を兄弟とす　財物永く存せず　

才智を財物となす　実語教」とあった。� （Yan）
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投稿規定（改訂：2013/9/28)
1.	 	本誌は ｢環境と健康｣ に関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やすい形で提供し、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、（公財）ひと・健康・未来研究財団の活動を中心として
編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。本投稿規程の改訂に伴
い、｢執筆の手引き｣ も改訂し、本号に掲載しています。「いのちの科学」の
ホームページ（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開
き、季刊誌「環境と健康」を見て下さい。

3.	 	編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。

4.	 	原稿は下記編集委員会事務局宛にE-mail の添付ファイルでお送り下さい。
「執筆の手引き」に基づいて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
めご了承下さい。

5.	 	予め申込いただければ30部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその
旨一筆下さい。投稿原稿の記名掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し
上げると共に、本誌を1年間献本します。
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原稿執筆の手引き（改訂：2013/10/11）
　本誌の一般的な投稿規定は「環境と健康」各号の末尾に掲載していますが、以下に標準
的な原稿作成に関する手引きを示します。その他の原稿も本手引きを参考として下さい。

1.	 	本誌の特徴：理系文系を問わず、「原報」を載せる学術雑誌ではありません。アカデ
ミズムと社会とを結ぶ、一般読者向けの学術雑誌です。

2.	 	本誌には次のものを掲載します：①各種特集、②各種プロジェクト、③トピックス
（総説）などの標準的原稿を中心として、④Editorial（提言）、⑤連載講座、⑥随
想、⑦コラム（短い評論、解説など）、⑧オピニオン（耕論）、⑨各種談義（Books
談義、サロン談義など）、⑩Books（書評）、⑪その他編集委員会で認めたもの。

3.	 	標準的な原稿の構成：①和文表題、②著者名（原則として単著）、所属、専門分野、
③要旨（200字以内）、④本文（12,000字以内、見出し符号は、｢1、（1）、1）、
①｣ を基本単位とする）。⑤文献リスト、⑥脚注（用語解説など）、⑦図・表・写真等
（全てを含めて6点以内、Word ではなくPower	Point で添付）、⑧図・表・写真等
のタイトルと説明文、⑨執筆者紹介。

4.	 	原稿の入力：文書はMS	Word を、図・表・写真等はMS	Power	Point をご使用下
さい（Macintosh・Windowsどちらでも可）。他のソフトの場合は、必ず、テキス
ト形式にして下さい。略語は初出箇所で、括弧を付けて正式名を記して下さい。図・
表・写真等は、モノクロ印刷を基本としていますが、カラー印刷も可能です。なお講
演等で発表したMS	Power	Point をご使用の場合、図中の重複するタイトルや説明
文などを除いて下さい。

5.	 	文献：総説的な文献を中心に10件以内、引用順に、本文中に番号を附して、まと
めて文献リストに記載下さい。文中に番号を付記しない場合は、参考文献とします。
文献引用は以下の例にならって、著者が3名以上の場合は筆頭著者名のみを記して
「－	他」または「－ et	al.」と略記して下さい。雑誌の論文題目は必要ありません。

	 	（例）	 1）加納善光：中国医学の誕生、東京大学出版会（1987）
	 	 	 	 	 2）	パウエル、D.H.（久保儀明、楢崎靖人	訳）：〈老い〉をめぐる9つの誤

解、青土社（2001）
	 	 	 	 	 3）大熊盛也	他：化学と生物、37、542（2001）
	 	 	 	 	 4）Lee,	W.	et	al.:	Radiat.	Res.	92,	307	（1982）
6.	 執筆者紹介：本誌の読者のために、下記の例を参考に、簡単な略歴を付けて下さい。
	 	（例）	 体質　太郎（たいしつ　たろう）
	 	 	 	 	 	19 ○○年生まれ。○○大学医学部卒業。○○大学医学部長、○○○○セン

ター長、○○病院長などを歴任。専門は○○○○学。現在、○○○○財団理事
長、○○大学名誉教授。著書に「○○○」（○○出版）、「○○○」（共著、○○
堂）、「○○○」（編、○○堂）など。

7.	 	原稿締切日：各掲載号の発行予定日（3、6、9、12月の1日）の3ヶ月前です。
8.	 	著者校正：著者校正は初校のみとし、校正は脱字、誤植等に限ります。初校の送付先
住所とE-mail、TEL 及び FAX番号を記して下さい。

9.	 	原稿提出先：原稿は、E-mail（inochi-kenko@taishitsu.or.jp）の添付ファイル、
あるいはCDなどで下記の住所にご寄稿下さい。

	 	 	 	 〒 606-8225　京都市左京区田中門前町103-5　パストゥールビル5F
	 	 	 	 	（公財）体質研究会内「環境と健康」編集委員会事務局
	 	 	 	 	 	 	 TEL	075-702-0824　FAX	075-702-2141
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