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Editorial
Editorial

科学の証明力と責任
竹下

賢＊

5 年前の東日本大震災のあと、
本誌 24 巻 2 号（2011）夏号の Editorial で私が取り上げたテー
マは、
「リスク管理と戦略的思考」であった。そこでとくに問題にしたのは、福島第一原子力発電
所における津波による事故に関連して、地震の予測という政策判断の際に、政治的判断の介入が
予測の不適切さに繋がったのではないかということであった。戦略的思考というのは、とりわけ
戦術的思考の対立を超えて調整機能を果たすのだが、ある政治的判断にもとづく戦術的思考を優
先したために、具体的な政策決定を導く戦術的思考の戦略的な展開が抑えられたように思えた。
既述を繰り返せば、原子力発電所の地震リスクへの明言をさけるという政治的判断が、プレー
ト移動の事実についての科学的判断を遠ざけたのではないか、ということを話題にした。一定の
政策決定に至るまでにはさまざまな戦術的判断がせめぎ合うといえるが、この地震の事例を考え
ても、現代でもっとも重視すべきは科学的判断であろう。科学的に、つまり実証的に確認された
事実をまず前提にして、それを基礎にして政策決定が導かれねばならないと、誰しもが思うはず
である。
しかし、ここで改めて話題にしたいのは、頼りにする科学的判断の確実性である。たとえば冒
頭で取り上げた東日本大震災の予測に関しては、プレート移動説が前提にされていたが、それに
よれば、日本列島が属するユーラシアプレートに東方の太平洋プレートと東南のフィリピン海プ
レートが沈み込み、地震が発生するというのである。しかし、現実に動いたのは、東海大地震を
もたらすと予想された後者のプレートではなく太平洋プレートであった。そして、それが東日本
大震災をもたらしたことで、予測における政治的判断の介入が問題視されたのである。
とはいえ、実際に発表された予測とは異なって、政策決定において科学的な判断を重視すべき
ことは一般論として支持されるはずで、この場合、判断の主たる根拠になったのは上記のプレー
ト移動説（プレートテクトニクス）、つまりプレート理論であった。そして、この理論は 1960
年代以降に普及していった新興の学説であって、しかも科学的にはなお論争を抱えているという
が、そのことの火種は、この理論の源流になった、ドイツのアルフレート・ヴェゲナーが
1912 年に公表した大陸移動説にある。
この説は地球にはパンゲアというひとつの超大陸があって、それが分裂して 5 大陸ができた
とするものであるが、その根拠は各大陸の海岸線の相似から分かるというものであって、何とも
神話的で超越的である。そのため、地質学の世界では反論が続出して、普及することはなかった。
ところが、それが 60 年代になって発展させられて、プレート理論が出現した。それは、地球内
部の層構造についての理論が基礎になっており、地表は、内側から地核、マントル、地殻という
組成のうち、地殻と上部マントルの一体化した巨大な板である 10 数枚のプレートで形成されて

＊
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いるとされる。ここでは、大陸が移動するのではなく、プレートが移動する。
成立して 50 年程度で、しかもまだ反論のあるこのプレート理論にのっとった地震予測にどれ
ほどの確実性があるのか。こうした確実性は理論の証明力に依存するであろうが、証明力の強さ
を保証するのは、実験や実証に優るものはなかろう。しかし、前述の大陸移動説のパンゲア説ほ
どではなくとも、プレート理論にしても半径 6,500 キロメートルの地球の内部に関するもので
あって、厳密な実験や実証に耐えられるものではなかろう。
これに関連して、興味深い温泉学説がある。今年の 9 月初旬に温泉学会の学術大会が有馬温
泉で開催されたが、そこでの基調講演は「有馬型温泉」をテーマにするものであった。有馬型温
泉とは非火山性の温泉であって、プレート理論を土台にした温泉形成の学説によって説明される
が、まさに発展途上の理論だといえる。国立研究開発法人・産業技術総合研究所の深部流体チー
ム長である風早康平氏によって行われた講演は、火山地帯でない有馬の地域になぜ 90 度以上の
温水が湧き出るかという理由を説明することによって、世界の同タイプの温泉にも当てはめるこ
とを目指していた。
講演によれば、議論の出発点はプレートの沈み込みであり、プレートの沈み込みに伴って深度
500 キロメートル以下のマントル層に水が持ち込まれるというものである。火山性の温泉の場
合に言及されるのはマグマであり、火山に供給されるマントルがその途中でマグマ溜まりをつく
り、それに温められた地下水が地表に出て温泉となる。有馬型の場合は、地殻部分のマグマより
下層のマントルが関係していて、ここで超高温になった水が岩盤の割れ目を通って地表に出ると
いう。この温泉学説の主たる論拠として示されたのが、有馬温泉の成分であり、それはマグマよ
りマントルに近いとされる。
このような学説の適否を私が判断することはとうていできないが、知人の地質学者の意見では、
この有馬型温泉の説はひとつの仮説の域を出ることはなく、証明力の低い学説だとされる。実際、
講演者の風早先生に聞いたところでも、学説として認定されるにはさまざまな証明の積み重ねが
さらに必要だということであった。私としては、有馬温泉が自然遺産としての世界遺産に認定さ
れれば素晴らしいことと思うが、その前提としては、有馬型温泉の機構についての専門論文がサ
イエンスやネイチャーに掲載される必要があろうし、そこまでの道のりは未だ遠しといったとこ
ろである。
ただ、ここで考えてみたいのは、科学的判断の責任という問題である。2009 年 4 月にイタ
リア中部の都市ラクイラで 309 名の犠牲者を出した、マグニチュード 6.3 の地震が起こり、こ
れに関連して科学者の責任が問われた。それは、当該地震のまえに頻発していた地震について、
科学者から構成される、政府の高度リスク委員会が会合を開いたが、その結果を受けて別の関係
者がその会議の結果と称して安全宣言を発したことに起因する。地震の被災者に対する過失致死
罪ということで、委員である 6 人の科学者と宣言者である元政府職員の計 7 名が訴追され、全
員が禁固 6 年の判決を受けた。しかし、その後の 2014 年 11 月、上級裁判所において 6 人の
科学者の方は無罪を勝ち取った。
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この事件について詳細を知ることが難しいので、正確に評価することはできないが、政府に所
属していなくても、一定の影響力をもつ者の安全宣言は政策決定として責任を伴うことになる。
これに対して、委員会の科学者が科学的な知見を取りまとめて表明したというだけであれば、そ
の責任は問われることはないと思う。しかし、問題にしうるのは元政府職員とされる人物の安全
宣言に加担したかどうかであり、そうであれば科学的意見の表明を越えて、政策的見解に与して
いるといえ、法的な責任は免れることはできない。当該事件の場合、上級審判決はこれを否定し
ていて、安全宣言について科学者の発言を利用した政策決定だと判断したといえる。
この例で注目したいのは、科学的な判断の責任の重さではなく、この種の判断はそれ自体では
中立であり、社会的脈絡に関与する程度に応じて責任が問われることである。とりわけ、政策決
定に関与するときには、当然に責任は重くなる。だとすれば、これとは逆に、責任の軽い関与の
場合には、科学的な判断の証明力は相対的に弱くてもいいのではないかと考えたくなる。有馬型
温泉の世界遺産への道に、希望がもてるかもしれない。

Random Scope
ヒトに内在する共生細菌の産生する抗生物質
ヒト鼻腔内の黄色ブドウ球菌と共生する近縁種が産生する抗生物質、ラグドニンが同定された。
その組換え種を単独培養して、精製されたラグドニンの投与により、黄色ブドウ菌は排除された。
しかも既存の抗生物質と比較した限り、抵抗菌は出現していない。
（Yan）
Zipperer, A. et al.: Human commensals producing a novel antibiotic impair pathogen
colonization, Nature 535, 511-516（2016）

協和音への好みは西洋文化の産物であって先天的なものではない
ボリビアのアマゾン熱帯降雨林の先住民であるチマネ族、都市部居住者、米国在住者を被験者
として、協和音と不協和音に対する心地よさの評価を調べたところ、西洋音楽から隔離された文
化では、協和音への選好性は示されなかった。音楽への審美的反応は、文化に依存して多様であ
り、人類に普遍的なものではない。
（Yan）
McDermott, J.H. et al.: Indifference to dissonance in native Amazonians reveals
cultural variation in music perception, Nature 535, 547-559（2016）
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京都の伝統とそのスピリット

京都は平安遷都から明治維新まで、ほぼ千年の都であり、都市文化の中心であり続けた。
その秘密は、大きな太い伝統の流れに、国内外の新しいものを取り入れる勇気と改善を進め
る叡智である。本特集では、京画壇の奇才、伊藤若冲を取り上げて、京文化の特性を考察し、
伝統芸能としての能の魅力と世界観を語り、伝統と革新の証左としての祇園祭の山・鉾を飾
る染織品の歴史を紹介している。

特集 京都の伝統とそのスピリット にあたって
中井吉英＊
本特集は、2016 年 3 月 19 日に開催された第 38 回いのちの科学フォーラム市民公開講座
での 3 講演をもとにして、各講師に執筆いただいたものです。
京都の伝統とそのスピリットを考えるキーワードはなにか。「間（ま、あいだ）」、「自由」、「つ
ながり」の三つではないかと思います。それは京都で生まれ育ち、15 年間京都を離れたことで
分かった私の独断と偏見による結論です。
「間」は人間関係における距離に当たります。権力や為政者への距離もそのなかに入ります。
作庭にも微妙な「間」があり、自然に対して一体であろうとはしませんが、庭を越えた宇宙観が
存在しています。「間」は人間（じんかん）の自在な空気、風ともいえるでしょう。「和して同ぜ
ず」や「君子の交わりは淡きこと水の如し」にも通じます。茶道のたしなみのあるかたはお分か
りになるはずです。
京都人は「間」の取り方の達人です。感情を表にだそうとしない冷たい人間に映りますが、パ
リ人やローマ人同様に、1200 年の間に熟成された都会人のセンスを京都人は隠し持っている
のです。
その「間」は「自由」にも深く関わっています。京都は権力者が入れ替わるたび戦場になりま
した。そのため、京都人は自由を最善の価値とし、「間」を最も大切にしてきたのです。自由な
くして創造的な京都文化と精神は育まれなかったでしょう。一見穏やかに見える京都人の裏に強
列な個性がかくされているのは「間」によるものです。では、1200 年間も京都の文化と精神
はどのようにして伝えられたのでしょう。町衆による権力側との緩やかな距離を保った「つなが
り」が京都の伝統の要ではないかと思います。もちろん町衆同士の「つながり」にも「間」が生
きています。
私の自宅は寛政 5 年建造の京町屋です。町屋に住んでいますと、これまでお話しましたキーワー
＊

弘正会西京都病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）
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ドがよく分かります。ただ、これらのキーワードは、見る人により肯定的にも否定的にも捉えら
れます。数多（あまた）の京都に関する書物をお読みになるとお分かりになるでしょう。しかし、
両者の見方の「間」が京都の伝統を支えるスピリットではないでしょうか。このようなスピリッ
トは京都の文化だけではなく日本文化の支柱でもあると思います。
特集では、稀代の絵師伊藤若冲、能、祇園祭と染織品について執筆いただきました。なおフォー
ラム当日は能についての実演がありました。京都の伝統とそのスピリットについて、特集を読み
ながら考えていただく機会になればと思います。

京都の伝統とそのスピリットへの一考察
−京画壇の奇才、伊藤若冲を中心として
佐々木正子＊
要旨：長い歴史の中では様々な「新しいもの」が生まれた後、淘汰されて「伝統」となっ
ていく。京都という地域の持つ高い文化度はその判断を厳しく繰り返し、京文化の特
性が築かれてきた。今年生誕 300 年となる江戸時代の絵師・伊藤若冲を例に挙げ、伝
統を学んだ上で更に海外からの新しい技術や考え方を取り入れ、あくなき向上を目指
した姿勢を追い、京都に於ける創作の基盤にある「より良いものを目指す」という精
神を考察する。
1．京都における伝統の形成
（1）京都という地域の特性

持つ熟成された魅力だろうか。明治時代に天

今日の京都での伝統のあり方、また京都市

皇が離れられたとはいえ、それまで帝都とし

民の伝統に対する精神を考察するのも一つの

てあり続けた時代の遺産は大きい。宗教、文

方法だが、私の研究の対象は 18 世紀を中心

化、学術、政治など様々な分野で我が国の中

とする絵画史であるので、長い歴史の中での

心的な役割を担ってきたことによる総合力、

京都の文化的分野における伝統に絞って、そ

バランスこそが京都という都市の特性を構成

れを支えるスピリットについて考察を進めて

している。

みたい。
千年の長きにわたって帝都であり続けた京

現代に見られる京都市民の文化習慣など
が、いつの時代のものを継承しているか等は

都には、平成の今日まで継承されている伝統

文化史などの専門家の考察にゆだねたいが、

も多いが、また一方でその時代時代において

日本絵画史の分野から京都を考えてみると、

形成され、やがて消えていったものも数多く

17 世紀に政治の中心が江戸に移って以降

あろう。そうした中で京都の特性と言える部

も、京都は文化芸術の中心的活動を継続して

分は何かと考えると、時代の淘汰を生き残り、

いた。平安京遷都以来の長い時代の流れの中

＊
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で考えてみれば、京文化は決して一定ではな

ている。異なる土地から寄せ集まった 100

く、宗教が社会の動きを形作っていた時代か

万人が暮らす大新興都市であることが江戸の

ら、公家文化、武家文化と大きな変遷を見せ

特性で、こうした異なる地域から流入した

ている。
華やかさが求められる時代もあれば、

人々による新興都市と、千年の歴史を持つ京

そぎ落とした美を求める時代も、時には異国

都、代々暮らす人々によって形成された都市

風の流行を見るような時代もあり、伝統継承

とでは大きく異なる点が多い。

の一方では様々な変化の波が繰り返し起こ

それは文化面に色濃く表れている。新興都

り、それらの革新も一部はやがて伝統となっ

市に集まった様々な土地から来た人々は、当

ていくことが繰り返されている。

然それぞれの土地の異なる文化を背負って来

しかし総ての新しいものが伝統として継承

ており、いきなり他の土地の習慣や文化を理

されるようになる訳ではない。ここで重要な

解できるわけではない。使用する言葉さえも

のは、何が継承され何は消えていくのかとい

バラバラであった時代、江戸ではこうした問

うことである。革新が生まれ伝統化されてい

題から誰にでもわかるものが好まれ、広まる

く過程では、京都という地域の中での人々の

傾向が生じていた。

考え方の傾向、社会思想などが、何らかの形

先の浮世絵は「浮世」
、つまりは現生の現

で大きな影響を与えていることが考えられる。

実の社会から風俗などを描き出したものなの

この京都の地域性によって生じる特有の思

で、和歌や故事の知識がなくとも、どこそこ

想、嗜好、あるいは社会の在り方で、他所と

の水茶屋の女将は美人だそうだというよう

はまったく異なる状況が見られることがあ

な、気楽な興味と娯楽の対象として成立した。

（注 1）

の美人図を挙

誰にでもわかり、気楽に楽しめるものである

げてみよう。版木で量産された浮世絵は江戸

という「浮世絵」の持つ要素は、江戸の人々

では大いなる流行を生んだのに対し、京都で

にとって大いに歓迎すべきものであったのだ。

は全く姿を見せなかった。こうしたことが何

かくして浮世絵は美人画から役者絵、武者

によって起こるのかと考えてみると、そこに

絵、風景画、更には春画まで、幅広く制作さ

係わっているのが地域性ではないだろうか。

れ、販売された。版木で安価に製造されたこ

江戸は幕府が開設される前は太田道灌のも

とは、絵画芸術というよりはブロマイド的気

とにあり、中心部にわずか家が 100 軒ほど

安さでの購入が可能であったし、また江戸が

であったと言われているが、19 世紀には居

大新興都市であったが故の、人口の多い地域

住者が 100 万人へと膨れ上がり、世界で最

特有の匿名性を持った購入が成立し、浮世絵

も人口の多い都市へと変貌した。わずかな間

や春画という世俗的なものに対しての購入が

に爆発的に生じた人口増加は、その大半の

しやすかった点も挙げられる。

り、面白い例として浮世絵

人々が他所から江戸へ移住したことを意味し

注 1）

一方京都では浮世絵版画は全く製造されな

江戸時代の江戸において発達した風俗画の一様式。肉筆画もあったが、17 世紀後半に菱川師宣によって版
本の形式の基礎が築かれる。さらには鈴木春信が多色刷りの錦絵を考案したことで、大きな流行を迎えた。
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（注 2）
かった。風俗図としての「ひとり立ち美人図」

社会での審査をする目が存在する。伝統的な

などは京都で生まれているのだが、それは版

ものであれ革新的なものであれ、良いものは

画ではなく肉筆の一点ものの絵画であって、

良いとして受け入れる度量があり、反対に不

娯楽的に手に入れるものではなかった。美人

可となれば全く受け入れない。文化レベルの

図は興味本位ではなく、あくまでも芸術作品

高さや厚み、地域社会としての判断の均一性

としての鑑賞を対象にした形でしか京都では

など、京都の底力を感じさせる部分である。

成立しなかったのである。この差異こそが京

このように江戸時代の京都においては、創作

文化、京都社会の持つ美意識なのだと思う。

は芸術作品と認識されていた肉筆の「ひとり

浮世絵美人図の享楽的内容は取り入れな

立美人図」までで止まり、浮世絵を受け入れ

かったものの、江戸での浮世絵版画の技術的

なかった。浮世絵は江戸でのみ咲いた娯楽の

発達に伴って、多色刷りの「錦絵」の技法が

華であったと言えるだろう。

発明されると、面白いことに京都ではそれに

京都におけるこうした判断は一人の人間の

対抗するかのごとくに、伊藤若冲が珍しい版

ものではなく、京都という社会が誰に言われ

画技法を生み出している。江戸での「錦絵」

た訳でもなく足並みをそろえて行っている。

は版木であるため、木目が絵具の付きをむら

革新が伝統となれるかという判断は、京都社

にしてしまうが、若冲の生み出した技法はむ

会の総意によって知らず知らずになされてい

らのない漆黒の背景から多色のモチーフが浮

るのだろう。その文化レベルを持ち続けてい

かび上がる構成で、「錦絵」を超える技法を

ることが京都のすごさである。「良いもの」

見せつけるかのような鮮やかな手法であっ

という判断が明確になされ続けて、時代の試

た。モチーフは花鳥。あくまでも当時の京都

練に耐えられたものが、初めて伝統として長

社会で芸術的対象となりうる内容である。

きに亘り継承されていくことになる。

この若冲の技法は石版と木版を組み合わせ
たような表現で、いまだに明確には解き明か

評価する側の態勢の問題でもある。京都がも

されてはいないが、「錦絵」を超える技法を

し 19 世紀の江戸の様な大新興都市化を起こ

生み出そうと挑んだ高度なものとなってい

せば、他所との差異は小さくなるだろう。伝

る。京都での反応が浮世絵美人図というモ

統を考えるときに、伝統の対象となるものと

チーフに対してではなく、「錦絵」という版

共に、それを評価し継承し続けることのでき

画技法に対してのみ起こり、しかもそれを超

る力を持った地域性の問題は無視できない。

えるものを制作しようとするところも誠に興

一定の文化レベルを保ち続けていることで、

味深い。

次の時代への伝統継承の判断、評価ができる

京都は古いものだけを宜しとする訳ではな
く、様々な異国の文化や革新的芸術表現を受
け入れてもいる。だが、そこには明確な京都
注 2）
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これは評価される対象の問題でもあるが、

地域性であることが何よりも京都の特性を形
作っていよう。
また文化の地域性を考える時、京都という

風景と共に描かれる従来の風俗図の人物像の中から、女性一人の立姿だけを描いたもので、京都の西川祐信
によって始められた。
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都市の構成にも注目したい。8 世紀における

会から遅れて実質的政治権力を得た武家社会

平安遷都の折、長安やローマに匹敵する明確

は、同じ大和絵を使うとなれば、朝廷で培っ

な都市計画がなされたうえで発展を遂げたこ

た土佐派の伝統には勝てない。ここで幕府が

とも、京都という都市を決定付ける要因に

考えたことは、同じ絵画構成で競うのではな

なっていると考えられる。周りを山に囲まれ

く、異なるものでその上を目指すことであっ

て一定の都市規模から極端に肥大化しなかっ

た。採用されたのが中国の画法である ｢ 漢画

たことも、都市としての文化レベルを保つ要

法 ｣ を駆使する狩野派。社会の頂点である権

因になっているのではないだろうか。

力、威厳を見せつけるために異国の画法が登

（2）革新から伝統へ

用された。

それでは、京都ではどのようにして新しい

その理由は、当時において中国の文化は我

ものが受け入れられ、伝統化されていくのだ

が国が手本とすべき憧憬の対象であったこと

ろうか。我々が伝統と感じている多くの文化

が挙げられる。
「漢画法」は既に中国で完成さ

は、その起源をたどれば中国からのものであ

れ伝統となっている描法のため、この中国文化

ることが多く、仏教も漢字も茶道も、我が国

の力は充分に朝廷の使う土佐派の大和絵に対

に定着しているもののルーツは、実は異国の

抗できる位置にあった。かくして武家社会は積

文化である場合も多い。そう感じさせないの

極的に漢画法を取り入れ、御用絵師狩野派が

は日本人が自分たちになじむまでに消化して

描く絵画は、中国の画法、中国の風景、中国の

きたからであろう。

故事を画題とする中国色の濃いものとなった。

この革新から伝統へという流れを考察する

この革新性は当時の社会から見れば目新し

ために、室町期から桃山にかけての絵画創作

く斬新なものであったはずだが、表現スタイ

の動向を見てみたい。この時代には武家社会

ルや描法が異なっていても、中国で長い年月

の力が強力となり、それまで我が国の文化の

をかけて完成された描写は、その完成度の高

中心を形成していた公家文化に対し、武士も

さ、洗練度から京都でも充分高い評価を得て、

自らの文化力を誇示したいという気風が生ま

定着していけるものであった。漢画法を用い

れてくる。ここで私が注目したいのは、御用

ることが途中で否定されるようなことも、狩

（注 3）

絵師

の問題である。

御用絵師はその母体となる組織の格式や権
力を示すための絵画制作を主体としてきた。

野派内部で大きな改善が行われることも起こ
らず継承されていく。
なぜすんなりと異国の描法が受け入れられ

御用絵師には朝廷に仕える土佐派と、幕府に

たのかというと、漢画法の描写の完成度の高

仕える狩野派とがあるが、土佐派は我が国独

さもさることながら、その描写を使うべき社

自の表現法を主体とした「大和絵」の流れを

会的事情、
環境があったことが重要と考える。

継承し、すでに 11 世紀から絵師集団として

仮にこの時代、朝廷と幕府という権威ある存

活躍し、伝統を形成していた。一方、公家社

在の二極化が生じていなければ、我が国での

注 3）

朝廷や幕府、大名、寺院などの大きな組織に雇われ、その組織から注文された内容で描くお抱えの絵師集団
の総称。

特集 / 京都の伝統とそのスピリット

295

特集 / 京都の伝統とそのスピリット

漢画法の取り入れ方は違っていただろう。
美術の流れだけを考えれば、通常、描法の
伝播は徐々に起こるので、朝廷が大和絵の中

いきなりピリオドを打たれた狩野派の表現
は、技術的には継承できる絵師はいたものの、
「幕府のために描かれるもの」という設定の

に漢画法を少しずつ取り入れていくことでも

ある特別な御用絵師の画法であったために、

良かったはずである。幕府側が漢画法を丸ご

400 年も続いた伝統描法は、幕府が消滅し

と取り入れ、漢画法に特化して表に打ち出し

た後、他に生かしようもなかったのだ。狩野

たということは、あえて大和絵ではない、別

派の伝統的表現は大政奉還と共に葬られてし

の表現世界と認識させたうえで、対峙させて

まう。

提示する必要性が生じていたということを意

このように革新が生まれ、それが支持され、

味している。権威の二極化が生じていたこと

伝統として継承される過程には、そのものの

が、我が国に漢画法がそのまま流入する要因

持つ完成度やレベルの問題とともに、それを

となったのではないか。このように絵画の流

必要とする社会性があるのかどうかという、

行は単に美意識だけの問題では片付かない背

社会の問題が係わっている。様々な革新的表

景がある。

現も、生まれ出る時代を間違えれば受け入れ

幕府という武家社会の力が新たな革新的表

られずに終わるのかもしれない。

現を求め、その目的に合致したからこそ、漢

整理して考えてみると、京文化の革新的表

画法の表現は伝統となって、以後 400 年も

現がどのようにして生まれるかには、背景と

継承されたのである。狩野派の漢画法を用い

しての社会や時代性の問題があり、次にそれ

た表現は筆勢が力強く、
何よりも描法のメソッ

が評価され、受け入れられるには、京都の人々

ドが明確で、筆法や描法、構成にまで秩序だっ

の審美眼、評価を満足させることが必要条件

たルールが存在した。この秩序と決まり事で

で、更には伝統化するためにはより大きな社

がっちりと構築された表現世界は、組織立っ

会状況、環境、時には社会思想に合致しなく

た動きを重視する武士社会の構造とも合致

てはならないという三つの条件が見えてくる。

し、また水墨も着色画も共に勇壮で格式を感

京都で生まれた無数の革新的文化は、淘汰

じさせるものであったため、武家社会の好み

され、生き残ったものが伝統化されていく。

や精神に合い、江戸幕府の滅亡まで存続した。

そしてその伝統も社会状況によって淘汰され

こうした絵画描法継承の背景を見ていくと

る運命にあると言えよう。先の御用絵師狩野

更に大きなドラマに遭遇する。400 年も栄

派は消滅し、狩野派自体は存続していないが、

えた狩野派の突然の終焉である。大政奉還と

その作品は様々な場所で大切に保存され、そ

なって、幕府に雇われていた御用絵師たちは

の威光を今も放っている。作品の価値自体は

職を失い、卓越した技量を保持しながら、明

変わったわけではなく、長い歴史を持つもの

治時代の荒波の中、東京美術学校（現東京芸

はそれだけ多くの人々、時代に愛され、評価

術大学）での指導者や、東京帝国博物館（現

され続けてきたことを意味し、時代や社会を

東京国立博物館）の学芸員としての道に活路

超える絶対的なもの、普遍的なものへと昇華

を見出さざるを得なかった。

していく。その時代時代によって思想や嗜好
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の変化が起き、流行の波があっても、本質的

れていることから、当時から高い評価を得て

部分の価値評価が大きく変わらないものは、

いたことが理解される。

京都の中で位置づけられ、真の伝統として継
承されていくのではないだろうか。

大典禅師は若冲に限らず、京画壇の名のあ
る絵師たちの思想的指導者であった。例えば
写生画を起こした円山応挙や、中国文人画の

2．創作者における挑戦：伊藤若冲の場合
（1）若冲の画業

流れを取り入れて独自の世界を生み出した池
大雅など、それぞれ表現自体の傾向は異なる

それでは新しいものを生み出していく創作

ものの、新しい描写、絵画構成を生み出そうと

者はどのような状況であろう。時代性との係

する絵師たちをいずれも高みまで導いている。

わりも含めて、今年が生誕 300 年に当たる伊

その根本にあるのが臨済禅の基本理念「草

藤若冲の場合を考えてみたい。若冲は町絵師

木国土悉皆成仏」で、この世における生きと

であって、絵師の家系に生まれたのではなく、

し生けるもの総てには仏性が宿っているとい

京都の錦市場の青物問屋「桝源」の長男とし

う思想であった。若冲がこの教えを真に理解

て誕生した。若いころから仏教に傾倒し、臨

していたことは、若冲が自らの言葉に置き換

済宗最高の思想的指導者である大典禅師（注 4）

えて述べた「山川草木これ総て霊あり」に表

の指導を受けることによって大きな飛躍を遂

れている。この臨済禅の思想から生まれる自

げることになる。創作の根本となる思想に対

然崇拝、
生き物への慈愛の姿勢は、絵師にとっ

し、指導者のいる時代であったことが 18 世

ては自然物の観察の強化という形で表れてく

紀の京画壇の繁栄を支えている。
「若冲」とい

る。若冲も鶏を実際に飼育して観察写生を繰

う名もこの大典禅師から賜ったもので、当時

り返していた。

極めて優秀な人物だけが高位にある方から名

写生という行為は、実は 18 世紀において

前を賜る習慣があったことから、若冲は非常

は新しい創作の形で、写生の前段階の様な簡

に有望視されていたことが理解される。

単なメモ書きは「手控え」と言って、既に

「若冲」という名は『老子』第四十五章よ

17 世紀に狩野派でも存在したが、それは形

り抽出されたが、第四十五章は人間の目指す

をリアルに写し取るというよりは、各季節の

べき姿勢をうたったもので、「大盈は沖しき

モチーフを、それを見ることのできない時期

が若きも、其の用は窮まらず」の中から「若」

にも描けるように、覚えのためにメモするこ

「冲」の二文字が選ばれた。大きく満ちてい

とが目的のものであった。花弁が何枚である

るものは一見何でもないように見えるが、実

か、野鳥の羽の模様はどうなっていたか、そ

はその力は計り知れないという、若冲の大器

うしたことを思い出すためのものであって、

ぶりを思わせる内容である。また江戸中期に

自然界のリアルな形態を写すことが目的とい

人物評価の基準となっていた「平安人物誌」

う訳ではなかった。

でも、若冲は応挙や蕪村と並んで位置付けら

注 4）

しかし 18 世紀に流行した博物学の影響を

名は顕常。18 世紀臨済宗の高僧で、相国寺に入り、儒学、詩文に長じるなど学識の高い知識人として知られた。
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受けて、絵画の世界でも「真写」への意識が

これは当時大阪に住んでいた博物学者、木村

生まれてくる。実物そのままを写し取ること

兼葭堂の持つ標本を見せてもらい、写生して

は現代ではカメラが行い「写真」というが、

描いたもので、博物学的視線に耐えうる写生

それに匹敵する絵師の行う写生が「真写」で

描写となっている。鶏図でも背景には当時は

あった。絵画が絵空事であった時代に、現実

珍しかった棕櫚の木が描かれるなど、若冲作

の真実の姿を写し取るということは特殊な描

品には様々な新しい物、珍しいもの、異国の

き方であったのだ。「真写」では細部に至る

ものが登場する。

まで明確に描き、絵空事ではない真にこの世
に存在するものの真実の姿を写すということ
を目的とした。また「写生」も当時は「生写」
と言い、直に見て「生き写し」に描くという
ことを示していた。こちらは現代で言うス
ケッチに当たる。円山応挙はいち早く写生画
法を完成していくが、ほぼ同時期に若冲も独
自の写生への挑戦を始めている。若冲の作品
は一方で華麗な意匠性を見せるため、写生的
な部分が目立ちにくいが、鶏特有のポーズな
どには明らかに観察した成果が認められる。
代表作「動植綵絵」三十幅は『釈迦三尊像』
と共に、若冲が生涯をかけて取り組んだもの
で、両親の供養のために描き、相国寺に寄進
した。釈迦三尊を取り巻く、この世の生きと
し生けるものの姿を余すところなく描こうと
したもので、そこには鳳凰の様な架空の鳥か
ら、毛虫やオタマジャクシなどまで、優劣を

若冲筆『棕櫚雄鶏図』

『動植綵絵』より。当時我が国に入ってきた外来

る。先に述べたように 18 世紀は博物学流行

種、白色レグフォンが描かれている。掲載写真

の時代で「格物究理」（注 5）の思想が広まり、

は『若冲展』図録より複写。

人々は様々な植物や動物にも強い関心を持つ

若冲は鶏を描いたことで知られる絵師だが

時代であった。「動植綵絵」は人々のそうし

（写真 1）、従来は絵のモチーフとして用いら

た好奇心も満たすもので、数多くの動植物や

れるものは鶴や鷺、あるいは鷲や鷹といった

珍しい種類の生き物が描かれている。『貝甲

美しく大きな鳥か猛禽であって、鶏は画題に

図』では、
無数の珍しい貝が描かれているが、

はなりにくいものであった。しかし 18 世紀

注 5）
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写真 1

つけることなくモチーフとして扱い描いてい

実学的思考による、それぞれの物象の実態を把握することを目的とした思想。
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の時代になると外来種も輸入され、鶏の品種

（1731 年）に来日した清の画家、沈南蘋（注 6）

改良に関心が向き、交配種への社会の関心は

の画法（写真 2）を引く流派である。沈南蘋

高まっていく。若冲はその社会現象にいち早

は出島の唐人屋敷に約 2 年間滞在し、その間

く対応して鶏を描いたのである。このように

に通詞、熊代熊斐に画技の手ほどきを行った。

江戸中期の時代性や社会の動向に鋭く気付き

当時の通詞は我が国に入る文物の記録を取る

反応する、若冲はそうした先進的姿勢を持っ

ことがその仕事で、外国語の通訳、翻訳を行

た絵師でもあった。

うことと共に、カメラのなかった当時は輸入

（2）若冲が取り入れた新しい表現
若冲は絵画制作を始めた当初は、我が国の

物を絵に描いて記録を取ることが必要で、写
生画法を身につけることが必要であったのだ。

主流であった狩野派を学んだ。狩野派は描き
方に関する学習システムを確立していたの
で、多くの人々はまず狩野派を学び、画技の
基礎を身に着けていた。この伝統的学習法は
大いに機能していたと考えられる。後に様々
な流派で活躍する絵師も基礎学習は狩野派で
あることが多い。狩野派学習は応用力の利く
基盤を身に着けるには最良のものであったと
言えよう。望めば誰でもが学ぶことができた、
この「学画」のシステムがあったことも京画
壇が栄える要因であったと考えられる。
若冲は狩野派を学習後、中国の伝統である
宋元画を数多く模写してもいる。そうした伝
統描法への学習を基盤としながらも更なる高
みを目指して、時代が求める新しいものや写
生画などへも敏感に触手を伸ばしていった。
流派の中でその流派としての向上を狙う場合
と、新たな作風を確立しようとする場合とで
は制約の幅が大いに異なるが、若冲の探求心
は何物にも制約されず、ひたすらより良いも
のへと向かっていく。

写真 2

沈南蘋筆 『柘榴鴛鴦図』

沈南蘋が持ち来たらしたのは中国の画院で
用いられる「院体画」という描法であった。

それでは若冲はどのような新しいものに関

本来は細線を輪郭に用いて写生的に描く平明

心を持ったのか。まず挙げなくてはいけない

で品格のある描写であるが、清の時代には画

のが「長崎派」の描法である。長崎派は鎖国

院にイタリア人宣教師カスティリオーネが入

の時代にあって、長崎の出島に享保 16 年

り、西洋の陰影法を導入していた。沈南蘋の

注 6）

名は詮、字は衡之。清代の画家で、浙江省呉興の人。
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描法もその影響を受けたリアルさのあるもの

弟子たちが少しずつ変化させながら継承した

であったが、一方、地方の画家であったため

表現の延長にある状態」を示していると言え

に画院そのものの描法とはいささか離れてし

よう。しかしそれは当時としては明らかに異

まう自己流の癖も持ちあわせていた。

国風で新しい、革新性を示していた。若冲画

教えを受けた熊代熊斐達は南蘋の描法を修

はいきなり生まれたのではなく、このような

得し、熊斐を通して江戸では宋紫石が、京都

流れの中から誕生したのである。写生画法も、

では臨済宗黄檗派萬福寺の僧、鶴亭がその画

沈南蘋の画風も、当時としては最新のもので、

法を学んでいく。しかし継承していく過程で

若冲が伝統を学習するとともに、時代の動き

は日本人として慣れ親しんだ美意識から、知

を敏感につかんでいたことが感じ取れる。

らず知らずのうちに変化が生じてくる。南蘋

若冲が注目したものはそれだけではなかっ

画では構築的で量感があり、ハイライト表現

た。鎖国の時代であっても朝鮮通信使や対馬

を用いたリアルさの強い表現であったもの

での対応を含め、朝鮮から入った美術品があ

が、だんだんと量感を失い、その総合的特色

り、それらに対しても注目していた。朝鮮王

とは離れ、一部の特色を強化した平板で色彩

朝時代の作品で輸入されていたものに李公麟

の対比が華やかな表現と展開していった。

の『虎図』（写真 3）があるが、若冲はそれ

若冲の表現は沈南蘋本人の作風より、
「その

写真 3

李公麟筆 『虎図』

を細密に模写している（写真 4）。

写真 4

若冲筆 『虎図』

李公麟作品の模写。

300 環境と健康 29（2016）

特集 / 京都の伝統とそのスピリット

当時の学習法として「模」と「倣」という

その生命感を表現するために用いられたの

二つの方法があった。
「模」はあくまでも原本

が反射を利用した特殊技法で、これは残念な

をそのまま映す模写学習法、そして「倣」は

がらどのような画材を使ったのか現在はまだ

原本の描法を修得後に、原本の作風を生かし

解明が進んでいない。若冲が描いた『老松鸚

て新たな図を制作することで、まねることが

鵡図』では目の表現に漆を用いてつやを出し、

特色である。若冲は李公麟の虎図に対し、こ

生き生きとした生命感を表現している例があ

の二つの方法を両方使って、その描法を自ら

るので、おそらくはここでも漆のような素材

のものにしようと試みている。また朝鮮の李

を混ぜて使用したものと思われる。蛇腹に折

厳の『狗子図』からヒントを得て、そこに描

られた屏風の前を歩いて移動すると、鑑賞者

かれている当時の我が国にはいなかった珍し

の立位置によって屏風の光を反射する方向が

い耳が垂れたぶち模様の犬を、そのぶちの模

変わるため、時には黒々と見えていた色が、

様を強調した『百犬図』として描いてもいる。

反射で白く輝くなど、全く違う色味を見せる

特筆すべきは朝鮮王朝時代の工芸品に影響

よう仕掛けが施されている。一つ一つが小さ

を受けた作品である。朝鮮王朝時代の工芸品

な升目でくくられたデジタル画の様な表現で

には細く紙を切って糸代わりにして織った

あるため、この色味の変化はチラチラと、ま

「紙織画」があるが、若冲がその風合いをま

るで小鳥が生きて羽ばたいてでもいるかのよ

ねて、
織り目を描いて構成した『鳥獣花木図』
（写真 5）屏風を制作していることである。

うな錯覚を起こさせるものとなっている。
既成の描法に甘んじることなく、様々な新

若冲は涅槃図に見立てて野菜たちを並べた

しい表現を生み出した若冲だが珍しい技法は

『野菜涅槃図』を描いているが、
『鳥獣花木図』

これだけではない、筆を二本握って描く双筆

屏風はその動物版ともいえるもので、様々な

の描法は、竹の幹の左右の輪郭線を同じ幅で

生き物の命の輝きを表現している。

スピードある筆勢で描くことができ、竹の持

写真 5

若冲筆 『鳥獣花木図屏風』右隻

紙織画をまねた升目の構成で描かれている。
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つシャープさを表現しているし、画仙紙の筆

こうしたモチーフや描法の新しさだけでな

跡の周りが白く残る特色を生かして、筆跡を

く、若冲が研究していたものには人間の視覚

繰り返していくことにより花びらなどを描く

の問題もあった。先の「鳥獣花木図屏風」に

描法、現代では「筋目描き」と言われるもの

用いられた、反射によって色味を変える特殊

を生み出してもいる。

素材を用いた技法も、人間の視覚を意識して

また従来から存在する技法も更に高度なも

構成されたものであったが、若冲が様々に人

のへと向上させ、例えば「裏彩色」と言われ

間の視覚を研究していたことが分かる表現が

る絵絹の裏からも絵の具を塗る技法は、表の

他にも見られる。

発色をよくするために用いられることが多

例えば『月夜の萬福寺』という作品には月

かったが、若冲は裏から表とは異なる色を塗

が描かれてはいない。しかしこの軸を掛けた

り、透けて見える裏の色との対比によって、

場所が夕方になり、薄暗がりになると、軸の

表に描いた線が浮き立つように見せるなど、

左側から月光がさしてきて、万福寺境内が

高度で複雑な技法へと完成度を高めている。

煌々と月明りで照らされている情景となる。

この裏彩色を用いた優品が宮内庁所蔵の「動

同じような構成の屏風が『石灯篭図』である

植綵絵」の『老松鳳凰図』で、白いレースの

が、これも夕方になると、ほの明るく石灯篭

様な羽の表現（写真 6）に優美さが見られる。

に灯がともるのである。いずれも驚くべきト
リックアートだが、薄暗くなると人間の目は
瞳孔が開き、明暗のコントラストを強く感じ
るようになるので、白い紙の部分が輝いてい
るように見える。この原理を絵画表現に応用
したのである。
若冲の用いた超絶技巧は細部の描写にまで
及び、複雑な牡丹の花弁の表現にも墨による
輪郭線を用いないなど、技術力もずば抜けて
いた。
若冲はとどまることを知らず新しい表現、
より美しい世界の表出に常に腐心していた。
（3）より良いものを目指す意志
若冲は我が国と中国の伝統画法を真剣に学
び、その技法や描法を継承するとともに、珍
しい作風を取り入れ、革新的な新しい超絶技
巧を生み出すなど、時代の先端を行く表現者
でもあった。こうした過程を見ていくと、革

写真 6

若冲筆『老松鳳凰図』部分

『動植綵絵』より。絹裏から濃い色が塗られてい
るため、表の文様がはっきりと見える。
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とする先に生まれ出るものに思える。
京都において数々の文化が生まれ、育まれ、

ある。文化都市として高い評価を受けていれ
ば、京都という社会は更にその先を目指し続

成長し、
時に変化していく流れの中には、人々

けるだろう。京都が注目され評価を受ける力

の常により高みを目指したいという向上心が

は、多分野に及ぶレベルの高さであろうが、

基軸となっているように感じる。京都の伝統

それは各分野がお互いに刺激しあい他の高み

を形成し、それを支え、更により良いものを

を知るからこそ、自らもそれを目指せる目標

生み出していく、そのスピリットとは、京都

と成り得るところに効果的に作用する。

の人々の中にある妥協を知らぬ、「より良い

若冲が活躍した江戸時代を見ても、それは

ものを求め続ける精神」ではないだろうか。

文化芸術の分野だけでなく、博物学など学術

より良いものを目指しレベルアップを願う意

の分野においても京都は充実していた。医術

思は、レベルの低い状態よりも、既にレベル

でも円山派が写生した解剖図など、京都の先

が十分に高い状態で、より人間を駆り立てる

進性を示すものが多々存在する。より高みを

精神機能であるように思う。日ごろ学生に接

目指す姿勢がどの時代にも繰り返されてきた

していると、理解力があり成績の良い学生ほ

ことは、現代を見ても世界遺産となる和食文

ど更に勉強しようという姿勢を見せる。単位

化から最先端の医学研究まで、いずれもレベ

が取れるかどうかというギリギリの学生の方

ルの高い伝統と新しい世界が交錯しているこ

が、勉強しなくてはいけないという状況は深

とからも明らかだ。京都の伝統を支えるスピ

刻なはずだが、こうした学生には学習意欲の

リットとは、このように高みにあっても更に

向上はまれで、反対に既にトップクラスの学

その先のより良いものを目指すという、あく

生ほど、成績評価にかかわりなく、自己向上

なき向上の精神であろう。

のためにより学ぼうとする意欲を見せる。そ

観光客を京都に誘致するポスターに「そう

れは高みにあるからこそ自分でもわかる向上

だ京都行こう」というものがある。何の説明

であり、人間は何かを極めた人ほど、さらに

がなされていなくても、それだけで京都の魅

その先へと努力を続けるのではなかろうか。

力を伝えられるキャッチフレーズとなってい

それは文化の面だけでなくオリンピックに

るのは、現在も京都がそれだけの魅力、文化

出るアスリートの努力を見ても、単に名声や

度を保持していることを示していよう。様々

金銭のためではなく、より高みを見たいとい

な時代の変化の荒波の中、この状態が未来ま

う精神活動が起こっているように感じられ

で継承できるかどうかは、正に現代を生きる

る。このような事例を考えると、本来人間の

京都の人々の肩にかかっている。

精神構造の中に、何かに卓越すると更にその
先を目指そうという、向上の精神、意識が組
み込まれているのではなかろうか。
個人におけるこのような傾向は、個人の集

参考文献
「若冲居士寿蔵碣銘」
（大典蕉中撰文）
「藤景和画記」
（大典蕉中撰文）

合体である社会の中でも起こっているはずで
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能の未来とその可能性
石井保彦＊
要旨：私は能の中で大鼓を担当している。初舞台が 20 歳の時であるから早 30 数年。
今回この大きなテーマの中で、今の自分が感じることや未来について、現場の人間は
こんなことも思ってるんだ、という風にお読み頂ければと思う。駆け出しの時は何も
わかっていない。ただ言われたことをやる、覚える、考える。その中で時を経て各々
に出来ていく世界があるのだと思う。

1．序
新しい出会いがあり名刺交換などをする。

活の中に普通にあった。父が頑張っているの

私が能楽師だと気付かれた時「へぇ～伝統芸

をただ「すごいな」と見ていたし、賑やかな

能ですか。大変ですね」。このような反応が

能では一緒に楽しみ、静かな能では眠く退屈

よく返ってくる。まず驚かれ（珍しがられ）、

した。

そして伝統芸能＝大変だと思われる、という

京都の西陣で育った私には、友達のお父さ

図式である。この反応、いつも少し不思議に

んにも色々な方がいた。糸屋さんや、織屋さ

思ってしまう。当の本人にとっては珍しくも

んはもとより、小さな工場、パン屋さん、魚

なく、また大変だという概念すらない。当た

屋さん、旅館やお医者さん、等々。父が少し

り前のことではあるが、そこには少なからざ

珍しい仕事をしているとは感じていたが、

るギャップがある。そして問題はそこから先

色々な仕事がある中で、仕事としての能もそ

の会話が続かないことである。殆どの方が能

こに普通にあったということである。

については、ほとんど何もご存知ない、とい
うのが現状である。

そしてもう一つの言葉、「大変ですね」。こ
れもよく言われるのであるが、恐らくそう言

私の家は代々能楽の楽器、大鼓（おおつづ

う方はテレビ等で放送される歌舞伎の家の番

み）
をやってきた。能楽 石井流 大鼓方（かた）

組なんかを見て言われているのではないかと

というのが私の名刺の肩書きである。父も祖

思う。能においてはシテ方（シテかた - 舞を

父も大鼓方として能の舞台に立ってきた。系

舞い、謡を謡うパート -）の家は少し大変か

図の上では私は 14 代目。長い時間が経って

もしれないが、我々囃子方においては衣装の

いる。私の生まれ育った家には小さいながら

管理や手入れ、お弟子さんとのお付き合いが

敷舞台があり、父や祖母（能楽森田流笛方）

主であり、特段大変と思ったことはない。家

がしょっちゅうそこでお弟子さん達に稽古を

にはしょっちゅう人が行き来していたが、家

つけていた。謡（うたい - 能の詞章 -）や囃

の子にとっては人がいるのが当たり前という

子のリズムは子供の頃から身近に聞いて育っ

風な具合であった。

てきた。また時には母に連れられ父の舞台を
＊
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見に行ったりもしていたので、能や大鼓は生

能楽師（石井流 大鼓方）
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今の世の中と比べてみて、少し違うところ
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を探してみると、道具や伝書（手付け - てづ

弥親子によって大成されたと言われている。

け -、台本のこと）は奥さんといえども触れ

歌（謡 - うたい -）と舞による歌舞劇であり、

ることはなく、出勤の準備をするのも本人や

面（おもて）を用いる仮面劇、囃子がはいる

息子、弟子である。仕事のことは男がするこ

音楽劇でもあり、現在のミュージカルに例え

とであり、また奥さんが楽屋に来ることも殆

られることもある。能舞台という専用の舞台

どないといえる。これは会社でも同じであろ

（劇場）で演じられ、シテ方、ワキ方（シテ

うか。最近は女性の能楽師も増えてきており

の相手方）
、狂言方（狂言のパートを担当する）

囃子方や狂言方にも女性の楽師がおられる

と囃子方（4 つの楽器。曲により太鼓は使わ

が、神社での演能に女性が立つことは殆どな

ず 3 つの楽器の時もある）という専門家が

く、
また神事の能である「翁」の上演時には、

集まって作り上げられる総合芸術とも言われ

女性は楽屋に入ることも許されない。男女平

ている。それぞれのパートは専業制であり、

等や合理性はなく、まだまだ男社会の体質が

また同じ囃子方であっても大鼓方の私が笛や

残っている。京都は特に「残している・・・」

小鼓、太鼓を囃すことはない。シテ方は一生

かもしれないが。

シテ方、ワキ方は一生ワキ方、そして私は一
生大鼓方ということになる。

2．破

能の演目は 200 数十曲あるが、出演者は

能、能と簡単に言ってきたが、よくご存知

少なくて 13 名位、多い曲だと 30 名を超え

ない方も沢山おられるので、ここでは簡単に

る曲もある。神様から大人も子供も、草木の

歴史や特徴、その魅力などを書いてみたい。

精に天狗や鬼まで。あらゆる登場人物で能の

（1）五人囃子の笛太鼓〜、桃の節句で飾ら
れる雛人形

演目は作られている。
（3）能の歴史

お内裏様とお雛様の婚礼を現したものと言

歴史的には観阿弥、世阿弥父子が当時流行

われているが、そのお祝いの席で演じられて

していた諸芸能、猿楽（さるがく）や田楽（で

いるのが能である。京都の雛人形では五人囃

んがく）から能を作り上げ、戦国時代には諸

子として雅楽の人形が並べられることもある

大名に保護され、江戸時代には幕府の式楽と

という。宮中の婚礼を模したもので、これが

なり、明治維新や敗戦の混乱を乗り越え今日

本来の形であると聞いたことがある。江戸時

まで続いている。観阿弥や世阿弥の作った作

代に能が幕府の式楽（しきがく - 公式芸能 -）

品が、詞章や型もほぼそのままで現在に伝わ

になったこともあり、その頃より五人囃子と

り演じられており、このような演劇は世界で

して能の謡と囃子（4 つの楽器＝笛、小鼓、

も殆ど例がないとも言われている。ユネスコ

大鼓、太鼓）を並べることが主流になったと

の無形文化遺産にもなっている。

か。いずれにせよ、昔から皆んなが知ってい
た芸能だといえる。
（2）能について
能は今から 650 年ほど前に観阿弥、世阿

（4）能の特徴
1）能は分かりやすい：650 年間ほぼ同
じ形で演じられている。その理由は、ストー
リーはシンプルであり、また能が伝えるメッ
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セージは、時代を超え、人の心そのものに届

演者の出す気は、密閉された能楽堂ではより

いてくるからではないかと思われる。人間の

力強く感じて頂けると思う。囃子方の掛け声

喜怒哀楽、人を信じる心、勇気や知恵、また

も、実は能を構成する重要な要素となってい

は喜びや失う哀しさ。時を超え伝わるメッ

る。

セージ。人間の本質はいつの時代も変わらな
い、ということか。

4）能は自由に：なんとなく堅苦しく思わ
れがちな能ではあるが、実はかなり自由な幅

2）能は美しい：能装束は美しい。京都の

を持っている。絶対的に守るべき約束事は存

祇園祭りは「動く美術館」と言われるが、西

在するが、その他は比較的自由に委ねられて

陣織に代表される豪華な能衣装（能装束）は、

いる。例えば装束についても、この曲はこの

一つ一つが手仕事で織り上げられたものであ

ようないでたちで、とは決められているが、

り、能装束を織ることで西陣織の技術も上

その模様や色合い、面にしても種類の制約が

がったと聞いている。今日室内で演じられる

ある他は、
全く自由に選択することが出来る。

能の公演では、目の前でその装束や面（おも

演者（主にシテ）は自らのイメージで舞台を

て）を見ることができる。何百年を経た装束

作ることが出来るのである。例えば同じ曲を

や面も普通に使われており、年月を経た深い

やったとしても、一回一回違ったイメージの

色合いや味わいも感じて頂くことが出来るの

曲が出来上がることになる。一期一会、一度

である。

きりの舞台、能を見る時の楽しさでもある。

能は言葉も美しい。美しい日本語が七五調

また、能には舞台装置は殆ど出てこない。

のリズムの中で流れる様にお客様の耳に届け

作り物と呼ばれる簡単な装置が使われる曲も

られる。
能の詞章は縁語や掛け言葉で彩られ、

あるが、能舞台という何もない空間で全ては

そこかしこに漢詩や和歌、更には仏教の言葉

演じられる。出てきた僧が、都に着いたと言

が散りばめられている。

えばそこは都になり、川のほとりで読経すれ

豊かな日本語では、例えば雨にも色がある

ば、
そこは大河の辺となる。舞台上は、
都にも、

と言われている。春雨に秋雨。桜雨や菜種梅

山中にも、海岸にも、また室内にもなるので

雨。村雨、
時雨。穀雨もあれば五月雨もある。

ある。演者がそこに月が出た、という時、お

温かい雨に冷たい雨。能楽堂では美しい日本

客様はそれぞれが心の中に描く月を見る。ま

語を聞いて頂くことが出来る。豊かな時間を

んまるの月もあれば、少し欠けた月。輝くよ

持って頂ける。

うな明るい月を見る人もいるかもしれない。

3）能は気が引きしまる：凛とした空気感。

能は言葉によって見る人の心のイメージに働

能は気迫をもっとも大切にする。能は武家の

きかけながら進行してゆく。100 人あれば

中で培われてきた。
例え静かな曲であっても、

100 通りの能が生まれるということになる。

その中には秘めたる強さがなければならな

能では個人個人が舞台と対面し、体験する。

い、と言われる。老木の桜に限りない強さを

そして一曲が終わり、舞台はまた何もない松

感じ、大空を超高速で飛んで来る大天狗に圧

だけが描かれた空間に戻る。余韻。能が大切

倒的力をみる。そして空気は人に感染する。

にする世界である。
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5）能の魅力：「能の魅力って何ですか？」

の乱で京都が戦火に包まれると、能役者は地

そう尋ねられたら、私は何と答えるか。美し

方の大名の元へ移り、その庇護を受けること

さ、気迫、余韻。能の特徴として述べたこと

となる。信長、秀吉にも大切にされ、その流

が出てくるが、媚びない舞台、潔さ、という

れは徳川幕府においては式楽とされることと

のもあるかと思う。歌舞伎をしてサービス精

なる。同時に各地の大名もお抱えの能役者を

神旺盛だと書いていた人がいた。歌舞伎はお

持つようになる。能の安定期である。

客様に満足して頂く為に、大掛かりな仕掛け

明治の世となり幕藩体制の崩壊と共に能は

や道具を使う。能にはそれらは一切ない。作

最大の危機を迎えるが、新しく一般の人に教

り物 と呼ばれる小道具や装置が使われるこ

える（素人稽古）
、そして公演を作り出すとい

ともあるが必要最小限である。

う新しい公演形態を生み出した。その後の敗

「能は、ただ能である」とも書かれていたが、
的確な説明であるといえる。能は水墨画のよ

戦という二度目の危機も乗り越えて、今日全
国各地で演能がなされる時代となっている。

うに白と黒しかない中で、その白の中、その

世界の大きな歴史の中で見てみると、農業

黒の中に、限りない深さを見ようとする。そ

が中心の農業時代が長くあり、18 世紀後半

して、与えない、余白 を作ることにより、

と言われる産業革命により工業化の時代を迎

そこに限りない広がりを作ろうとする。

え、その産業の時代も 1989 年のベルリンの

人は本当に素晴らしい瞬間に出会った時、

壁の崩壊＝東西冷戦の終結と共に終わり、新

そのことは一生その人の心の中に残ってゆく

しく情報の時代が始まったと言われている。

ものである。それは子供の頃の思い出かもし

日本では昭和が終わり平成となった年ではあ

れないし、恋に関するもの、又は家族や大切

るが、インターネットが普及し、パソコンが

な人とのことかもしれない。例え写真や映像

出現し、携帯電話が当たり前、SNS と呼ば

には残せなくても、人は胸にその思い出が

れる情報の時代が凄い勢いで進んでいる。

残っている限り、心豊かに、明日への勇気を
起こすことが出来るのだと思う。

日本では江戸時代はまだ農業の時代で米が
経済の中心であった。明治維新を迎え、先に

良い舞台、良い音楽、そして能でもそれは

産業時代（工業の時代）となっていた世界に

おきうるのである。余韻とともに余白を残す

追いつけ追い越せと頑張ったのが明治以降の

ことも能が大切にする世界であると考える。

近代化の歴史である。この時代の転換点で能
は一度目の大きな危機を迎えている。価値観

3．急
最期に能のこれから、未来や可能性につい
て書いてみたい。
（1）能の未来

の変化、幕府や諸大名の庇護がなくなり、能
役者は職を失うこととなり、幾つかの流儀は
この時に廃絶となっている。
能はその後息を吹き返し、新しい経済基盤

歴史のところで触れたが、能は 650 年ほ

（素人稽古）を作り上げる中で新しい興行形

ど前足利義満の頃に大成され、足利将軍家
（室

態を作り出し、成長、発展し、良き時代を迎

町幕府）や貴族に支持された。その後の応仁

えたわけである。昭和元禄と言われた第二の
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安定期である。そして平成。先ほど述べた産

して時には僧に祈られてきた。名もなき人の

業時代が終わり、情報時代が始まったという

人生が現代まで語り伝えられ、今日もどこか

何百年に一度の大きな時代の転換点がもし今

で祈られている。本当に凄いことだと思う。

だったとしたら、能は今また新しい興行形態

2）能は仏教の思想を色濃く内包する：草

を生み出す必要があるのかもしれない。
（2）能の持つ可能性
近年は能の海外公演も沢山ある。大変喜ば
れることも、また残念ながら全くわからな

木国土悉皆成仏、有情非情皆共成仏道。天台
本覚思想と言われるこの教えでは、日本にお
いては草も木も国土（土）までもが成仏出来
る（仏性を持っている）と考える。

かった、という方がおられることもある。こ

故に能では草木の精が主人公となり女性の

れは国内においても同じことで、大変感動し

姿で現れる。杜若の精であり、芭蕉の精であ

た、
素晴らしかったという方がおられる一方、

り、楓の精であったりする。また虫である蝶

退屈だった、全く分からなかったという方に

を主人公（シテ）とする曲もあり、人間に害

お会いすることもある。

をなした外道、例えば鵺（ぬえ）と呼ばれた

先ほど 能の特徴 でも書いたことである

ものでさえ能では鎮魂の対象となる。敵も味

が、能が伝えるメッセージは大変シンプルで

方も区別なく、良い人も悪い人も、死ねば仏

ある。これは時代を超え現代まで伝わり、そ

と言う世界観（仏教観）。能の底辺には哀れ

のまま公演がなされていることからも明白で

みや優しさがあると感じられる。

ある。そして今では国を超え、民族をも超え
て伝わり始めているといえる。
（3）能が伝える世界観
1）能は鎮魂の芸術：そのようにも言われ

3）能「敦盛」：一の谷の合戦で平家の武
将平敦盛を討ち取った源氏の武将熊谷直実は
我が子と同じ年ごろの敵を討たねばならな
かった世の無常を感じ、黒谷の法然上人の下

るが、大抵はこの世に思いを残した人が、そ

で出家し蓮生法師（れんせいほうし）となる。

の所縁のところに現れる。それを行きずりの

蓮生は敦盛の菩提を弔うため、一の谷の合戦

名もなき僧が聞いてあげる。ただ聞いてあげ

の跡に再び赴く。そこに敦盛の亡霊が却って

る。僧が亡者の為に祈ることもある。亡者は

くる。蓮生に合戦の昔物語をするうちに、自

喜び、そしてまた消えてゆく。戦に負けた者

らを討ち取った敵である直実に、太刀を抜い

のみならず、勝った者まで能ではこの世に出

て斬りかかる。蓮生を討とうとするのである

てくることがある。修羅道という地獄で苦し

が、敵であったその熊谷は、今は蓮生法師と

む身のほどを語りに来るのである。勝っても

なり自分の菩提を弔ってくれている。敦盛は

苦しむ世界を描くとともに、盛者必衰、諸行

太刀を捨て、「
（極楽浄土では同じ蓮の上に生

無常、戦の虚しさをも能は描き出す。そして

まれるという）蓮生法師。あなたはもはや敵

僧はそれらを受け止める。

ではありません。私の跡を弔って下さい」と

昔ここにはこういう人がいた。こういう人

合掌して消えて行く。

生を送り、こんなことがあった。650 年間

中学校の教科書にも載っている「敦盛」は、

その人の話は日本中で語られ、演じられ、そ

能ではこの様に描かれている。敵（かたき）
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同士であった二人の武将が仏縁を得て真の友

どう日本や世界に働きかけられるのか？

守

（まことの友）となる。京都黒谷の法然上人

り、そして創ることを仲間と共にやっていき

のお墓の前には、敦盛と直実の墓が向かい

たいと思う。能のポテンシャルはまだまだ高

あって建っている。阿弥陀様のもと、同じ蓮

く、そして今だから、能だからこそ出来るこ

に生まれることから一連托生という言葉があ

ともあると思う。謙虚に歴史に向き合い、楽

るという。敦盛も修羅能の名曲である。

しく取り組んでいきたいと思う今である。

4）諸行無常、会者定離：許す心、哀れむ心。

京都の伝統とそのスピリット。自覚と責任。

相手を信じる心や、裏切られた悲しみの心。

継続と変化。「歴史を信じて進んでゆく」こ

恋をした昔の懐かしさや、帰らぬ古（いにし

としか分からない。一生わかることはないの

え）
。母の愛や、夫婦の愛。自然、勇気、誠、

かもしれない。そんな風にも思えてしまう。

そして哀しみ。能には様々な世界観、テーマ
がある。

補遺と謝辞
講演当日のいのちの科学フォーラム会場で

4．そして 序
伝統とは革新の連続、と聞いたことがある。
時々の人が、その時々に考え、工夫し、また
は格闘した。その一本の流れを後世の人が見

は、｢ 能が伝えられることを凝縮した五人囃
子 ｣ が 実 演 さ れ た。 以 下 に 出 演 者 の プ ロ
フィールを記して謝辞とさせて頂く。
保 彦（ い し い

大 鼓： 石 井

やすひこ）

た時に、それを伝統と言うのかもしれない。

1964 年生まれ。能楽大鼓方石井流。京都

しかし絶対に変えてはいけない処がある。そ

能楽囃子方同明会理事、重要無形文化財総合

して変わってゆかねばならない処もある。試

認定保持者。

行錯誤をする中では、時に批判を浴びること

笛： 森 田

保 美（ も り た

やすよし）

もあると思う。その答えは 50 年、100 年、

1963 年生まれ。能楽笛方森田流職分。京

200 年先に分かることもあるのかと思われ

都能楽囃子方同明会理事、重要無形文化財総

る。結局のところ、そのことを、その繋がり

合認定保持者。

を受け継いだ者が、その大きな流れを知り、

小鼓：林

その上でその折々現れる事柄に、真剣に取り

年生まれ。
「林

組んでいくことしか出来ないのではないかと
思う。
価値観でさえ時代の中で変わってしまうこ
とがある。そんな時代の流れの中で、唯一変
わらないものがあるとしたらそれは歴史であ

大和（はやし

太鼓：井上

やまと）1982

木双会」を主催。
敬介（いのうえ

けいすけ）

1955 年生まれ。能楽太鼓方観世流。京都
能楽囃子方同明会理事、重要無形文化財総合
認定保持者。
シテ方観世流：吉浪

壽晃（よしなみ

と

る。過去は変わらず、また変えられない。そ

しあき）1965 年生まれ。（公社）京都観

の過去から何を学び、どう今に向き合い、そ

世会理事、国指定重要無形文化財能楽保持者

してどう未来に活かしていくか。これからの

（総合指定）。

新しい時代、日本の文化の一つとして、能も
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祇園祭、山・鉾を飾る懸装品
−渡来染織品を中心として−
吉田孝次郎＊
要旨：祇園御霊会に山・鉾風流が出現するのは、南北朝期、14 世紀中頃のことである。
その山・鉾を飾る懸装染織品は、神の依代を装厳する壁代で極めて非日常的なもので
あった。次いで 15 世紀初頭、足利時代に明や李氏朝鮮との交易によって輸入された
ものが最初期の山・鉾風流に採用されている。その後の応仁の乱で焼失した山鉾も明
應 9 年（1500）に復興され、その趣向は 16 世紀後半に現在の型態に定まり、大航
海時代に渡来した異国の染織品を懸装品に見立て、新しい息吹を付加し続けた。寛永
16 年（1639）に鎖国を始めた徳川幕府も、阿蘭陀船と唐船の数を限って交易を続け、
世界の情報源とした。これらの品を町衆は印子織阿蘭陀物、天竺物綴織、阿蘭陀古渡
毛氈と呼び尊んでいる。18 世紀に購入されたインド絨毯は、欧米では「幻の絨毯」と
されている。このように、祇園祭の山・鉾巡行を飾る染織品の数々は、まさに動く美
術館であり、京町衆の伝統文化の上に取り込んだ異文化への憧れを示すものである。
1．はじめに

2．吉祥文様

祇園御霊会は、9 世紀後半の貞観年間に疫

壁代は人々の目を楽しませる珍貴な錦繍で

病に代表される都市災害から逃れたい民衆の

彩り、非日常的な情況を現出する。その主題

願いと、藤原氏が権力を集中させていく過程に

は吉祥文様。依代を守る龍、鳳、虎、亀の四

生じた政治的敗者の御霊を鎮め、政情を安定

神は、後世四季花鳥に変化させたし、富貴は

させたい為政者との利害が一致して創始され

子々孫々の繁栄を願う百子や婦女の嬉遊図、

た都市型の祭である。
この祭に風流としての山・

雅人の教養を示す琴棋書画、霊力で奇端を現

鉾が出現するのは南北朝期、14 世紀中頃のこ

出する八仙人、健康で傑出した男児誕生を象

とで、動乱のさなかに商行為を活発にして座を

徴する麒麟、二頭の獅子がたわむれると毛球

形成していく民衆達の経済力を背景にしてのこ

ができて、子獅子が生まれるという玉取獅子

とであった。各町の山・鉾流は、古代八坂郷民

等である。

が信仰した祇園社の龍神を大神と尊び、町内
にまつる天神や八幡神に、観音、中国の故事、

3．明・朝鮮との交易

伝説や歴史物語上の英雄、親しげな説話や民

祇園会の行粧は室町幕府代々の将軍が桟敷

話を年々の趣向として疫神に見立てて、祇園御

を設けて見物するのが慣例で、将軍義満が能

霊会の風流としたものである。
この神の依代
（よ

役者藤若（世阿弥の幼名）を伴い祇園会を見

りしろ）を荘厳にする壁代（かべしろ）ともい

たのは、永和 4 年（1378）のことである。

うべきものが、本稿の懸装染織品である 1）。

その義満が明に公益を求めたのは応永 8 年

＊

NPO 法人 ｢ 美しい京都 ｣ 理事長、前・
（財）祇園祭山鉾会理事長（染織美術工芸史）
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（1401）で、翌々年には朝鮮とも交易を始

る。この祇園祭礼図は神輿渡御、山鉾巡行、

めている。これらは南北朝以来、和寇対策に

見物の群衆を総合的にとらえ、懸装や囃子の

苦慮していた明や高麗が、九州探題や対馬に

状況を画家自身の目で確かめずして表現し得

使者を遣り献上品を届けて寇禁に協力を求め

ない現実感がともなっている。鉾の網隠し、

ていたことと、その品々に注目していたから

見送、舁山の山洞、添山は色とりどりの袈裟

である。明との朝貢貿易が始まると懸装品に

が使われており、それは縁取、四天、田相ま

使える錦繍、緞子、氈毯、馬背氈の入手が可

で描き表して、その数は 40 枚。これは仏教

能となったし、対等の隣善関係を結んだ朝鮮

国たる高麗王朝から儒教を尊んだ李氏朝鮮王

からは通信使の派遣もあり、日本の使節は永

国が、日本の求めに応じて大蔵経と共に袈裟

禄 11 年義昭の代までに 60 余回に及んでい

をも放出したのであろう。交易船には必ず禅

るという。歳遣船を支配した対馬は永正 9

宗の使僧が同行しており、彼等が美しい袈裟

年（1512）以降朝鮮との交易を独占するに

に目を付けぬ筈はない。残念ながら現在袈裟

いたる。輸入品は仏典仏具、銀器、人蔘、苧

のまま山鉾町に保存されているのは一点もな

布、絹、虎豹の皮、雑彩花席、満花席、彩花

く、その残欠裂を再利用した様が祇園御霊会

席であった。

細記 2）にわずかに記載されるのみであるが、
今、役行者山の神面袋としてある安楽庵裂が

4．室町期絵画に見る懸装

唯一の遺品である。鉾の曳山の前懸は畳一帖

15、16 世紀の祇園会の状況を伝える絵画

大の絨毯か毛綴を 3 枚ないし 4 枚立継ぎに

資料として、原本は土佐光信とする東博蔵・

縁を付けずに使っているが、その主文様は獅

模本月次祭礼図と、サントリー美術館蔵・祇

子、梅樹、虎、団花で、いずれも現存する中

園：山王祭礼図がある。前者は 15 世紀後半

国近辺の絨毯であり、梅が枝に鳥、鳳凰、牡丹、

から 16 世紀初期の祇園会を描いたもので、

霞取は古様朝鮮毛綴の数々である。山・鉾の

第 5 扇下方 1/3 から第 6 扇に、乗牛風流、

水引幕は一枚ものを横に引廻し、その色は赤、

鷲舞、鵲鉾、傘鉾、舁山 1 基、放下鉾、船鉾

緑、青、黄、白で、これは五行思想に基づく、

に鶏鉾らしき鉾頭が描かれ、その懸装の特徴

木、火、土、金、水と万物組成の循環の姿に

を見ると、①鉾の綱隠しに虎・豹の毛皮を多

他ならない。図柄は牡丹唐草、団花に瑞雲、

用している。②鉾の銅懸に一帖大の絨毯を

波に龍、五ノ目華文、雷文、龍の丸、格子、

使っている。③船鉾の欄干に鎧の袖を使って

鳳凰に牡丹等ですべて金入りの錦である。虎

いる。④山の山洞、添山に袈裟を使っている。

や豹の毛皮は、月次祭礼図の綱隠しに 6 枚も

⑤水引に錦か緞子を横に引き廻している。後

重ねていたのと違い、袈裟と毛皮の併用で古

者は近年の美術史界に於いて土佐光茂作では

様ながら懸装の姿は絨毯、毛綴、錦織の多用

ないかとされるもので、天文 13 年（1544）

とその巧みな組合せの妙を見せている。

に流失した四条橋の西に祇園社一の鳥居が描
かれていることから、田沢裕賀氏は天文年間
をさほど下らない作品と考えているものであ
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5．再興の風流の固定化
応仁の乱前には 58 基もの山・鉾の存在が
「祇園社記」十五に確かめ得るが、すべて焼

珍貴な文物のなかでも、猩々緋と名付けた
真っ赤な毛織は、鉾の綱隠しや、山の洞幕に
最適のものと喜び採用し始めたのであろう。

失 し た。 乱 後 33 年 の 明 應 9 年（1500）

文禄の頃より、長崎、堺、京の豪商達は朱印

室町幕府の要請で祇園会は再興される。その

船を東南アジア全域に向かわせる 3）。武将達

数、6 月 7 日分は鉾が長刀鉾の 1 基、山が

も海外通商に意欲する者多く、因幡の亀井茲

22 基、囃子物（傘鉾）2 基、不明のもの 1 基、

矩も西洋（サイヨウ）やシャムへの朱印を受

6 月 14 日分が山 10 基で、合計 36 基。こ

けており、彼の遺品が鳥取県の譲傳寺に残っ

れは現在の 35 基（焼山 3 を含む）とその数、

ている。そのなかに占城（チャンパ）の旗と

分布地域ともに現状に近似しているが、先祭

伝承される、綾地に精巧な花鳥の刺繍 6 尺

の鉾が長刀 1 基のみで、現在 6 基の鉾が山

× 3 尺があるが、これは孟宗山の牡丹図見

の形で巡行に加わっているのは、急ごしらえ

送の幻想動物・鳳凰や芦刈山の見送と同種の

の再興であったと言えるであろう。20 年後

もので、これら刺繍の懸物は中国南西部かイ

の大永年間には雑色衆の警護も定められ、神

ンドシナ半島より運ばれたものである。

輿も元に復して祇園会は執行されたのであ
る。各山で御神体として扱われている人形の

7．鎖国と紅毛物の渡来

記 録 を 見 る と、 山 伏 山 御 首 箱 に 天 文 3 年

鎖国の完成は寛永 16 年（1639）。徳川

（1534）戌午年 6 月改、芦刈山の芦刈の喉

政権は阿蘭陀船と唐船の数を限って交易を求

下に天文 6 年丁西康運作、橋弁慶山の牛若

め世界の情報源としたのであった。寛永 10

足駄の鉄串に牛若殿天文丁西右近信国、牛若

年（1633）阿蘭陀平戸館長に着任したクー

の喉木挿入部に永禄 6 年 9 月牛若丸、大仏

ケバッカルは、平戸藩主松浦氏の仲介で家光

康運作、月鉾の古鉾頭に元亀 4 年（1573）

に拝謁するために将軍や大老達への献上品目

等の銘文があること、前出サントリー美術本

録を残している 4）。その中には、家光へペル

館・祇園祭礼図に描かれた 22 基の形態や人

シャ産金銀糸入毛氈 1 枚とオランダ産絨毯

形の姿も現在の山・鉾と基本形態が同じであ

リベッカの物語模様入 1 枚。三大老の長子に、

ることから、16 世紀中頃、天文～元亀の頃

ペルシャ産毛氈 1 枚ずつ。老中と同格者に、

に山・鉾風流の趣向と懸装方法、巡行形態は

毛氈計 7 枚がある。これらは翌年 5 月に献

固定化したと私は考える。これは風流心の後

上を実現しているが、この他にも多数の高官

退にほかならないが、新たに渡来する染織品

達に献上品を用意させられたばかりでなく、

を懸装品に見立てることで趣向を新しく再生

拝謁の成功報酬を暗に求める松浦氏の言動は

し続けて行くのである。

興味深い。山鉾町で南蛮・紅毛物の購入先を
明らかにした記録は皆無であるが、平戸藩京

6．南蛮船・朱印船
大航海時代、スペイン・ポルトガル船の日
本への来航は天文年間も末頃のこと、欧州の
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屋敷は蟷螂山町と南観音山町との間にあった
のだから、平戸藩が何らかの動きをしてはい
ないだろうか。凾谷鉾ラホール絨毯前懸や、
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御霊会細記にびろうど氈、阿蘭陀古渡りと評

の区域に運ばれたのであろうか。本方荷物の

された鶏鉾ラット絨毯前懸、月鉾のラホール

他に船員達の持ち込む脇荷は認められていた

絨毯前懸の入手経路はいかなるものであった

し、その中に含まれていたか、あるいは豪商

か興味深い。

や廻船問屋の私貿易も考えられる。町衆達は

長崎出島交易の実際を知る資料として、宝
永 6 年（1709） ～ 正 徳 4 年（1714） の
5）

懸装にふさわしい主題と、山・鉾各部に合致
する寸法の品を選んでいることを考えると、

公文書、唐蛮貨物帳がある 。この記録から

町衆の注文を中継する美術商もいたに違いな

懸装品に使用可能なものの総量は、唐船には、

い。江戸中期より多用する蝦夷錦と呼ぶ明・

金入錦 552 反 3 切、錦 447 反 1 切、金襴

清の官服はアムール流域を越える山丹交易で

94 反、阿蘭陀船には、猩々緋 18 反、金入

松前藩に届いた龍袍で、これを解体再構成し

更紗 31 反、更紗 679 反、花毛氈 26 枚を

て懸装品に使用した。

数える。花毛氈とは模様のある絨毯のことで
ある。印度更紗は貞享元年（1684）に南観

9．朝鮮毛氈

音山が見送に調え、前出と同種のリベカタピ

この呼称は祇園祭の区域のみに伝承したも

ストリーを、享保 3 年（1718）に凾谷鉾

ので、鉾と曳山の胴懸、後懸に 3 枚ないし

が前懸にこれを採用した。五色の羅紗幕を雨

2 枚立継にする 1 帖大の毛綴に描絵を伴う

降 用 に 北 観 音 山 が 調 え た の は 享 保 20 年

ものである（図 1）。主文様は玉取獅子、鳳凰、

（1735）のことである。印度絨毯は元文 5

虎、牡丹、梅、五羽鶴に鵲であり、窓絵には

年（1740）に岩戸山が、寛延 2 年（1749）、

蝶がある。色彩は赤に獣毛の自然色とわずか

宝暦 4 年（1754）、同 13 年（1763）に

に使う藍色で、墨描きを伴う文様は奇怪な表

放下鉾が、宝暦 2 年（1752）と寛政 3 年

現もあり、ばけものせんと異名を持つが、

（1791）に北観音山が、安永 2 年（1773）

18 世紀に印度絨毯が多量に渡米してからは

に凾谷鉾が調えたことが町有古文書に明らか

常懸、第二装に格落ちしたものである。長年

で、18 世紀は真赤で外光に映える印度絨毯

伝承名のみでその出自は不明であったが、近

の購入ラッシュであった。猩々緋という赤羅

年の調査で放下鉾の 1 枚に拝対島、鶏鉾の

紗は宝暦 7 年刊の祇園御霊会細記には鉾の

後懸に寛永 15 年（1638）の墨書（日月鳳

網隠し、山の洞幕、各懸装品の縁取りに使用

凰牡丹図）が発見されたことと、京都近郊亀

したことが記され、この赤は祇園祭を象徴す

岡曳山祭の武内山に安永 6 年（1777）に

る色といえるほどに多用されている。

寄進された窓絵の毛綴が確認された結果、祇
園祭に現存する 36 枚が 16 ～ 18 世紀のも

8．綴錦と蝦夷錦

のに仕分けることが可能となったのである。

唐蛮貨物帳記載の染織品のうち、花毛氈以

現在の朝鮮半島には毛を素材とした伝統壁懸

外は反物として扱ったものばかりで、百子嬉

ないし敷物は製作されておらず、蘭草（いぐ

遊図や鳳凰に牡丹図、五龍図等懸装品の主役

さ）による花紋席が江華島で盛んに作られて

ともいえる綴錦大型壁懸等はいかにして祇園

いるだけである。
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朝 鮮 通 信 使 再 開 以 来、 文 化 8 年（1811）
まで 12 回の通信使が花席・彩花席を将軍家
や諸役官に献上品として、また自分達の使用
品として日本に持ち込んだことを、通信使の
諸記録 8）や、辛未通信日録 9）で確かめ得た。
花席の「花」は、花毛氈の花と同義である。
李朝では世宗 11 年（1427）と成宗 2 年
（1471）に司憲府が、花席や雑彩花席を進献、
国用外一皆禁止としたことが李朝実録に明記
されており 10）、官営工房で製作管理された
花席類は両班や民間では使うことのできない
ものであった。室町時代より江戸後期まで日
本に運ばれた花席、彩花席類は最終的に晴れ
の場を求めて、京都に還流し、山・鉾の懸装
品に使われ、次いで祇園会客座敷の室礼道具
として尊ばれてきた、その品を朝鮮毛綴とし
て伝えてきたのであった。
図1

朝鮮毛綴：月に鳳凰・牡丹図
出典：
（財）鶏鉾保存会蔵

文
朝鮮との交易史研究者も、花席、彩花席が
輸入品のなかにあることは明示しているが、
花むしろとの解釈にとどまっている。私は韓
国、国民大学校師範大学教授の閔吉子氏のご
教示により 6）、李氏朝鮮時代に羊毛を慶尚道、
全羅道に集め官営工房で彩花席を産出してい
たことを識るとともに、朝鮮総督府編集の朝
鮮史 37 巻

7）

を通読した結果、高麗王朝よ

り元や九州探題、琉球へも花文大席や満花席
が献上されており、李氏朝鮮になると明や金
国への献上、倭寇対策の礼物進上品として対
馬島主・宗氏や足利将軍へ贈られ、交易の対
象物となっていたことが判明した。文禄慶長
の役で国交中断の後、慶長 12 年（1607）
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㊽シニア世代の生活習慣病とその予防方法
上島弘嗣＊
要旨：わが国は 1990 年代から世界の長寿国の代表となりました。それは戦後、感染
症を克服した後、世界一の死亡率を示すに至った脳卒中死亡率を 80％以上も低下させ
たことによります。その国の病気の過多は、環境要因、特に生活習慣に起因すること
が大きく、喫煙はその代表であり、万病の元です。禁煙することによって病気を予防
できます。高血圧、脂質異常症、糖尿病、なども生活習慣との関わりが深く、望まし
い生活習慣は病気の予防と治療の原因療法と言えます。

1．はじめに

前向きコホート調査と言われています。図 1

生活習慣病とは生活習慣と関連して起こっ

は、40-79 歳 の 男 性 46,000 人 を 10 年

てくる病気であり、生活習慣の改善により予

近く追跡したものです。最初に飲酒習慣を調

防と治療ができる病気のすべてを指します。

査しておき、その後の癌による死亡、循環器

その代表が血管の老化により生じる動脈硬化

疾患（脳卒中や心臓病など）による死亡、あ

症（脳卒中、心筋梗塞、腎機能低下、等を含

るいは総死亡の危険度を飲酒習慣ごとに見た

む）や、癌、高血圧、糖尿病などです。

ものです。最初に飲酒習慣を調べていますの

シニア世代の慢性疾患は若いときからの生

で、その後の死亡は飲酒習慣と関係があるも

活習慣の影響がたまって生じるものですが、

の、飲酒の影響による可能性があるもの、と

それだけでなく、高齢になると環境要因への

して見ています。さて、結果はどうだったで

適応力が衰えますので、不適切な生活習慣の

しょうか。飲酒量を純アルコールの 1 日平

影響を受けやすくなります。したがって、高

均摂取量として表していますが、純アルコー

齢者においても、適切な生活習慣を身につけ

ル 23 ｇがおおよそ日本酒なら 1 合、ビー

実践することが、癌や血管の老化から生じる

ルなら中瓶 1 本程度の量です。そうしますと、

脳卒中、心臓病の予防に大切なのです。

矢印で示しているように、飲酒習慣のある人

ここでは、日本人の病気の特徴を欧米のそ

では、飲酒量が増える程、癌死亡危険度、循

れと比較しつつ理解し、シニア世代の病気の

環器疾患死亡危険度、総死亡危険度が高くな

予防と治療の観点から、適切な生活習慣の在

ることを示しています。これは、頷けます。

り方について述べます。

しかし、最も死亡危険度が高かったのは、禁
酒した人です。これも頷けますが、因果関係

2．因果の逆転に注意
生活習慣と病気の関係を明らかにする上
で、
欠かせないのは追跡調査による研究です。
通常、ある集団を前向きに追跡する調査で、

として理解出来るでしょうか。もし、因果関
係として考えると、禁酒すれば死亡危険度が
高くなる、と言うことになります。
どこか医学的におかしいですね。これは、

＊
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1 日当たりの純アルコール摂取量と総死亡、がん死亡、循環器疾患死亡の危険度

40-79 歳男性約 46,000 人の追跡、ベースライン 1988-1990 年、追跡終了 1999 年、
JACC コホート

出典：Lin, Y. et al.: Ann. Epidemiol. 15, 590-597（2005）より作図

禁酒したことが原因ではなく、禁酒せざるを

ているものが原因であることがあるのです。

得なかった病気、病態があったと言う風に解

運動習慣があると長生きする、という結果

するのが医学的常識にかなっています。ドク

も注意しないといけません。運動しない人の

ターストップが掛かっていたのでしょう（実

なかに、病弱で運動出来ない人が入っている

際に、よほどのことがないと、わが国の男性

可能性があるからです。この例は、“する”

は禁酒しません）。したがって、この例から

ということと“できる”ということは異なる。

も分かるように、前向きのコホート研究では、

逆に、“しない”ことと“できない”ことと

関係はあると言えても、必ずしもその関係は

は異なると言うことです。その点を注意深く

因果関係を保証するものではないことが分か

分析した結果でないと、間違った解釈をして

ります。

しまいます。

同じような例は、血圧が低いと死亡率が高
い、コレステロールが低いと死亡率が高い、
にも当てはまります。やせてくると死亡率が
高い、にも当てはまります。

3．世界一の長寿国日本
わが国は、戦後の結核等の感染症の克服と
乳児死亡率の減少等により、1965 年には慢

“因果関係の逆転”が生じている可能性が

性疾患の代表である脳卒中死亡率が世界で最

あるのです。弱ってくると血圧が低下します。

も高い状態となりました。幸いにも、1990

病気になるとコレステロールも低下すること

年に掛けて 80％以上の死亡率の低下を見て、

が多くなりますし、体重も減少します。隠れ

それ以降、人口規模の大きい国としては、世
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界の長寿国のトップを維持しています 1-3）。

取過多から高血圧が多発し、脳卒中死亡率が

ワクチンにより感染症が克服されるのと異

高かったのです。生活習慣病は、国民の生活

なり、慢性疾患が 80％も消えるということ

習慣の特徴に依存して生じますので、その予

は、驚くべき変化です。これは、遺伝子が変

防や治療は、原因療法としての生活習慣の改

化したわけではないので、環境を含む、生活

善がもっとも理にかなった方法と言えます。

習慣の変化によるものが主因と考えられます。

（1）喫煙と飲酒

事実、わが国の脳卒中死亡率の減少と、そ

2015 年の時点でのわが国男性の喫煙率

の原因と考えられる、国民の高かった血圧値

は 30％程度、女性は 10% 程度ですが、か

が低下してゆく経時変化とが良く一致してい

つて男性の喫煙率が 80％を超えていたこと

ることが知られています

1-3）

。

を考えると随分と低下したと言えます。飲酒

ところで、欧米では脳卒中よりも心筋梗塞

率と飲酒量もわが国では男性が多く、若い女

が多く、
日本を含む東アジアとは異なります。

性を除いては、アルコールは主に男性によっ

わが国は、過去も現在も、心臓を取り巻く冠

て消費されていると言っても過言ではありま

動脈が詰まり血流が途絶することにより生じ

せん 4）。男性の非飲酒者も含む平均 1 日の

る心筋梗塞が少なく、脳血管の動脈硬化によ

飲酒量はほぼビール 1 本ですが、飲む人の

る脳卒中が多いのが特徴です。これは、冠動

1 日の平均飲酒量は倍になり、ビールなら 2

脈の動脈硬化は血中のコレステロールが高い

本程度です。これは、欧米の基準では多量飲

状態から起こりやすく、長らく日本人はあま

酒に属します。1 本までにしたいものです。

り血中のコレステロール値が高くなかったの

喫煙は癌のみならず、脳卒中や心筋梗塞、

で、心筋梗塞が少なかったのです。一方、脳

血管の動脈硬化の進展に悪影響を与えます。

卒中は高血圧が主因であり、血中のコレステ

癌の中では、特に肺がんはそのほとんどが喫

ロール値は関連が乏しく、あっても一部でし

煙の影響によるものと言えます。吸わない人

かないので、日本に高く、欧米では逆に心筋

を基準にして比較しますと、1 日 1 箱で肺

梗塞の方が多かったのです。これは、欧米と

がんによる死亡危険度は 6 倍に、2 箱で 11

日本の食生活の相違、すなわち、欧米では肉

倍になります。これは、大変高い値です。そ

類や乳類からの脂肪の取り方が多く、日本で

れほどに、たばこ喫煙と肺がんの関係は特異

は少なかったことが大きく影響しています。

的です 2）。

日本人が好む魚介類の脂肪分は血中のコレス
テロール値を上げません 1-3）。

心筋梗塞死亡の危険度はたばこ 1 箱で 1.5
倍、2 箱以上で 4 倍になります（図 2）。脳
卒中に対しても喫煙は悪影響を与えます。1

4．生活習慣が多くの病気を起こす
欧米と日本の脂肪摂取量の違いが血清総コ
レステロール値の違いとなり、欧米の心筋梗

箱で脳卒中死亡危険度は 1.5 倍に、2 箱以
上で 2.2 倍程度になります（図 3）2,5）。
禁煙すると心筋梗塞や脳卒中の危険度は数

塞の多発に繋がりました。一方、わが国は、

年で吸わない人の基準にまで下がると言われ

脂肪摂取量は少なかったのですが、食塩の摂

ていますが、肺がんに対しては 10 年以上禁
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煙しないと吸わない人と同じ水準にはならな

煙が病気の予防にとって何より大切です。

いと言われています。また、喫煙は肺そのも

飲酒量が増えるほどに、癌や循環器疾患に

のの機能を障害し、呼吸機能も低下しますの

よる死亡危険度が高くなることは冒頭の図 1

で（閉塞性肺疾患）、喫煙者は 1 日も早い禁

に示しました。このようなことは、世界中で
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良く知られていますので、健康に害のない飲
4）

食塩摂取量の多い人が多く、食塩 1 ｇの減塩

酒のありようが求められます 。世界の共通

で約収縮期血圧は 1mmHg 低下するので、6

した認識は、ビールなら 1 日 1 本まで、日

ｇ減塩すれば 6mmHg 低下します。現在の

本酒なら 1 合までが健康に害のない飲み方

日本人の食塩摂取量は 1 日当たり 11-12g

として認識されていますので、わが国男性の

程度ですので、半減すれば降圧薬 1 剤に相当

飲酒者では多くの人が飲み過ぎになりますの

する分の血圧低下効果が得られます 1-3）。

で、要注意です 1-4）。

WHO は 2025 年までに世界中で食塩の
摂取量を 1 日 5 ｇ未満にしようと呼びかけ

（2）高血圧
生活習慣との関係では、食塩、肥満、アル

ています。わが国でこれを達成するのは、現

コール飲用が血圧上昇と関連し、野菜果物な

状から鑑みると容易なことではありません。

どのカリウムの多い食品は血圧を下げる方向

1950 年代、かつてわが国の食塩摂取量

に働きます。中等度の運動も血圧低下に作用

は、東北地方で現在の 2 － 3 倍（20-30g）

します。

もあったことが記録されています 1-3）。東北

表 1 は生活習慣と血圧との関係をまとめた

地方に脳卒中死亡率が高かったのは高血圧の

もので、米国の高血圧合同委員会のものに、

有病率が高かったためですが、この主たる要

日本の現状を追加したものです。日本人では

因は食塩摂取量が多かったことにあります。
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表1

生活習慣と血圧

出典：米国高血圧合同委員会第 7 次報告、日本の現状
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現在においても、東北地方の食塩摂取量は国

い料理にし、特に塩分の多く入る加工食品に

の平均よりも多く、脳卒中の発症率も、低下

注意すれば、半減は可能です。実際に、筆者

したとはいえ、なお高い状況です。

自身、塩分の含まれる調味料は家庭での料理

それでは、食塩の摂取量を現状より半減す

に原則使用しないようにして 1 日の食塩摂

るにはどうすればいいでしょうか。私達日本

取量が 3g 台になるようにして生活していま

人の食事は、塩、醤油、その他の塩を含む調

す。それは、難しいという方に、減塩のコツ

味料から 1 日の食塩摂取量の 40％程度が

についてのまとめを表 2 に記します。

入ってきます。したがって、調味料を使わな
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表2

個人の減塩・食塩無添加食の方法

（3）高コレステロール血症

に住む日本人よりも多くなり、また逆に、脳

日本人は、過去、欧米人に比して肉類や乳

卒中の発症が少なくなることが観察され、遺

類からの脂肪の摂取量が少なかったために血

伝ではなく食生活を含む環境要因であること

清総コレステロール値が長らく低く保たれ、

が分かりました。

心筋梗塞が少なかったことは既に述べまし

そのことを裏付けるかのように、日本人を

た。先進工業国の中では、心筋梗塞が少ない

代表している集団を追跡した私達の前向きコ

国でもあります。

ホート調査においても、血清総コレステロー

以前は日本人に何か遺伝的に心筋梗塞にな

ル値が高い人ではそうでない人に比して心筋

りにくいものがあるのではとも疑われました

梗塞死亡危険度が段階的に高くなることが明

が、日本からアメリカ本土やハワイに移住し

らかにされました 1-3）。

た日系アメリカ人において、心筋梗塞が日本

320 環境と健康 29（2016）

それではどのような食事や生活習慣が血清

テーマ：少子高齢社会を生きる

総コレステロール値（その構成要素の主なも

ステロール摂取上限撤廃は誤解を生むもので

のである LDL コレステロール、これはいわ

あり、誤りと言えます 6）。血清総コレステロー

ゆる悪玉コレステロールとよばれるもの）を

ル値の高い人は、図 4 にあるように、摂取

上げるのでしょうか。図 4 はそのことをわ

するコレステロールを制限することも大事で

かり易く示したものです。図の右側から左側

あり、コレステロール値を下げる効果があり

の食品に移る程に血清総コレステロール値、

ます。

LDL コ レ ス テ ロ ー ル 値 は 低 下 し ま す。

簡単にまとめますと、欧風の脂肪の多い食

2015 年の厚生労働省の食事摂取基準では

事を和風の食事にする、肉を控え魚を増やす、

食事からとる摂取コレステロール値の上限を

ということでコレステロール値をかなり低下

外しました。しかしこれは、アメリカの保健

させることができます。食事の効果は 1 ヶ

福祉省が 2016 年の 2 月に実質上の修正説

月以内に表れます。加えて、肥満している人

明をし、摂取コレステロールを控えることは

は減量が効果的です。

重要である旨を強調したように、日本のコレ
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図4

高コレステロール血症の是正

（4）糖尿病

ハワイ在住の日系米国人は、日本人よりも、

日本人は糖尿病になりやすい体質があると

身長は同じなのに 10kg も体重が多く、肥

言われてきました。先ほどのハワイ在住の日

満者が多かったのです 7）。そうしますと、肥

系米人では、現地の白人よりも糖尿病が多い

満から糖尿病が増えることは容易に推察され

ことが私達の共同研究でも明らかになりまし

ますが、実際に糖尿病になっている人が多

た。これは、40 歳代の男性の調査ですが、

かったのです。そして、特殊な検査をして、

いのちの科学プロジェクトシリーズ
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心臓の冠動脈の石灰化を比較してみますと、

の改善では治療効果が十分でないこともあり

白人よりもハワイ在住の日系米人の方が石灰

ます。そのときには、薬物治療も病気の予防

7）

化の頻度が高かったのです 。冠動脈の石灰

や治療において必要かつ有用です。しかし、

化がある人では、冠動脈の動脈硬化が進みや

まず生活習慣から改善するのが、多くの場合、

すく、心筋梗塞が起こる危険度が高くなるこ

根本的な治療法、予防法になります。食塩の

とが知られていますので、日本人でも環境に

摂取量やアルコールの摂取量が多くて血圧が

よっては冠動脈疾患が高くなることを示して

上がっている場合、それを減らすのが原因療

いる成績です。

法に当たることはよく分かると思います。

インスリン作用不足により生じる 2 型の

生活習慣の改善はシニア世代でも同じ、い

糖尿病は、そのもとに肥満があります。した

やそれ以上に重要です。年齢が高くなるほど

がって、肥満の改善は即糖尿病の改善に繋が

環境への適応力が低下するのですから、体に

ります。幸いにして、先進工業国の中では、

優しい環境を整えることが大切なのです。

日本は肥満者が比較的少ない国ですが、それ
でも、男性では肥満者の増加が懸念されてい
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Random Scope
脳虚血後、神経細胞は周辺星状細胞からミトコンドリアを移入
して回復する
神経細胞が損傷したミトコンドリアを放出して周辺の正常細胞でリサイクルすることが知られ
ていたが、今回脳虚血が起こると星状細胞から神経細胞にミトコンドリアが転入して細胞死を防
ぐことが示された。すなわち神経細胞とその周辺支持細胞はミトコンドリアの交換を通じて神経
系を保護している。
（Yan）
Hayakawa, K. et al.: Transfer of mitochondria from astrocytes to neurons after
stroke, Nature 535, 551-555（2016）
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和の風土と食（Ⅺ）

シャキシャキ食感の水菜と壬生菜
若井郁次郎＊
1．温まる鍋料理
南北に細長い日本列島では、北から初雪の便りが届くようになり、人びとは、冬の季節を迎え
る準備を始めます。天気図は、日ごとに西高東低の冬型気圧配置に変わり、本格的な冬の到来を
知るようになります。そして、寒い北風に吹かれると、温かい料理が恋しくなります。冬の冷え
切った体にうってつけの温かい料理は、いろいろありますが、何といっても鍋料理でしょうか。
日本は、山海珍味が豊かな国です。そのため、各地では、地元の醤油や味噌、昆布や鰹節や椎茸、
塩や砂糖などをベースに、地産の食材のうまみを引き出す、創意と特色ある郷土の鍋料理がたく
さんあります。あるいは、種類が増えた鍋つゆを使い、てっとり早く鍋料理を楽しむ家庭も増え
ています。最近では、韓国風、中華風と鍋料理の国際化が進みつつあります。まさに鍋料理王国
です。そこには、鍋を囲む家族や友人・知人、社員らがじっと静かに見守る中で、美味しくいた
だくため、鍋の中で煮炊き踊る各食材の食べごろを取り仕切る、鍋奉行が大活躍します。幸せを
実感する、和やかな団らんのひと時です。
鍋料理には、栄養のバランスを考え、野菜がふんだんに使われます。野菜を生でたくさん食べ
るのは大変ですが、うまみがぎゅっと浸みこんだ、煮た野菜は、野菜嫌いの子供も大人ももりも
りと食べることができます。
身も心も温まる鍋料理には、魚や肉などとともに野菜類を欠かすことができませんが、ここで
はシャキシャキと心地よい歯ごたえのある水菜と壬生菜を紹介します。

2．比べて分かる違いと同じ
水菜や壬生菜は、畑菜とともに、「京の伝統野菜」では、つけ菜（漬菜）と総称されています。
水菜と壬生菜は、よく似ていますので、見間違うことがあります。二つの違いは、葉にあります。
水菜の葉は深い欠刻（ギザギザ）があり、壬生菜の葉は欠刻のないヘラ状で丸味があります。と
もに同じアブラナ科の 1 ～ 2 年草です。これは、外見で比べた違いです。他の例として身近な
動物で見ることにしましょう。虎と猫です。虎は大型で獰猛で人間を襲いますが、猫は小型で人
に飼われます。虎と猫は、体の大きさがあまりにも違うため異なる動物のように思えますが、両
者は同じネコ科のほ乳動物です。
これらの二つの比較例は、些細なことかもしれませんが、二つの似たものを比べて違いを見つ
けることや、一見異なるように見える二つのものを比べて同じと知ることは、科学や技術の基本
と思います。今日の科学・技術の緻密な分類や体系は、こうした努力の賜物と言えましょう。
古今、教育の現場では、膨大な知識の丸暗記を優先しているようですが、いろいろなものの違
いや同じを教えることが大切と思います。そうすれば、科学や技術、法学や経済学、文学や言語
学などを明確に深く理解できるようになり、知識欲の旺盛な学徒は、素直に学習や自習に取り組
＊

元・大阪産業大学教授（環境計画学）
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むように思えます。そして、今日のように世界が一つになり、国際化がますます進む中で、異文
化や多文化との共生を素直に受け入れることができる将来世代が育つと考えられます。

3．水菜と壬生菜の来歴と特徴
水菜と壬生菜の外見での大きな違いは、すでに述べましたように、葉の形にありますが、その
他も、見ることにしましょう。
古代、水菜はつけ菜類に含まれていたようですが、水菜という名称は、
『常憲院殿実記』（1683
年）に記述されているそうです。その後『菜譜』
（1714 年）や『諸采譜』
（1721 年）に記載
されていることから、水菜が栽培され、水菜はすでに日常の食生活の野菜として定着していたも
のと思われます。
水菜は、丈夫で分けつが多く、細長い葉をたくさん生じ、1 株に 600 ～ 700 枚の葉数があ
るそうです。葉数が多い水菜は、重さ 4 キログラムにもなります。水菜は、葉数が多いことから、
千筋菜（センスジナ）
、千筋蝉菜（センスジセミナ）
、千本菜（センボンナ）
、糸菜（イトナ）の
別名があります。また、柊の葉に似ているため、柊菜（ヒイラギナ）の異名もあります。古くか
ら京都で栽培されていた水菜は、地方に伝わり、特に関東で「京菜」と呼ばれるようになりまし
た。京菜とは、いかにも京洛から伝えられた
野菜という命名です。
壬生菜は、水菜の自然交雑による変種で、
1800 年代に生まれたと言われています。現
在の京都市中京区の西南地域の壬生（旧壬生
村）あたりで多く栽培されるようになり、壬
生村産の水菜として、壬生菜と呼ぶようになっ
たと思われます。ちなみに、壬生は、古くか
ら壬生狂言で広く知られている壬生寺（写真
1）や、幕末の新撰組の発祥になった壬生屯
所跡があるところです。

写真 1

壬生寺

著者撮影

4．料理と栄養
水菜や壬生菜は、早生（わせ）、中生（なかて）、晩生（おくて）があり、露地栽培やハウス栽
培により生産され、11 月から翌年の 4 月まで出回ります。しかし、栽培法が進み、水菜は年中、
売られているようです。水菜や壬生菜に、特有の辛みとからしの香りがあります。この持ち味を
生かして、煮物、漬物、鍋物、和え物、炒め物として広く料理にされています。現代では、緑と
白のさわやかな色が好まれ、サラダ菜としても使われています。京漬物「千枚漬」に添えられて
壬生菜の浅漬けは、美しい緑色をしています。この緑色は、聖護院ダイコン（かぶら）の白色を
一層際立て、鮮やかな色合いを演出しています。
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水菜や壬生菜の栄養を見ますと、ビタミン A（カロテンβ）が豊富です。水菜や壬生菜を漬
物にすれば、ビタミン A がさらに増えるそうです。また、カルシウムも多く含まれています（表
1）。さらに、カリウムやビタミン C もたくさん含まれているそうです。人間はもとより、動物
はビタミンを体内でつくることができません。このため、人は、ビタミンの豊かな水菜や壬生菜
をたっぷり食べ、健康になることが大切です。もちろん水菜や壬生菜だけでなく、栄養学は、野
菜類をたくさん食べることを教えています。
表1

食品 100g あたりの栄養比較

食品名

たんぱく質
（g）

脂質
（g）

炭水化物
（g）

葉、生
水菜
葉、ゆで
（京菜）
塩 漬

2.2
2.0
2.0

0.1
0.1
0.1

4.8
4.7
5.9

出典：
『五訂増補

ビタミン A
エネルギー カルシウム
カロテンβ
（kcal）
（mg）
（μ g）
23
210
1,300
22
200
1,700
27
200
1,100

食品成分表』教育図書より著者作成

5．水菜や壬生菜のあまから
水菜や壬生菜は、かつては大株のものが売ら
れていましたが、このような大きな水菜や壬生
菜は、見かけることが少なくなりました（写真
2）
。今日では、少食化や核家族化、サラダ嗜好
を反映して、求めやすく、新鮮なうちに食べき
ることができる、小分けにした切水菜が出回っ
ています。
「からくち」から始めます。水菜や壬生菜の食
べ方は、いろいろありますが、何といってもシャ
キシャキとした歯ごたえと歯切れを感じなが
ら、いただくのがよいように思えます。それに

写真 2

大株の水菜

著者撮影

は、漬物や鍋物で味わうのが一番でしょうか。ここでは、鍋物のハリハリ鍋について紹介します。
水菜や壬生菜は、肉の臭みを消す力がありますので、ハリハリ鍋には、豚肉、鯨肉、ブリなど
が使われます。火の通った肉類とともに、水菜や壬生菜が煮え過ぎないところで味わうのがハリ
ハリ鍋です。ハリハリ鍋と聞いて、日常から遠くなった鯨肉を思い出す、根強いファンが多いと思
われます。古くから日本のたんぱく資源であった鯨肉は、このところ捕鯨が海洋生物資源保護の
視点より国際問題となり、店頭で見かけることがめっきり少なくなりました。そして、鯨肉のハリ
ハリ鍋は、遠い思い出になろうとしています。捕鯨問題や海洋生物資源問題は、改めて述べたい
と思いますが、風潮を見ていますと、動物愛護だけが先行し、生命と「もったいない」を重んじ
てきた、日本の伝統的な鯨文化を押しつぶそうとしているようにも思えます。どうも鯨文化の理
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解からずいぶん外れているようにも思えます。
次は「あまくち」です。壬生菜を使った和菓
子があります。壬生菜が生まれた、壬生寺に近
い和菓子屋で売られています、屯所餅です（写
真 3）。この餅は、京の伝統野菜の壬生菜を刻み、
これを丹波大納言の小豆の粒あんに入れ、包み
込んだものです。餅の原材料はすべて植物由来
ですが、これは、さらに野菜入りですから、健
康志向に適っていると思います。
口福だけでなく幸福になる壬生狂言について
少し述べます。壬生寺は、平安時代に開基され、

写真 3

壬生菜入りの屯所餅
著者撮影

小三井寺（こみいでら）と呼ばれていましたが、円覚上人（1223 年～ 1311 年）が壬生狂言
を広めて以後、通称であった壬生寺が正式名になったそうです。ここで演じられるのが、壬生狂
言です。
壬生狂言は、面をかぶっての無言劇（パントマイムに相当）で、古くは愛称「壬生さんのカン
デンデン」として京都の民衆に親しまれていました。その曲目は、江戸時代に二十五曲があった
そうです。絶えてしまった曲目もありますが、現在は増え、三十曲あります。重要無形民俗文化
財の壬生狂言は、春（4 月 29 日～ 5 月 5 日の 7 日間）、秋（10 月の体育の日を含む連休の 3
日間）
、節分（2 月の節分の前日と当日の 2 日間）の 3 回、年間定例公開があり、寺内の狂言堂
で演じられます。毎日、午後 1 時からの初番は「炮烙割り（ほうらくわり）
」であり、序曲とし
て公演されます。最終日の曲目は、「湯立（ゆたて）
」（春の最終日）
、「棒振（ぼうふり）」（春と
秋の最終日）と決まっています。また、節分には「節分」のみが 8 回公演されます。
屯所餅をいただき、「永き日をいはで暮るるや壬生念仏」（蕪村）をそらんじながら、いつ壬生
狂言を鑑賞しようか、と思いめぐらします。
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3．しゃべる
私たち人類だけがしゃべります。動物には鳴き声はありますがしゃべりません。なぜならしゃ
べるためには声だけでなく、言葉の指令を出す優れた大脳がなければならないからです。最近言
葉をしゃべるロボットが出現しましたが、ここではそれに詳しくは触れません。以下にヒトで言
葉はどのようにして生み出されるか、またしゃべれないことの原因も考えたいと思います。
（1）声と言葉の違い
声は生き物が出す鳴き声のようなもので殆ど意味を持ちません。もちろん犬の鳴き声でも怒っ
た鳴き声や甘えた鳴き声などはありますが、私たちヒトが行っているような意味を伝える働きは
ほとんどありません。鸚鵡や九官鳥など人の言葉をまねる鳥もいますが、鸚鵡返しと呼ばれるよ
うに言葉本来の意味は持っていません。
言葉は私たち人類だけが持つ感情や考えを伝える道具です。これが文字となって記録されるの
はずっと後のことですが、言葉が人類の文明を築いてきたといえます。言葉のもとになる声は喉
頭で作られますが、言葉はその声を原料にして唇や舌、軟口蓋などの動きで加工されて生み出さ
れるのです。
（2）声はどのように作られるのか
声が作られる喉頭は元は声を出すための器官ではなかったのです。口から入った食べ物が食道
に入る際にそのすぐ近くにある気管に入って誤嚥が起きるのを防ぐため、気管の入り口を閉じる
必要から生まれたものです。食べ物を飲み込む時だけに強く閉じるのが喉頭の役目でした。生物
の進化の上でこの場所に肺からの空気を強く押し出すと音が出ることに気付きます。これが現在
ある喉頭の始まりです。始めは多分気管の一部を取り囲む高まりとそれを閉じる輪状の筋肉だけ
だったのでしょう。やがて食べ物を飲み込む時と声を出す時とで喉頭を閉じる筋肉と、それが終
わった時に喉頭を開くための筋肉との役割分担が出来るようになりました。

図1

声帯の開閉運動、左：呼吸時、右：発声時
出典：参考文献 1

＊

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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喉頭で一番肝心なのは声帯と呼ばれる二枚の粘膜で覆われた高まりです。普段は呼吸のために
開いているこの二枚の声帯が、発声や嚥下の時には中央部に寄って来て閉じます（図 1）。嚥下
の時にはより強く閉じることで、食物が気管に入る誤嚥を防ぎますが、発声の時にはそれほど強
くは閉じずに下からの空気で声帯の粘膜が振動できる程度に閉じるのです。こうして声帯粘膜の
振動が音になります。この音は喉頭原音と呼ばれる純粋な声ですが、これが周囲の咽頭や口腔の
共鳴によってそれぞれの人に固有の声になるのです。よく親子や兄弟で声が似るといわれますが、
これは顔かたちが似るように、喉頭原音を共鳴させる咽頭や口腔の形が似ていることによります。
犯罪映画などで犯人が電話の声をごまかすためにハンカチで口を覆ったりしますが、むしろ含み
綿などで口腔の形を変えた方が別人の声になるでしょう。
（3）声の高さと大きさ
女性の声は高く男性の声は低いのは声帯の長さと太さの違いによるものです。ギターやバイオ
リンの弦を想像してください。低い音は太い弦で高い音は細い弦から出ます。さらに弦を引っ張っ
て緊張させると高い音になります。声帯でも男性の場合思春期に身体の成長と共に喉頭も大きく
なり声帯の長さや太さが増して大人の男性の声になります。アダムの林檎ともいわれる“のど仏”
が目立つようになってきます。一方女性の場合は思春期でも喉頭はあまり大きくならず、声の高
さは少し低くなる程度です。男性でも女性でも高い声を出す場合は喉頭に力を入れ、声帯をぴん
と張ることで声を高くします。一方低い声の場合は声帯の緊張を緩めて声帯を太くします。
いっぽう声の強さや大きさは肺から来る空気の流れの強さによります。強く大きな声は強い空
気の圧力で声帯が振動した時に起こり、弱い声は弱い空気の流れによって出来ます。声の強弱は
肺からのエネルギーの大小によるといえます。
（4）声の障害と対策
1）声がれ（嗄声）：一番多い声の異常で、かすれ声ともいわれます。声帯に起こる異常が原
因です。そのひとつは声帯を動かす神経（反回神経）が麻痺したために声帯がきちんと閉まらず、
空気が漏れるためかすれた弱い声になります。この神経の通り道の甲状腺や胸の腫瘍で神経が圧
迫されて起きる場合がありますが、原因が分からないこともあります。
このタイプの「声がれ」は、先ず神経が麻痺している原因を探りその治療を優先します。原因
不明で神経が麻痺しているだけの場合は、閉じなくなった片方の声帯を中央に寄せる喉頭の枠組
み手術をします。
いまひとつの原因は声帯そのものの異常で起こり、風邪などで声帯に炎症がおきる場合や声帯
にポリープや結節ができる場合、そして声帯にがんが発生する場合などです。結節は声を酷使す
る人に起こり易く、幼稚園の先生や保母さんで一日中子供達に大声を出している人、あるいは歌
手結節といわれるように歌手にも見られ職業病ともいえます。また小学低学年の児童にも「声が
れ」が見られることがあり、これはしょっちゅう大声を出しているために結節ができるので、学
童嗄声といわれています。また声帯にがんができる喉頭がんでは「声がれ」が最初の症状です。
喫煙と深い関係があることが分かっています。
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このような声帯の振動を妨げる要素を除くために結節は挟みとります。ポリープも声帯とは別
に不規則な振動をして声に雑音を加えますので、これも挟んで取ります。今では鼻からの細い内
視鏡で楽に取ることができます。そのほか声の出し方を指導するリハビリで声の治療をする方法
があり、軽い声帯のポリープや結節は小さくする効果があります。
しかし声帯にがんが発生して声が悪くなっている場合は、放射線か手術できちんと治療しなけ
ればなりません。幸い喉頭がんは声の異常として早期に発見が出来、この段階で治療をすれば大
きな手術になることはなく、がんの中でもっとも生存率の高いグループに属します。もし手術で
声を失った場合は代用音声として食道発声や人工喉頭などの方法があります。
2）声が出ない（失声症）
：声が出なくなることがあります。ささやき声は出るのですが、普
通の声が出なくなります。心の病に関係することが分かっています。以前に皇后さまが失声症に
かかられました。必ず回復します。
3）声の震え（痙攣性発声障害）
：声が出しにくい、あるいは声が震えるという声の異常があり、
声を職業にするお坊さんやセールスマンなどに起きると問題です。声帯の緊張が強くて左右の声
帯が必要以上に強く合わさることによります。精神的な要素もあると考えられています。
このような声の異常に対しては、喉頭の枠組みを作っている軟骨（甲状軟骨）を広げて声帯に
掛る圧力を弱める手術をします。声の質は劇的によくなり声が出しやすくなります。
4）声の高さの異常（声変わり障害、男性化音声）
：男性なのに声が異常に高い人がいます。
思春期の声変わりの時期にうまく男性の声になりきれなかったためといわれています。逆にある
種のホルモン剤で女性の声が男性のように低くなることがあります。
稀に男性で声を高くしたい希望の人には、喉頭の筋肉の緊張が増す手術をすることがあります。
ただしこれは女性化を希望する男性の場合で慎重に対応しなければなりません。
ちなみに思春期に男性では声は低くなり大人の声になりますが、老年期になると逆に男性の場
合は声帯が痩せて声が高くなり、一方女性ではホルモンが関係して声帯が太くなって声が低くな
ります。そのようなことから声だけでほぼ年齢を当てることもできます。
（5）言葉はどのように作られるのか
先述したように私たちの話し言葉は、喉頭で作られる声を原料にし、それより上にある咽頭や
舌、歯や唇を使う構音という作業で言葉の元になる母音や子音を作り、その組み合わせで意味を
持つ言葉にします。従ってこの各段階の一つでも欠けるとしゃべることはできません。たとえば
重い喉頭がんで喉頭を取ってしまった場合は、声が出せないのでしゃべれなくなります。また舌
がんで舌の大部分を手術で取った場合も言葉の元になる母音や子音が正確にしゃべれなくなり不
明瞭な会話になります。そして何よりも言葉をしゃべる指令を出す脳がうまく働かないとしゃべ
ることそのものが危うくなります。このようにしゃべることには幾つかの大切な条件があって、
私たち人類だけに出来ることであることがよく分かります。
（6）構音のしくみ
言葉の元になる母音は日本語の場合は五母音ですが、英語ではもっと多いことはご存知の通り
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です。一方子音は沢山あります。日本語で子音というと私たちはカキクケコやサシサシスセソの
五十音を考えますが、厳密にはこれらは子音＋母音からできた子音音節と呼ばれるものです。た
とえばカ、キ、クは k＋a、k＋i、k＋u の組み合わせからなっています。これら母音と子音音節
を組み合わせて私たちは無限といってよい言葉の表現が出来るのです。
赤ちゃんの泣き声はアーン、アーンですがこれは一番作り易い母音で、口を自然に開けて声を
出せば“ア”になります。その他の母音は舌の形や位置を変えたり、唇の形を変えることで作ら
れます（図 2）。一方子音音節の子音の部分は舌や唇の形を急激に変えて短い音を作り出します。
たとえばタ、テ、トと発声する際には、舌の先が歯に近い上あごに打ちつけられて音が出ること
が分かるでしょう。またパ、ピ、プは唇が急に開く時に出る音であることも分かります。

図2

母音（ア、イ、ウ）の舌の形

出典：参考文献 2 より改変

（7）言葉をしゃべる脳の働き
言葉をしゃべる指令を出す脳の場所は大脳半球の左前方にあるブロ－カ野と呼ばれる部分で
す。このブローカ野を発見したのはフランスの外科医で自分が診ていた“タン”、“タン”としか
しゃべれない通称タン氏と呼ばれる患者さんが亡くなり、脳を解剖した結果、上に述べた脳の一
部が崩れていることを発見し、ここが言葉をしゃべるための脳の場所であることを学会で報告し
ます（図 3）。次いでドイツの脳外科のウエルニッケ教授が同じく左の大脳半球の側面に言葉を
理解する場所を発見し、脳にはそれぞれの感覚や運動を受け持つ場所があることが認められるよ
うになります。このように言葉に関する脳の場所が大脳の左半球に集中していることから、左の
脳は理性や論理の場で、右の脳は情緒や感性の場とされていますが、それほど明確な区別はない
ようです。
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図3

タン氏の脳

矢印の部分が崩れている。

出典：参考文献 1

面白いことに私たちは自分がしゃべっている言葉の内容はいちいちチェックしていないことも分
かっています。しゃべる内容は脳の中で次々と作られ文章になって口から出て行きますが、その内
容の吟味はしないシステムになっているようです。なんだか不思議な気がしますが、逆に自分の
しゃべる言葉の内容を逐一チェックしているとしゃべる言葉がもつれてしゃべれなくなるのです。
これに関連して面白いテストがあります。元は詐聴の検査に使われる方法で、聴こえているの
に聴こえないと言って賠償金を得ようとする人にしゃべる言葉を少し遅らせて耳に入れてやると
言葉がもつれてきます。もし本当に聞こえないのなら自分の声に注意をはらえませんので言葉は
乱れません。私たちの脳は言葉の内容を理解する受け身の作業と、言葉を相手に伝えるという表
現の作業という両面の作業は同時にはできないようになっているようです。ちなみに吃音（ども
り）の人は自分の言葉に意識を払いすぎることによるという説もあります。吃音者の耳に雑音を
入れて自分の声が聴こえないようにすると吃音が消えるという報告もこの説を支持するものとい
えます。
（8）しゃべることの障害とその対策
1）失語症：脳梗塞や脳出血で言葉の中枢であるブローカ野が侵されると、言葉がしゃべれな
くなります。運動性失語症といわれるもので、相手の言葉の意味は理解できるのですが、言葉が
しゃべれない状態です。同時に手足の運動麻痺も起こることが多く、この場合の麻痺は右半身に
起きます。また言葉を理解する中枢であるウエルニッケ野が侵されると、言葉の意味が分からな
くなり会話が不自由になります。言語聴覚士による忍耐強いリハビリで改善を目指します。
2）舌や軟口蓋の運動麻痺：舌や軟口蓋など言葉を作るために働く筋肉が麻痺をする脳の病気
で起こります。不明瞭な言葉になり、また鼻に抜ける鼻声になるため言葉の明瞭度が落ちます。
嚥下がうまくゆかないことも起きるのでその対策も同時に行います。
3）吃音（どもり）：最初の言葉が出にくいタイプや言葉の途中で言葉を連発するタイプなどが
あります。精神的な要素もあると考えられています。心理療法などを組み合わせた治療を行います。
4）行別構音障害（機能的構音障害）：年長児になっても言葉を誤ってしゃべり、例えばテレ
ビをテデビ、などある行が別の行に代用される例です。成長と共に構音障害はなくなります。

連載講座

331

5）言葉の遅れ：2 ～ 3 歳を過ぎても言葉をしゃべらない子供の原因としてチェックすべきこ
とは聴力と知能です。そのいずれにも問題がなければ観察のみでよいですが、聴力に問題がある
場合は、補聴器や難聴の程度が高度であれば人工内耳などで聴こえの改善を図ります。
（9）言葉を学習する脳
赤ちゃんが母国語を覚えて行く様子は神秘的です。“mother tongue”と呼ばれるように、お
母さんの語りかけを絶えず聞いていた赤ちゃんは次第にその意味を理解するようになり、ある日、
自分の口から言葉を発するようになります。大抵は ｢ まんま ｣ やそれに類する言葉が最初です。
そして単語の段階から二語文、三語文、やがて仮定文や願いの文章まで言えるようになります。
この成長は爆発的ですが、すべて幼児の脳の急激な発達によるものです。この時期の幼児の脳は
どのような言語環境にも対応でき、たとえ二ヶ国語三か国語の環境に置かれてもそれをマスター
する能力を備えています。しかしこの言語習得期といわれる幼児期を過ぎるとこの能力は急速に
失われてゆき、新しい言語の習得は困難になります。言葉の学習はまさに ｢ 鉄は熱いうちに打て
｣ の格言通りの経過をたどるのです。もしロボットをある言語環境に置くと次第にその言語を習
得してゆき、やがて会話を始めるようになるとすれば本当の人工知能（AI）の出現といえるでしょ
う。
（10）おわりに
私たち人類だけが持つしゃべる行為はひとえに脳の働きによります。ヒトに一番近いチンパン
ジーでもしゃべることはできません。私たちの言葉の初めは危険を知らせる声や怒りや喜びの叫
び声であり、やがてこれが言葉になっていったのでしょう。言葉は意味を持ち、さらに文字とし
て記録されることで今日の文明が築かれました。人工知能を持つロボットも状況に合った言葉を
しゃべることができますので、この方面から言葉の本質が見えてくるかもしれません。赤ちゃん
が言葉を覚えてやがて話し出すように、人工知能も言葉を学習してゆくとすれば素晴らしいこと
だと思います。

文

献

1）本庄

巌：言葉を聴く脳しゃべる脳、中山書店（2000）

2）一色信彦：音声障害、金原出版（2001）
3）川野通夫：言語障害、金原出版（2001）
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（Ⅲ）
連載講座 感動的な樹木を観て楽しむ「感動樹木ウォッチング」

華麗樹木ウォッチング
中村

靖＊

1．華麗樹木について
見惚れる程に綺麗な花を咲かせた樹木や、色鮮やかに紅葉した樹木など、華麗さが際立った樹
木は観る人を釘づけにして感動を与えます。そのような樹木を「華麗樹木」と呼ぶことにします。
また華麗樹木を積極的に観て楽しむことを、華麗樹木ウォッチングと呼ぶことにします。
（1）華麗樹木の代表

桜

全ての樹木は生きている証として
花を咲かせているのですが、花の華
麗さが際立っているとして、私達の
回りに沢山植えられている樹木は何
と言っても桜でしょう。写真 1 は
横浜市都筑区にある“江川せせらぎ
緑道”の桜並木です。土手の上の桜
（ソメイヨシノ）がせせらぎを覆い
花のトンネルができています。チュ
ウリップなど地面に咲く草花と違
い、空中に咲く樹木の花の魅力が余

写真 1

せせらぎを覆う桜並木

┿㸯 ࡏࡏࡽࡂࢆそ࠺ᱜ୪ᮌ

すところなく発揮されています。ソメイヨシノは春先のまだ葉が展開する前に、何十万・何百万
の花が一斉に咲きサット散ると言う、まさに神業としか思えないように花を咲かせ、毎年私達を
感動させてきました。
エドヒガンの変種で枝が垂れ下がる枝垂れ桜は、流れ落ちるように花を咲かせる様がことのほ
か美しく、多数植栽され多くの人々を魅了しています。エドヒガンは長寿の樹種であるため、素
桜神社の神代桜（長野県）や三春の滝桜（福島県）など各地に樹齢 1000 年を超す枝垂れ桜が
あり、地域のシンボルになっています。
「お花見」と言ったとき花は桜を意味しているように、日本では花としての桜の存在は特別な
ものです。桜の一つ一つの花は比較的地味であるにもかかわらず、桜が日本人の心を捉えている
理由として、①人々が春を待っている春先に開花する。しかも葉の展開の前か同時に、高木の樹
木全体を覆うように多数の花が咲くので、よく目立ち印象的である。②ソメイヨシノの様なクロー
ン種では、何百本もの木の何十万余の花が一斉に咲き一斉に散るという、劇場性に優れている。
③樹木に咲く花のため長年安定して花を楽しむことができ、特にエドヒガンのような長寿種では
樹齢数百年余の巨木に成長し、地域のシンボルになっていること等でしょう。
（2）すべての樹木が花を咲かせる
私たちの周囲で良く見かける 360 種の樹木（広葉樹）について、一年を通じた各月に何種類
＊

広島工業大学名誉教授（自動化システムの研究開発）
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の樹木が開花／紅葉（黄葉を含む）し
ているか、グラフにしたものが図 1
です。サクラ類の開花時期 3、4 月よ
り 5、6 月の方が開花している樹種が
多い状況ですから、華麗樹木ウォッチ
ングについては桜に限らず、他の樹木
にも関心を広げることが重要です。春
（3、4、5 月）に花咲く樹種が一番多
いのですが、夏（6、7、8 月）や秋（9、
10、11 月）にもかなりの数の樹木
が花を咲かせ、冬（12、1、2 月）に
もゼロではありません。

図1

各月における開花／紅葉の樹種数

ᅗ1 ྛ᭶࠾ࡅࡿ㛤ⰼ㸭⣚ⴥࡢᶞ✀ᩘ

1 年を通じて華麗樹木を楽しむことができます。華麗な花を咲かせる樹木は、春のサクラ（桜）
類、モクレン（木蓮）、ハナミズキ（花水木）、ツツジ（躑躅）類、夏のアジサイ（紫陽花）、サ
ルスベリ（百日紅）、ノウゼンカズラ（凌霄花）
、秋のモクセイ（木犀）、サザンカ（山茶花）、冬
のウメ（梅）など枚挙にいとまが有りません。全部の華麗樹木を観ることは不可能でしょうし、
各自の好みも有るでしょう。春夏秋冬の各季節に、何か 1 種類のお気に入りの華麗樹木を見付
けることから始めてはいかがでしょう。
（3）花に勝るとも劣らない紅葉・
黄葉
秋の紅葉・黄葉は花に勝るとも劣
らない華麗樹木です。紅葉（黄葉を
含む）の時期は図 1 に示すように
秋に集中しますが、樹種により 1
～ 3 ケ 月 の ず れ が あ り ま す の で、
その点に注目すると比較的長く紅葉
を楽しむことができます。
紅葉について最も関心を集めてい
る樹木はモミジ類でしょうが、ここ
┿㸯 ࡏࡏࡽࡂࢆそ࠺ᱜ୪ᮌ

写真 2

明治神宮外苑のイチョウ並木

┿ ᫂⚄ᐑእⱌࡢࢳࣙ࢘୪ᮌ

では黄葉の代表としてイチョウを取り上げてみます。写真 2 は東京の明治神宮外苑のイチョウ
並木です。このイチョウ並木は 1923 年（大正 12 年）に完成しました。約 150 本のイチョ
ウの大木（樹齢 100 余年）が 4 列に渡って並ぶ様は壮観で、黄葉の時期には一大観光地となり
ます。大木になり樹高が高いイチョウは四季を通じてスケールの大きい樹木景観を生み出し、特
に秋の鮮やかな黄葉が生み出す景観は、正に感動樹木の面目躍如たるものがあります。赤系の紅
葉は気候条件の影響を受けやすく、年により見事さに大きな差が現れますが、黄葉は年による差
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が少なく、毎年素晴らしい黄葉を見せてくれることも大きな魅力です。
紅葉・黄葉が見事な樹木としてはモミジ（紅葉）類、ニシキギ（錦木）
、ヤマウルシ（山漆）
、
モミジバフウ（もみじ葉楓）、イチョウ（銀杏）、カツラ（桂）等、こちらも枚挙にいとまがあり
ません。

2．華麗樹木ウォッチング例
（1）例 1：世界遺産と美の共演、宮島の桜
安芸（あき）の宮島は古くから日本三景の一つに数えられ、最近では宮島のシンボル厳島神社が
日本第 1 号の世界文化遺産に登録されるなど、第一級の名勝地です。宮島の文物、樹木、風景は春
夏秋冬 365 日、訪れる人を魅了してやみません。宮島では至る所に桜の樹が植栽されており、桜
の花と世界文化遺産のきらびやかな建物との美の競演が、宮島の桜の見所でしょう。
1）朝日を受けて輝く桜と五重塔：
春になると宮島のいたるところで桜
が花を咲かせ、厳島神社一帯は淡い
ピンク色に染まります。明治時代の
記録には「さくら四万二千本、もみ
ち四千本植栽」とあります。宮島の
無数にある桜ビューの中で、日の出
直後の早朝、この場所から見る桜が、
宮島一の桜ビューでしょう。朝日を
受けて輝く桜と五重塔の美の共演は
感動的です（写真 3）。
2）桜越しに見る海上の大鳥居：

写真 3

朝日を受けて輝く桜と五重塔

樹木の所在：広島県廿日市市宮島町
┿ ᮅ᪥ࢆཷࡅ࡚㍤ࡃᱜ㔜ሪ



写真撮影：2012 年 4 月

海に浮かぶ朱塗りの鳥居は宮島のシ
ンボルですが、桜の時期、海上の朱
塗りの大鳥居もしばし脇役に徹して
いるようです（写真 4）。厳島神社
入り口脇に立つ紅枝垂れ桜。社殿の
きらびやかさに負けまいと桜も厚化
粧をしているようです。観光客の雑
踏が押し寄せる前の早朝のひと時、
桜の花に取り囲まれた厳島神社に
は、華やかさと厳かさが共存してい
ます。
┿ ᮅ᪥ࢆཷࡅ࡚㍤ࡃᱜ㔜ሪ

写真 4

桜越しに見る海上の大鳥居
写真 3 と同じ

┿ ᱜ㉺ࡋぢࡿᾏୖࡢ㫽ᒃ
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3）花の海に浮かぶ五重塔と多宝
塔：山側から見ると斜面一面に桜の
花が広がり、五重塔や多宝塔が桜の
海に浮かんでいるように見えます
（写真 5）。長い冬物語りのフィナー
レを飾るかのように、何百本の桜の
樹の何万・何十万の花が、まるで申
し合わせたように一斉に開花するの
は、神業としか思えません。私たち
が桜の花に感動するのは、その花の
美しさもさることながら、この神業
に感動しているのかもしれません。

写真 5

花の海に浮かぶ五重塔と多宝塔

┿ ⰼࡢᾏᾋࡪ㔜ሪከᐆሪ
写真 3 と同じ

（2）例 2：雄大・華麗な樹木景観
を生み出す昭和記念公園のイチョウ
東京都・立川市から昭島市にかけ
て広がる、面積 160 ヘクタール余の
広大な国営昭和記念公園では、イチョ
ウが四季を通じて訪れる人を魅了し
ています。イチョウは樹高 30m 余の
大高木になり、秋には鮮やかに黄葉
しスケールの大きい華やかな樹木景
観を作り出すことができますが、広
大な昭和記念公園ではイチョウがそ
┿ ⰼࡢᾏᾋࡪ㔜ሪከᐆሪ

写真 6

カナールとイチョウ並木

樹木の所在：東京都立川市、昭島市、写真撮影：2014
年 11 月
┿ ࢝ࢼ࣮ࣝࢳࣙ࢘୪ᮌ

の魅力を最大限発揮して、感動樹木
の面目躍如たる姿を見せてくれます。
1）カナールとイチョウ並木：広
大な昭和記念公園の立川口近くにあ
るイチョウ並木は、この公園のシン
ボルです。
長さ 200m のカナール
（水
路）をはさみ、左右 2 列ずつ、160
本のイチョウが整然と並んで作り出
すスケールの大きな樹木景観は、四
季を通じて訪れる人々を魅了してい
ます（写真 6）
。特に秋、黄葉したイ
チョウがカナールの水面に映り、青
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写真 7

のびのびと育つイチョウの大木

写真 6 と同じ
┿ ࡢࡧࡢࡧ⫱ࡘࢳࣙ࢘ࡢᮌ



空のもと秋の日差しを受けて光り輝くイチョウ並木は、息をのむ美しさがあります。秋も深まる
と歩道は黄色い絨毯を敷き詰めたようになり、訪れる人を黄金色に染めます。
2）のびのびと育つイチョウの大木：園内のそこかしこに、自然に大きく成長したイチョウの
大木が立っています。枝を切り落とされた都会の街路樹のイチョウと違い、伸び伸びと育ち豊か
に葉を茂らせたイチョウの黄葉は、ことのほか素晴らしく感動的です（写真 7）。広大な園内を
自転車で廻れるように、サイクリングコースが整備されています。秋のさわやかな風を受けなが
ら、黄葉の林を自転車で駆け抜ける
とき、心まで洗われる感じがします。
3）かたらいのイチョウ並木：う
んどう広場横にも「かたらいのイ
チョウ並木」と名付けられた見事な
イチョウ並木があります（写真 8）
。
はるか向こうから駆けてくる人影
が、すれちがうまでにかなりの時間
がかかることから見ても、この並木
のスケールの大きさが実感されま
す。御多分に漏れず、黄葉の時期に
はこのイチョウ並木も観光客でごっ

┿ ࡢࡧࡢࡧ⫱ࡘࢳࣙ࢘ࡢᮌ

写真 8

かたらいのイチョウ並木

写真 6 と同じ、写真撮影：2014 年 9 月
┿ ࡓࡽ࠸ࡢࢳࣙ࢘୪ᮌ

た返しますが、樹々と静かに「かた
らう」ためには、黄葉の時期を避けて訪ねる方がよいでしょう。

Random Scope
細胞質ミトコンドリア DNA と核内 DNA との協調が健康老化
に寄与する
ミトコンドリアは細胞質内に共生する独立した細胞内小器官で、エネルギー産生だけでなく、
宿主細胞の機能と密接に連関していることが示された。すなわち実験動物として、核内 DNA の
みを他系統と置換したコンプラスティック・マウスを作成し、元の系統と比較して、生理学的諸
特性を一生に亘って調べたところ、肥満やテロメア（染色体末端反復配列）短縮などの老化指標
に強い影響を及ぼし、健康寿命が延伸した。
（Yan）
Latore-Pellicer, A. et al.: Mitochondrial and nuclear DNA matching shapes metabolism
and healthy ageing, Nature 535, 561-565（2016）
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健康法

うそ？

ほんとう？（Ⅱ）
今西二郎＊

Ⅱ

水溶性ビタミンービタミン B 群

1．はじめに
前回は、水溶性ビタミンのうちのビタミン C を取り上げました。今回は、それ以外の水溶性
ビタミンであるビタミン B 群について、お話しします。ビタミン B 群には、ビタミン B1、ビ
タミン B2、ビタミン B6、ビタミン B12、ナイアシン（ニコチン酸）、パントテン酸、葉酸、
ビオチンの 8 種類があります。ビタミン B 複合体ということもあります。
さて、皆様は、ビタミン B と聞けば、どのようなイメージをお持ちですか？「疲労回復に効
果がある」
、
「栄養不足を補う」、「しびれや痛みに効く」、「肌や髪を健康に保つ」、「成長を促進す
る」
、
「貧血を防ぐ」、「脳神経の働きを助ける」、「血行をよくする」、「口内炎を予防する」、「病気
に対する抵抗性を高める」などでしょうか。
それでは、ビタミン B 群の実際の効果などについてみていきたいと思います。

2．医薬品としてのビタミン B 群
ビタミン B 群は、医薬品として認められています。それでは、どのような疾患や症状に使用
が認められているのでしょうか。これを、医療用医薬品の成分、効能・効果、使用法、副作用な
どのさまざまな情報の概要を記した添付文書を参考にして、まとめてみました。
以下に、例として、ビタミン B1 の効能・効果を列記します。
1）ビタミン B1 欠乏症の予防及び治療
2）ビタミン B1 の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給：消耗性疾患、甲状腺
機能亢進症、妊産婦、激しい肉体労働時など。
3）ウェルニッケ脳症（注 1）
（注 2）

4）脚気衝心

5）下記疾患のうち、ビタミン B1 の欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合：①神
経痛

②筋肉痛、関節痛

動機能障害

③末梢神経炎、末梢神経麻痺

④心筋代謝障害

⑤便秘などの胃腸運

⑥術後腸管麻痺など。

通常の食事をしていれば、まずビタミン B1 の欠乏は、起りません。しかし、極端に偏った食
＊

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）

注 1）

ウェルニッケ脳症：ビタミン B1 の欠乏により起こるが、アルコールの多飲によるビタミン B1 欠乏とアル
コール自体の作用により起こると考えられる。外側に目が動かせなくなったり（寄り目）、歩行ができない、
つまずくなどの運動失調、健忘症状（コルサコフ症候群）
、意識障害、無力や無気力、うつなどの症状が出
てくる。
注 2）
脚気衝心：多発神経炎、むくみ、心不全の 3 つの主な症状を伴う。
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事、
たとえば 3 食をインスタントラーメンのようなもので済ませている、間違った方法でダイエッ
トを行っている場合などで、欠乏症が起こってきます。
ビタミン B1 の効能をみれば、神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経麻痺（シビレ感など）、心
筋代謝障害（動悸、息切れなど症状を伴うかもしれない）などごくありふれた症状に効果がある
ように思われます。ただし、ビタミン B1 の欠乏または代謝障害が関与する場合に限られます。
しかし、実際は、ビタミン B1 の処方の際に血液中のビタミン B1 濃度を測定することは求めら
れていません。医師が臨床上総合的にみて、このようなことが判断されればよいことになります。
このようなことから、ついつい神経痛の患者さんで、さまざまな治療を試みたが、あまり改善が
みられないとき、問診では食事の状態もあまり良くないとの判断から、ビタミン B1 を処方する
ことがあるかもしれません。あるいは、患者さんの方から、処方を望まれることもあるかもしれ
ません。このような状況が長く続いてきた結果、どのような神経痛、筋肉痛、関節痛にもビタミ
ンが効くとの短絡的な考えが一般に浸透してしまった可能性があります。
ビタミン B1 だけでなく、その他のビタミン B 群の効能・効果についても、添付文書にはど
れもほぼ同じ形式で記述されています。ずいぶんと身近な疾患や症状に効果があります。しかも、
それぞれの欠乏または代謝障害があることが前提になっています。
それぞれのビタミン B 群の効能・効果の特徴について、簡単に記しておきます。
ビタミン B2 は、口内炎、口角炎、湿疹、ニキビ、結膜炎、角膜炎などの皮膚・粘膜疾患に有
効です。ビタミン B6 も同様な効果があります。
ビタミン B12 は、悪性貧血やその他の貧血、神経痛、筋肉痛、関節痛に効果があります。
ナイアシン（ニコチン酸）は、欠乏症としてペラグラ（注 3）があります。その他、口角炎、口
内炎、湿疹、皮膚炎、メニエル症候群、耳鳴り、難聴などに効果があります。
パントテン酸は、接触皮膚炎、湿疹、便秘などに有効とされています。
葉酸は、各種貧血に有効とされています。
ビオチンは、湿疹、接触皮膚炎、脂漏性湿疹、ニキビに有効です。
ビタミンの効能・効果の面白いところは、ビオチン以外のビタミン B 群に記述されている「〇〇
欠乏症の予防および治療」の「予防」です。一般にワクチンなどを除くと、医薬品は、病気の治
療に用いられます。このように予防に用いることができる医薬品は、どのくらいあるのか正確な
ことは知りませんが、極めて少ないでしょうし、ある意味では、疾病予防という今後の医療のあ
り方に通じるところがあるかもしれません。
このようにビタミン B 群は、さまざまな疾患に用いられていますので、皆様も身近に感じて
おられるでしょう。
注 3）

ペラグラ：ナイアシンの欠乏により起こる。皮膚炎や下痢のほか精神症状も伴う。皮膚炎は、日光のあたる
顔面部、手足などに光線過敏症性皮膚炎が起こり、左右対称に赤い発疹が生じる。また、激しい下痢も伴う。
その後、精神症状として、疲労、不眠、無感情、錯乱、失見当識、健忘、認知機能の低下、不安感、抑うつ
症状、せん妄、幻覚などが出てくる。
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3．サプリメントとしての効果
さて、皆様の関心は、医薬品としての効果よりも、サプリメントとしての効果の方だろうと思
います。ビタミン B 群の臨床的効果については、国立健康・栄養研究所の ｢ 健康食品の素材情
報データベース ｣1） および Natural Medicines Comprehensive Database2） を参考として、
以下個々に説明していきます。
1）ビタミン B1（チアミン）
：効果が「ある」とされているのは、医薬品の効能・効果とダブっ
ています。効果が「ありそう」なのは、糖尿病性神経症、白内障、月経困難症での痛み軽減など
で、他の疾患・症状については、期待できないようです。ここでも疲労回復やビタミン B1 の欠
乏によらない神経痛、シビレ感などについての記述はありません。
2）ビタミン B2（リボフラビン）：ビタミン B2（リボフラビン）欠乏症に、効果が「ある」
のは当然ですが、それ以外に効果が「ありそう」なのは、高ホモシステイン血症、高脂血症、白
内障、偏頭痛、心不全、大腸がんの発症リスク低減などです。高ホモシステイン血症については、
次項で説明したいと思います。
「ある」とされているのは、医薬品としての効能・効果と
3）ビタミン B6（ピリドキシン）
：
ほぼ同じです。効果が「多分ある」のは、高ホモシステイン血症でのホモシステインを低下させ
ることです。効果が「ありそう」なのは、加齢黄斑変性、注意欠陥・多動性障害（ADHD）、高
血圧症、1 型原発性高シュウ酸尿症における腎結石、喫煙者における肺がんの発症リスク低減、
月経前症候群、つわり、腰痛症などです。
4）ビタミン B12（シアノコバラミン、メコバラミン）
：効果が「ある」とされているのは、
悪性貧血、ビタミン B12 欠乏症、吸収不全症候群（スプルーおよび Imerslund-Grasbeck 症
候群）です。スプルーは後天性の疾患ですが、Imerslund-Grasbeck 症候群は、先天性遺伝疾
患です。いずれも腸管からのビタミン B12 の吸収が行われないという病気です。効果が「多分
ある」のは、シアン化物中毒、高ホモシステイン血症です。また、効果が「ありそう」なのは、
アフタ性口内炎、加齢黄斑変性、帯状庖疹後神経痛、うつの発症リスク低減などです。
5）ナイアシン（ニコチン酸）
：効果が「多分ある」のは、高脂血症とペラグラです。「ありそう」
なのは、糖尿病、動脈硬化症、心筋梗塞の再発予防・死亡率低下、アルツハイマー病、白内障、
コレラにおける水分喪失のコントロールです。
「ありそう」
6）パントテン酸：効果が「ある」のは、パントテン酸欠乏症に対してであり、
なのは、放射線照射皮膚障害です。
「多分ある」のは、高ホモシステイン血症、
7）葉酸：効果が「ある」のは、葉酸欠乏症であり、
終末期腎疾患、メソトレキセートによる毒性、神経管閉鎖障害の発症リスク低減（妊娠時に摂取）
です。葉酸による神経管閉鎖障害の発症リスク低減効果については、米国疾病予防管理センター
（CDC）では、以前より妊娠中に葉酸を摂取することを推奨しています。一方、わが国では、平
成 12 年に厚生労働省が、葉酸の神経管閉鎖障害の発症リスク低減効果を認め、妊娠時での葉酸
摂取を推奨することになりました。すなわち、
「妊娠を計画している女性に関しては、神経管閉
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鎖障害の発症リスクを低減させるために、妊娠の 1 か月以上前から妊娠 3 か月までの間、葉酸
をはじめその他のビタミンなどを多く含む栄養のバランスがとれた食事が必要であること」、「当
面、食品からの葉酸摂取に加えて、いわゆる栄養補助食品から 1 日 0.4mg の葉酸を摂取すれば、
神経管閉鎖障害の発症リスクが集団としてみた場合に低減することが期待できること」、
「ただし、
葉酸摂取量は 1 日当たり 1mg を越えるべきではないこと」などを提言しています。さらに、葉
酸の効果が「ありそう」なのは、うつ、重度言語発達遅延（妊娠時に摂取）
、加齢黄斑変性、高
血圧症、フェニトイン誘発歯肉過形成、尋常性白斑などです。
「ありそう」なのは、脂漏性湿
8）ビオチン：効果が「多分ある」のは、ビオチン欠乏症で、
疹です。

4．高ホモシステイン血症
ビタミン B 群の中のビタミン B6、B12、葉酸は、ホモシステインという物質に深く関わっ
ています。これについて説明しておきたいと思います（図 1）。ホモシステインは、葉酸やビタ
ミン B12 の働きで、メチオニンに変わります。また、ビタミン B6 の働きで、ホモシステイン
からシステインに変化します。もし、葉酸、ビタミン B6、B12 が欠乏すると、ホモシステイ
ンがメチオニンやシステインに変わらず、ホモシステインが体内にどんどんたまってくることに
なります。これが高ホモシステイン血症といった状態です。ホモシステインは血管の内張をして
いる内皮細胞を傷害することがわかっています。すると、動脈硬化症が起こります。またこれに
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図1

高ホモシステイン血症とビタミン B6、B12、葉酸との関係
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より、心筋梗塞や脳梗塞を起こすこともあります。さらに高ホモシステイン血症は、静脈血栓塞
栓症やアルツハイマー病、脳血管性認知症の発症にも関係しているといわれています。
このようなことから、ビタミン B6、B12、葉酸が不足しておこる上記のような疾患の場合、
これら 3 つのビタミンを併用することにより、発症リスクの低減を期待することができるのです。

5．まとめ
ビタミン B 群の医薬品としての、またサプリメントとしての効果・効能について、述べてき
ました。皆様が期待しているとおりの効果があったでしょうか。恐らく、今まで考えておられた
効果とかなりずれがあったのではないかと思います。
ビタミン B 群は、万能薬ではありませんが、適切に使用すれば効果・効能は十分に期待でき
ます。ビタミン B 群は、比較的安全です。食事が偏って不足がちになっている方は、サプリメ
ントとして補っていくのも一つの方法かと思われます。

文

献

1）国立健康・栄養研究所ホームページ：健康食品の素材情報データベース https://hfnet.nih.go.jp/
2）Natural Medicines Comprehensive Database http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/
home.aspx?cs=NATURALDATABASE&s=ND

Random Scope
熱帯降雨林の伐採による生物多様性の喪失は林内攪乱で倍増する
ブラジル熱帯降雨林の数千種の植物、鳥類、昆虫を生物多様性の指標として、大規模な森林伐
採と並んで山火事や森林内開発の影響を調べたところ、後者が前者の多様性喪失効果を倍増させ
ていることが明らかになった。すなわち熱帯林生態系を守るためには、森林被覆度の維持だけに
頼らない政策的介入の緊急性を示している。
（Yan）
Barlow, J. et al.: Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity
loss from deforestation, Nature 535, 144-147（2016）
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森林の価値、協働の力で実現（Ⅰ）
伊藤純子＊

要旨：戦後、全国植樹祭が始まってから 65 年が経つ。今、日本の森林は林業の衰退
により放置された人工林の荒廃という危機を迎えている。木材だけではない森林の持
つ多様な価値を、今後、どのように評価し、確保し、保全していくか。持続可能な森
林づくりのためには、これまでのような行政によるトップダウン方式の森林管理ではな
く、市民を始め、多様な主体からの意見を取り入れていくことが必要である。その実現
のための手法として、行政と市民との協働による取り組みが注目されている。協働によ
る森林管理が、米国、そして、わが国でも群馬県みなかみ町、赤谷の森で始まっている。
1.

森・水・山の国、日本

（1）森林は日本の現在と未来を映す
｢ 北は津軽半島の果てから、南は長門（山口県）の小串の先まで、少しも平野に下り立たずし
て往来できる」と民俗学者の柳田國男が言う。四方を海に囲まれながらも日本は国土の 7 割が森
林という世界でも有数の山と森林の国である。森林の木々の間を歩き、峠に出て眺望が開けると、
一瞬思わず歓声の声が上がる。生命がよみがえる、まさに森林の癒し、自然からの贈り物である。
一方、日本が高度成長期にとった拡大造林政策は人工造林を中心とした木材資源の造成であっ
た。その結果、国内の森林のおよそ 4 割が人工林に変わった。しかしその後、安い輸入木材の
増加によって日本の木材は国際価格競争力を失った。さらに山村地域の過疎化や林業家の高齢化
なども伴い、林業は低迷し始めた。人工林は天然林と違い、常に間伐等の手入れが必要で、人の
手がかかる。近年は林業の衰退により放置された人工林の荒廃問題が表面化してきている。過去
に起きた日本の森林の危機は木を切りすぎために起きた荒廃であったが、現在のそれは、膨大な
森林蓄積（成長した樹木の容積）のもと、手入れが行き届かないために起きている荒廃である。
（2）森林の小史観−近世以降
（墨俣、すの
1）幕藩体制による森林保全：信長が美濃を攻めるに当たって秀吉が「一夜城」
また）を築いた話は有名である。稲葉山の上流で木曽杉を伐採して、いかだに乗せて下流の三角
州で築城したわけである。このように、戦いのために大名たちは森林乱伐を行なった。そして、
全国統一が成った江戸時代になると今度は大都市、江戸の町を建設するための森林破壊が本州の
みならず四国にまで広がった。このため、度重なる洪水に加え、燃料、肥料、飼料の枯渇を招き、
幕府と各藩が直接的な規制に乗り出し、森林は「木一本、首一つ」とまで言われるような厳しい
管理のもとに置かれた。

＊

エアラインスクール代表、元日本航空国際線客室乗務員（地球環境学）
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土地の永代売買が禁止されていたが、
明治になっ
2）近代法での森林機能の強化：江戸時代には、
て政府は農地や林地も含め土地の私有を認め、所有者に地租を課した。しかし、伐木の自由化と
ともに無秩序な伐採により森林が荒廃、わが国の史上最悪とも言われる森林危機が発生した。そ
のため、明治 30 年になって森林法が制定された。水源確保のためや災害防止のために重要な森
林が保安林に指定され、政府による監督強化の下、徐々に森林の保護が進んだ。法制定の前年、
琵琶湖や隅田川で大規模な氾濫が起き、こうした被害も森林保護への強い動因となった。森林法
制定と時を同じくして同 29 年、
30 年に治水対策を主な目的とする河川法と砂防法も制定された。
3）国土の緑化と木材の自給化：先の世界大戦中の森林乱伐により、戦後、水害や土砂災害が
相次ぎ、全国各地で禿げ山が現出したため、政府は森林政策として伐採跡地への造林を進めた。
また、行幸・行啓を仰いで全国植樹祭が展開され、緑化意識が高まった。これ以降、20 年間に
わたって年間 30 万ヘクタールを上回る植林ブームが続いた。
4）森林の経営環境悪化と荒廃：敗戦から 5 年経ち経済復興の動きとともに国を挙げての植樹
運動が盛り上がるとともに、造林拡大が進んだ。森林蓄積量（成長した樹木の容積）は現在、お
よそ 49 億立方メートルと、この 50 年間で 2.6 倍の著増を示している。しかし、巨大な森林
空間の内実はお粗末である。先に掲げた理由による林業の低迷とともに「只の木を切っても赤字
になる」という木材事業の不採算化が深刻となり、森林の保全に不可欠な間伐が進んでいない。
更に、切った後、山中に残され放置されている林地材は年間 300 万トンを越えている。現在、
日本が直面している森林の危機は、これまでに大量に植林され造成されてきた人工林が放置され
ていることである。

2．森林の 21 世紀の新しい役割
（1）生態系サービス機能の考え方（エコシステム・サービス）
経済開発という大義名分で自然は破壊されている。どうしたら自然を守れるか。米国のグレッ
チェン・C・デイリー博士は、自然の恵みである生態系サービス（エコシステム・サービス）に
金銭的価値をつけるという考え方を提唱した。自然の恵みはこれまで無償であり、無料とされて
きた。そのために意思決定の際に無視され、乱開発を招いてきた。自然保護が慈善事業だけで成
功するものではないことは、過去の例を見れば明らかである。そこで、デイリー博士は、金銭的
な価値で生態系サービスを評価する手法を提起し、自然保護が個人の利益にもなることを訴えた
のである。例えば、川の上流で木材生産を行なうと、その影響が下流域の住民に及ぶことがある
（外部不経済）。上流の森林の乱伐によって下流で洪水が起き、被害が発生するのである。こういっ
た場合に、下流域の住民が、上流で自然保護を行なう者に対して金銭的対価を支払うという仕組
みによって、上流域の自然を保護する手法を提唱している。森林から河川、景観に到るまで広い
範囲でこれらの自然資本を利用する者が、自然保護を行なう者に対して、金銭的対価を支払うこ
とによって、自然を保護する手法を提唱している。
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（2）森林の炭素吸収源に注目した経済機能
1997 年の地球温暖化防止京都会議で、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズムが規
定され、その中で、二酸化炭素の割当てを越えて排出量をカットした場合、それを排出権として
取引できるとした排出権取引が規定された。この京都会議で、森林を二酸化炭素の吸収源とみな
し、光合成の過程で森林が吸収する量が大気中からの二酸化炭素削減量として認められた。米国
と欧州では炭素排出の許可証が証券取引所で売買されるようになった。米国では純民間ベースで、
一方、欧州では官製の形で排出権市場がスタートした。これにより、林業家と二酸化炭素を排出
する工場を有する事業家との間の相対取引ではなく、無数の参加者が株式売買人のように毎日、
巨額の排出権を取引できるようになった。いずれも多くの業種にわたって無数の事業者が参加し、
証券市場特有の急騰や暴落を見た。しかし現在、この市場は中断中である。売り手ばかりになり、
買い手が無くなってしまったからである。
並行して、わが国が東欧諸国を中心として海外から買い取った排出権の量は 5 年間で政府が
1 億トン、民間企業（電力）が 2.75 億トンに上る。市場の力を使った温暖化防止の取り組みは、
広範囲にわたって二酸化炭素を削減する者と排出する者に大きな影響を与えた。

3．森林保全の新しい潮流
（1）ミレニアム・エコシステム・アセスメントの考え方と総合的視点
国連は 2001 年、生態系の持つサービス（エコシステム・サービス）の環境評価を新しく実
施した。温暖化だけでなく、熱帯雨林消失、動植物の絶滅危惧など多種多様の問題が噴出してい
るが、これらを個別に判断し対策を考えても、いずれを優先するのか、これまではそのウェイト
付けが難しかった。こうした状況下、デイリー博士が提唱した自然の恵みである生態系サービス
の価値を定量的に把握する手法は有効だとされた。
（2）生態系サービス（エコシステム・サービス）の 4 つの分類
生態系サービスは、国連のミレニアム生態系評価の中で 4 つのサービスに分類されている。
それは①供給、②調整、③文化、④基盤の 4 つである。供給サービスは自然資源の供給のこと
を指し、例えば、木材や果物、木の実、山菜、キノコなどの食料や衣類に使う繊維、医薬品の原
料となるものなどを指している。調整サービスは生態系が自然のプロセスの中で環境をコント
ロールする機能を指し、森林が雨の水量を調節したり、洪水や鉄砲水を防いだり、土砂崩れを防
いだりする機能、また、湿地が汚水を浄化する機能や昆虫による受粉などを指している。文化的
サービスは、人間にとっての文化面を支えている機能で、ハイキングやキャンプ、野生動物ウォッ
チングなどのレクリエーションの場としての機能を指し、森林セラピーやエコツーリズムなども
これに含まれている。また、鎮守の森として人間の精神面を支えている森林もある。基盤サービ
スは、上記の 3 つの機能の提供を行なう基本的な機能のことで、土壌の形成、水の供給、動植
物の生息地としての機能を指している。
森林の生物多様性が劣化すると自然の恵みである生態系サービスも低下する。これまでは、生
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態系が再生する量の方が人間の利用する量より多かったため、自然の恵みを人間が利用しても生
態系サービスは減少しなかった。そのため自然の恵みは無限であると考えられてきた。しかし、
現代は人口が増え、環境破壊が進んだことにより、生物多様性が劣化あるいは損失し、それに合
わせて生態系サービスも低下してきたため、自然の恵みは有限であることがわかってきた。今ま
で当たり前のことと考えられてきた自然の恵み、すなわち生態系サービスには多大な価値があり、
人類はその恩恵を無料で受け取ってきたことを理解しなければならない。森林が生み出す清らか
な水、空気、野生生物の生息地などは人間の手では作りだすことができないものである。自然の
恵みである生態系サービスは豊かな植生の森林とそこに生息する多様な生物から生まれるもので
あり、生物多様性の低い人工林からは生まれない。

4．米国に学ぶ森林保全の動向
米国の森林は、現在、三重苦に悩まされている。一つ目は頻発する山火事で、特に 2015 年夏、
中西部のオレゴン州など 7 州で起きた山火事による延焼面積の合計は 45 万ヘクタールに及ん
だ。二つ目は病害虫による被害で、カリフォルニア州シエラネバダエリアだけで 6,600 万本の
樹木が枯死した。三つ目はこれら減少した森林の再生である。消滅した森林の復元を目指し植林
が進められているが、温暖化により気温の上昇と乾燥が進んでいるため、消滅前と同じ樹種を植
えても育たず、樹種選定を含め跡地造林が難航している。
一方、森林の荒廃によって山火事が集中するオレゴン州の中でも中部に位置するエリアでは新
しい仕組みによる森林再生への取り組みが始まっている。それは米国農務省森林サービス局と民
間団体や NGO との協働による森林管理の取り組みである。
このエリアを流れる川で、20 世紀初めに灌漑を目的とした流域変更の工事が行なわれた。こ
の流域は米国最大のスティール・ヘッド（鮭の一種）の生息地であったが、
この工事の後、
スティー
ル・ヘッドが激減した。灌漑工事が行なわれたことにより産卵場所が失われたためであった。そ
の後、元の河床再生を目指し生息環境が復元されたところ、スティール・ヘッドの数は徐々に戻っ
てきた。これを契機に、
この流域の環境改善に向けて森林サービス局が乗り出した。民間からは
「デ
シューツ河川保全」
「デシューツ土地トラスト」が参画し、資金は国有林ファンドが拠出した。森
林サービス局のトム・ティッドウェル氏は課題解決には行政と市民による協働が必要だと訴えた。
この流域を包括するデシューツ国有林はアメリカのオレゴン州に広がる、およそ 160 万エー
カーの国有林である。この国有林には絶滅危惧種の西アメリカふくろうをはじめとする 350 種
以上の野生動物、魚類が生息している。行政と市民が協働で森林生態系管理に取り組んでいるデ
シューツ国有林が 2011 年に報告書を発表した。報告書は、「偏った森林の管理経営では森林の
生物多様性と生態系に影響を及ぼす危険性がある。森林管理の目標や成果を森林の生物多様性保
全と生態系サービスに置くことで、森林を限定的ではなく俯瞰的に見ることができる」と報告し
ている。森林管理の目標に生物多様性保全と生態系サービスを置くことで、森林の健全性を守り、
より多くの価値を発揮する管理ができるという主張である。そして、森林の生物多様性を保全し、

346 環境と健康 29（2016）

トピックス

生態系サービスを持続させるためには、「森林管理において複合性が求められ、行政と行政以外
の主体との協働が求められている。行政、土地所有者、市民、NPO など多様な主体が議論し、
より公的な森林として管理を行なうために計画段階から多様な主体が話し合う必要性がある」と
している。そして「協働による取組は、関係者の間に共通の関心と目的があるために、これらの
計画の実施を妨げるような争いを減らし、お互いに尊重し合うことを導きだす。その際に人間に
様々な便益をもたらす生態系サービスという言葉は共通の目標、モチベーションとなり得る」と
している。
森林管理において生物多様性保全が重要な理由として、陸に生息する生物のおよそ 80％が森
林に生育していることが挙げられる。森林は、生物の保管庫として、生物多様性を図る上で重要
な役割を果たしている。そして、森林の生物多様性保全機能が発揮されるためには、スギ、ヒノ
キといった単一種が植えられた人工林ではなく、その土地に適した様々な樹種から構成された森
林であることが必要である。樹木だけではなく、草木、枯死木、菌類、土壌等様々な動植物や微
生物の生育の場となることが必要で、こうした条件により森林における生物多様性保全機能が発
揮され、生態系サービスつまり豊かな自然の恵みが人間にももたらされるのである。

5．協働による森林保全の萌芽
多くの人が保養に訪れる群馬県みなかみ温泉近
く、赤谷の森の地に、かつて、スキー場リゾート
開発計画が持ち上がった。地域住民に加え、東京
の自然保護団体も反対運動における重要な役割を
担った。10 年にわたる反対運動が効を奏し、開
発計画は白紙撤回された。開発阻止という意義だ
けに注目しても遠隔地にある自然保護団体は大き
な貢献をしたが、開発中止後、団体は地域住民に、
この地における継続的な自然保護活動の話をもち
かけた。赤谷の森の持続的な発展のために林野庁
を巻き込んでの協働、つまり行政と市民との協働
による森林生態系管理を提案したのである。林野
庁がこれを承認したことで、それまで競争相手、
闘争相手であったセクター間が協働で森林生態系

写真 1

赤谷の森

赤谷プロジェクトでは行政と市民が協働で森
林生態系管理に取り組んでいる。著者撮影：
2014 年 5 月 10 日

管理を行なうという日本ではじめてのプロジェク
ト「赤谷プロジェクト」が誕生した（写真 1）。
人が森林に求める役割には多様性があり、すべての人の要請に等しく答えることはできない。
森林管理のような自然資源の管理においては、より多くの意見、要請を抽出し、合意点を見出す
ための討議が必要である。そのための手法の一つとして、市民参加の高度なレベルである「協働」
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が今、注目されている。次号以下 3 回にわたって、近年その有効性から、特に自然保護活動に
おいて広がりを見せている市民参加の歴史的変遷と市民参加における段階、レベルを示し、高い
参加レベルである協働が森林の多様な価値を発揮させる森林管理に有効であることを赤谷プロ
ジェクトの事例を挙げながら紹介したい。

文
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1）遠藤日雄：現代森林政策学、日本林業調査会（2009）
2）蔵治光一郎：森の恵みは幻想か、化学同人（2012）
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6）デイリー , G.C. キャサリン（藤岡伸子他訳）：生態系サービスという挑戦、名古屋大学出版会（2010）

Random Scope
気候変化が植物の性比を変える
ロッキー山脈の低地乾燥地帯から 4,000 ｍ近い高地にまで分布する、雌雄異株のオミナエシ
属の 1 種は、高地になるほど雄株が減少する傾向にある。しかしこの 4 半世紀の間に、その減
少傾向が変化し、この種の分布の平均高度は 200 ｍ近く上昇した。これは気候変化が生物種の
性比の変化を介して、種の保存に影響する例である。
（Yan）
Petry, W.K. et al.: Sex-specific responses to climate change in plants alter population
sex ratio and performance, Science 353, 69-71（2016）
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私の闘病記と健康法（Ⅲ）

ライプツィヒ大学附属病院受診記
小川聖子＊
私は今年 2016 年 5 月に所用があり、旧東ドイツ最古の大学都市ライプツィヒに滞在した。
音楽の父ヨハン・セバスティアン・バッハが楽長を務めた聖トマス教会の少年合唱団（トマーナー
コーア）や、東ドイツの自由化運動の起点となったニコライ教会等が旧市街中心にあることで有
名な町である。当時、何千人もの人々がこの教会を取り囲みマルクス主義からの自由と解放を求
めて気勢を上げたと、地元の人から直接聞いた。
私はライプツィヒ大学で研究発表するためにこの町に 10 泊した。前半は夏の陽気、後半は雨
模様の冬の気候に見舞われたが、単身旅行期間中、極めて用心深く行動していた。もともと私は
塩分と油脂の多いドイツ料理と相性が悪かったので、肉料理とジャガイモ料理はつとめて避け、
魚、チキン、七面鳥料理かピッツァなどのイタリア料理を選んでいた。最後の夜の夕食は宿泊し
ていた四つ星ホテルのレストランで鮭とサフラン味のパスタ料理を注文した。料理全体の加熱が
十分でないと思ったが、一応火は通っていたのでそのまま食べ終えた。ナイフとフォークを離す
なり胃の真ん中に激しい痛みが出た。なんとか部屋までたどり着き一時間以上ベッドで休んでい
たが痛みは増すばかりで動くことも話すこともできなかった。幸い、吐き気と下痢はなかった。
萎縮性胃炎や軽い逆流性食道炎はあるものの、年に一回胃の内視鏡検査を受けており、日本でこ
のような胃痛は経験したことがなかった。従ってブスコパンのような鎮痛剤も携帯しておらず、
ロキソニンは持っていたがどうも飲むべきではないように感じた。
翌日ライプツィヒ空港からフランクフルト経由で関西空港まで戻らねばならず、電話のところ
まで這って行き、旅行保険会社に相談の電話をしてみた。自動的に日本にかかったようで、電話
の向こうに日本人スタッフの声が聞こえた時にはほっとした。事情を話すと、日本への帰国便に
乗れるかどうかを判断するためにも医師に診察してもらうことを勧められた。調べてもらった結
果、この地域には往診医がいないので、大学附属病院緊急外来へタクシーで行きなさいと言われ
た。その際、往復のタクシー代の領収書も必ずもらうようにと。現地時間ですでに夜の十時を過
ぎており、出発時刻まであと 12 時間もなかった。もしも医師の搭乗許可（“Fit to fly”
）が下
りない場合は航空会社から搭乗を拒否されることもあると知り、睡眠は犠牲にしてでも病院へ向
かうことにした。
迎えのタクシーの運転手が、病院はとても大きく、どこのセクションかと問うので、緊急外来
（Emergency）だと答えた。車で 15 分ほどかかった。日本の緊急外来ならば母を連れて行っ
たことがある。専用の通用門から入るとすぐであった。ところがライプツィヒ大学附属病院の緊
＊

文学研究者（英文学）
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急外来自体がおそろしく巨大であり、まず受付までかなり歩いた。保険会社が一応は連絡してく
れていたようだが、受付で書類を書かされ、そのあとすぐ会計へ行き、まず支払いを済ませなけ
ればならなかった。立っているのも辛かったが、看護師が車椅子に乗せて押してくれるわけでは
ない。長い廊下や階段を黄色い線に沿って歩き、ようやく会計の窓口にたどりついた。前金とし
て 300 ユーロを払った。そこでもまた書類を書かされた。実費が計算できたら、後日差額を返
金するので銀行口座を教えなさいと言われた。頭はよく回っていなかったが、一瞬考えて滋賀銀
行の DC カードで決済した。
書類をもって受付に戻り、椅子にうずくまって順番を待っていた。驚いたことに緊急外来のが
らんとした建物にアルコールの呼気が漂っていた。スマホに夢中になっている若者もいた。いっ
たい彼らはどこが病気なのかと訝しく思った。
やっと名前を呼ばれて処置室へ。問診はほとんどなく、リクライニングベッドに靴を脱いでよ
じ登るや、男性看護師が「痛いのはこの辺ですか？」と言うなり胃の真ん中をいきなり押さえた。
思わず
「うっ」
と唸った。右耳に体温計を突っ込まれたが平熱。それから太い注射針の点滴をされ、
その落下速度が異常に速く、私は心臓が止まるかもしれないとぼんやり考えていた。同時にてき
ぱきと血液検査、心電図検査が行われた。医師らしい人が全く姿を見せないことが不安だった。
点滴が終了しても長くほったらかしだった。喉が渇き、部屋も寒かったが毛布もくれず、少し
でも眠ろうとしたがどうしても眠れない。私はひたすら「帰国便に間に合うか」ということしか
考えられなくなっていた。ようやく一番優しそうな女性看護師に「あとどれくらいかかります
か？」と尋ねてみた。「血液検査の結果が出るまで一時間半から二時間かかります」という返事。
ここは外国で夜間でもあるしと、私は説明を聞いて妙に納得し、もうジタバタしなくなった。そ
れからトイレに行きたいと訴えたら、ようやく点滴を外してくれた。検尿器を看護師に渡してし
ばらくしたら大きな男性が現れて言った。「私が今夜のあなたのドクターです。あなたは飛行機
に乗れます。時間がないのでこれからドイツ語で手紙を書いてあげます。帰国後、念のため必ず
かかりつけ医の診察を受けてください」と言われた。
ドクターの書類は計 4 枚で、経過報告、検査結果、所見から成っており、最後に署名があった。
まだ医学部の助手のようで、スラヴ系の名前だった。彼は細かな心配りをかけてくれ、ホテルま
でのタクシーの手配までしてくれた。ホテルに戻ると日付が変り深夜の 1 時半。シャワーを浴び、
2 時から 3 時間ほど眠り、朝食は消化のよさそうなクロワッサンやスクランブルエッグ等を少
し食べ、無事に空港へ向かうことができた。帰国便では細切れながらほとんど眠り、予定通りに
帰国することができた。森鴎外があそこの大学に留学していたことを帰国直後に知った。後日届
いた請求書には「医学は我々の天命です」
（“Medizin ist unsere Berufung”
）と書かれていた。
インターネットで調べるとライプツィヒ大学医学部は研究所が 48、独立の専門分野が 5 つで
構成されており、ザクセン州で最大の医学部である。私が今回学んだ学舎や研究棟は町の中心部
に位置するが、医学部は町の北と南に散らばっている。元々日本の帝国大学医学部はドイツをお
手本にして設立されたことに思いを馳せ、大学病院のもつ物々しい雰囲気は日独共通していると

350 環境と健康 29（2016）

随想

感じた。今回病院のスタッフ全員が英語を話してくれたので大いに助かった。とにかく大事には
至らず無事に帰国できたことに感謝している。
さて帰国後落ち着いてからかかりつけ医を受診した。高コレステロール血症治療薬リピトール
錠を処方してもらうために私は定期的に通院している。今回の海外での病気はその後、症状がな
くなったので経過観察ということになった。脂質異常を除くと、過去 10 年間、まずまずの健康
を維持してきたと言える。
若い時からいくら食べても太れない体質に苦しんだが、50 歳を待たずに気がつけば体重が優
に 10 キロ以上増えていた。そこで原則的に間食を止め、三度の食事を定刻に適量いただくこと
にした。主食の量も私だけ子供用茶碗に一膳と決めている。時々、玄米を炊き込むこともある。
食事内容として基本的に朝食は乳製品を中心に軽く、昼食と夕食は一汁三菜の基本を結婚当初か
ら守っている。蛋白質類は、魚類、肉類、大豆食品、卵をバランスよく組み合わせるようにして
いる。肉類では豚肉を一番よく調理するが、牛肉を買う時は専門店で赤身を買うか、ステーキな
ら少量のフィレ肉を選ぶ。サラダ油やマヨネーズは油脂の少ないタイプを選び、週に何度かはオ
リーヴ油を利用する。
野菜は根菜、葉物、きのこ類、豆類、生野菜等、一週間分を計画的に購入する。にんにく、土
しょうが、梅干、納豆は常備している。外泊などで野菜不足が続くと生理的にイライラしてくる。
また最近は年齢を重ねたせいか、野菜の煮物やお浸しなど加熱した野菜のおかずを体が欲しがる
ようになった。
特に思い入れの強い食品はヨーグルトで、私はこれ無しには生きてゆけそうにない。昔はゼラ
チンの多く入ったヨーグルトしか売っていなかったが、最近は贅沢なくらいバラエティーに富む
ヨーグルトが入手できてありがたい。一日に 2 ～ 3 回はヨーグルトを食べている。旅行中でも
朝食時にヨーグルトを探しまわる。今回の旅行では山羊の乳のヨーグルトをスーパーで見つけて
面白かった。南欧などヨーグルトをあまり食べる習慣のない国ではつらい。
自宅ではカスピ海ヨー
グルトやダノンの Bio など無糖か微糖のものを好み、きなこや胡桃などをまぜて食べている。
母が長年、骨粗しょう症で苦しむのを見てきたので、以前は毎日豆乳を飲み、最近ではイソフ
ラボンの錠剤をのんでいる。私は自称「健康オタク」でかなり健康に気を配ってきたが、いった
ん高止まりした体重は日々の体操や散歩くらいではどうしても減らすことができず、ポッコリお
なかを恥じ、悔しい思いをしてきた。ところが昨年秋、偶然に 10 ～ 15 分のジョギングを始め、
半年かかって 2 キロ近く体重を落とすことに成功した。夏場は速歩に切り替えるが、ジョギン
グは私にとって瞑想にもなり、走り終えた時の気分は爽快だ。夕方に走ることが多く、この適度
な疲れが良い眠りに貢献しているように思う。しかし毎日、模範的な暮らしをしているわけでは
なく、友達と会食する時などはワインも楽しむし、食べたいものを食べている。
私の母は食事中に心臓が急停止し大往生を遂げた。まさに食べることは生きることである。しか
し安全な水や食事、高度な医療は平和な国家が存立して初めて可能となることは言うまでもない。
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「激動の昭和」の記憶（Ⅰ）
山崎和夫＊
本誌 26 巻 3 号の瀬野悍二氏の随想を興味深く読ませて頂いて、それと重なる部分はなるべく
避けて、やはり育った場所や時代の異なる私の記憶を元に、歴史的正しさよりも、当時を生きた 1
人としての体験を綴らせて頂くことにする。年号は敢えて昭和で書く。25 を足して頂けば西暦に
なる。もっぱらうろ覚えの私の記憶だけを基に、友達にも聞かず、メールや書物もなるべく見ず
に書くので、思い違いや誤りも多いと思う。ご指摘を切にお願いしたい。昭和元年が 1 週間だけ
であったので、昭和 2 年 4 月 24 日生まれの私は、正確に昭和になって 4 カ月で誕生し、従って
母親の胎内にいた期間は大正時代の方が少し長い、およそ昭和生まれの第一走者の一人であった。
第1部

小学生時代（昭和 9 年～ 15 年）

末っ子の私の兄弟 4 人は、誰も幼稚園に行っていない。当時はそれが普通であった。
“昭和、昭和、昭和の子供よ、僕たちは”で始まる歌と
1）
「昭和の子供」の歌と共に、入学：
共に、私達の学校時代は幕を開けた。従って、名前に昭か、私のように和を付けた同学年生は多
い。大正生まれの上級生達には色々なニュアンスを込めて“昭和の子供が来（き）よった”と冷
やかし半分に、子供扱いされた。中学に入ったときもまだ面白半分に何度かそうだった。1 年生
の算数だけは私には易し過ぎたのが解った担任の先生が、算数の時間だけ 2 年生の組に連れて
行ってくれたが。上級生に変な目でじろじろ見られて、昭和の子供は居心地が悪かったので、2、
3 回で元に戻った。
2）昭和 9 年の室戸台風：夏休みには家族で父の誕生地・宇和島在の三浦村 ･ 大内に 2 週間
程行って、海で泳いだ。運動音痴の私は我流だが、泳ぐのだけは好きだった。その後も毎夏休み、
そうだった。中学生ぐらいになると和船を漕げるようにも成り、海では私は水を得た魚だった。
そんな夏休み明けの 9 月、2 学期が始まって、10 月の運動会の準備で、運動場で何かの練習を
していた 21 日正午近く、突然の大雨に皆で講堂へ避難した。朝登校する時には晴れていたのに。
当時は、ラジオと新聞以外の情報源はなかった。それが室戸台風と呼ばれた強い台風で、京都市
内でも、木造校舎が倒壊して、生徒をかばって亡くなられた女性教師の尊い犠牲の事が、翌日の
新聞に大きく報道されていたのを知らされた。初めて体験した自然の猛威であった。その頃は地
震の記憶はない。
3）皇太子殿下（現天皇陛下）の誕生：12 月 23 日“鳴った、鳴った、鳴った、サイレン、
サイレン

夜明けの街に。・・・・日嗣（ひつぎの）皇子（みこ）は現（あ）れましぬ！天皇陛

下お喜び、皇后陛下お喜び…”。又別の歌では“皇太子様、皇太子様、お聞き下さい、波の音、
お陰で元気なこの姿、嬉しや、ろん、ろん、ろん、楽しや、ろん、ろん、ろん・・・・”。又別
の歌の一節では“大内山に高光る日嗣ぎの皇子（みこ）は現（あ）れましぬ。喜び溢る大八洲（お
＊
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おやしま）・・・”。それまで皇女ばかりで、男性皇子の誕生が待ち望まれていた。当時は万世一
系の皇位の継承者を日嗣の皇子（ひつぎのみこ）と言っていた。多分その日は旗行列、その夜は
提灯行列があった。私はどうしたか記憶がない。
4）二 ･ 二六事件（昭和 11 年、私は 2 年生）
：五 ･ 一五事件の方は私は小さすぎて何も記憶
していないが、二 ･ 二六事件は、何か東京で大変なことが起こったことは、知って居た。しかし両
親を含む大人達が、何故かそのことに触れたがらぬ雰囲気が、何か子供心に不安？であったのは
覚えている。現代式には明らかに、クーデター未遂事件であったが、この二つの事件を経て、急
速に軍国調が進み、あの無謀な戦争へと転がり落ちていったのだから、私の不安は正しかったのだ。
5）お小遣い、1 銭で！：私が小学生の低学年の頃は、多分お小遣いはもらって居なかったと
思う。近所の駄菓子屋で、友達が“1 銭で”と言って何がしかの駄菓子を買って食べているのが、
うらやましかった。当時はまだ 1 銭銅貨で何かが買えたのだ！

私は両親からその種のお菓子

を食べることを禁止されていた。小学 4 年生の頃から 50 銭銀貨？をお小遣いにもらうように
なったと思う。何に使ったか記憶がない。やがてそれは兄達の真似で、切手蒐集に使われ初め、
約 70 年間かなりの変動はあったが、継続した。少し脱線して、当時の通貨のことを書くと、
10 銭、5 銭は白銅貨で、一時期それらはニッケル貨に変わった。戦時備蓄用とかで、昭和 14
年頃には姿を消した。1 銭は銅貨で、
1 円以上は紙幣だった。10 円札が現在の 1 万円札のように、
良く流通していたようだが、購買力などは別にして、全体に貧しかった当時は、10 円札は現行
1 万円札より遙かに貴重であった。100 円札も存在したが、普通滅多にお目に掛からなかった。
“一匹二匹、間（あい）の子、
6）
「どろじゅん」（泥巡）と「戦争ごっこ」又は「兵隊ごっこ」
：
取って逃げるは泥棒の子、追いかけるは巡査（の子？）”等と言って鬼ごっこをしたこともあった。
時には休み時間に、アー式と言ってアメフト？（当時は勿論そんな名前は知らず）まがいの蹴球
らしき物や、意味もルールも知らずオフサイ（多分今から思うとオフサイドのこと）と叫びなが
らボール蹴りの真似ごと等もして遊んだ。そのうちに放課後、現在のバプテスト病院の東側を流
れる清沢という小川が私の家から 50 ｍほどの所にあり、友達が私の家を集合地点にして集まっ
て、
清沢からそれに連なる瓜生山にかけてが、私達の「戦争ごっこ」の戦場であった。友達が訛っ
て“きょうさ”行こうと言って集まった。私は大人になって清沢という漢字を見るまで、
“きょ
うさ”とは奇妙な地名だなと思い続けていた。戦争ごっこ、と言ってもそこらに落ちている木の
枝や、木片を刀や時には機関銃に見立てて、時代も戦国時代から、近代戦争まで、総勢 10 人程
度が敵味方に分かれて山を走り回って遊ぶたわいもない物であったが。そんなに本気でやるわけ
でなく、石など危険な物は投げないし、偶になっている木の実は弾にして投げたかも知れない。
言わば泥巡を 2 組に分けてするような物で、初めから逃げ組と追い組に別れて、逃げ組は如何
に速く逃げて上手く隠れるか、追い組は少し遅れて出発し、如何に早く見つけて捕まえるか、の
遊びだった。私などはほぼ初めから戦力外だった。偶に転んだりして、小さい擦り傷をすること
もあったが、誰も別に事故はなかった。鈍くさい私は大将でなく何時も殿にくっついていた。合
計 10 人ぐらいでは、戦場が広すぎて隠れているのを見つけてもらえなかったりして、余り上手
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く遊べなかった気がするが、やがて止めた。小学生時代の私の呼び名、もしくはあだ名は“かー
さん”だった。またその頃、現在バプテスト病院に成っているところにあった、島津製作所の創
設者・島津源蔵さんの当時は珍しい洋館から、シルクハット型の電気（電池？）自動車で、現在
の御影道路を出勤される後を追って走ったりもした。その頃の御影道路はまだ舗装もされず、砂
埃が立っていたが、自動車そのものがまだ子供には珍しかった。そして、初夏になると藁布団に
蒸し茶が干されたりした。辺り一面は花畑でのどかなものだった。少し古い話になるが思いだし
たので、続きに小学校入学以前の昭和 7、8 年頃と思うが、その後北白川では最先端の高級住宅
地区となった小倉町にまだ牧場があって、多分母に連れられて牛乳を買いに行ったことがあった
と思う。やがて小倉町の南の方に現在は京大東アジア人文情報学研究センターに成っているが、
当時は珍しいスペイン風？の白い西洋建築が建ち、洋菓子のケーキを連想させたのか、私達子供
は、お菓子のお家（うち）と呼んでいた。話は変わって私が小学生の頃、兄 2 人と夏に家の裏
庭にあるざくろの木に成る実を食べて、口から種を相手に吹きかけて、大じゃれ遊びをして、3
人共シャツを大変汚し洗濯のねえや（女中さん、戦争末期以外は何時も居た）に代わって両親か
姉かに大目玉をくったことがあった。そのざくろの木は現在大木になって我が家の窓のすぐ外に
あり今でも時々食べるが、その隣にある柿の木に成る実を食べに今年で 2 度目だが、猿が数匹
でやってきて、追い払うのにひと苦労である。
7）ちいにい（小兄）の突然死で田中から山崎に（私は小学 4 年生）
：私は上の兄をおおにい（大
兄）
、下の兄をちいにい（小兄）と呼んでいた。後日おおにいが結婚した頃、兄嫁がそれを鬼と
聞こえて、弟から鬼呼ばわりされる人か、と怖れたという笑い話がある。私は 2 歳の頃 4 人の
内最後の祖母も亡くして居るので、昨日まで元気だったちいにいが昼休みに家から呼ばれて学校
から帰った私は、初めての肉親の死に仰天した。当時京都府立一中の 2 年生だったちいにいは
その前の夜腹痛に苦しみ抜き、朝京大病院に担ぎ込まれたときは、手遅れであっけなく死んでし
まった。腸捻転とか言う死因で、手当が早ければすぐ直る病気と言われた。それはまさに青天の
霹靂であった。昨日まで普通だった兄の死は、子供心に生死と言うことを、嫌でも思い知らされ
た。
私は田中和夫として生まれたのだが、小兄は母方の富山の実家を継ぐべく山崎健夫として育っ
たのだった。それでお鉢が私に回ってきて私が山崎家を継ぐことになったのだ。戸籍上はそのと
き既に山崎和夫に成っていたのだが、中学生の間もまだ田中和夫で通し、旧制第三高等学校（以
下三高と略称）に飛び級の 4 修で合格して、三高生になってから山崎姓となった。
8）靖国孤児第一号と成った級友Ｓ君：兄の亡くなった昭和 12 年 5 月に続いて、その年の 7
月には北京郊外で盧溝橋事変が起こり、やがてそれが拡大して、本格的な日中戦争に突入するこ
とになった。国内もこの頃から急速に軍国化が進んだ。この事変後予備役からすぐに招集された
Ｓ君の父親は、多分学校がまだ夏休み中に戦死され、9 月頃に北白川地区の葬儀があり、そのと
きのブラームスの葬送行進曲の悲しい調べは、今でも私の耳元に染みついている。こうして早々
と靖国孤児第一号と成ってしまったＳ君のそのときの顔も忘れられない。このような相次ぐ身近
な“死”は、私に何か心の深いところに、爪痕を残した。
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9）軍国調の拡大と、当時の軍国少年へ洗脳された私の愛読書？「我らもした戦はば」等：そ
の頃、敵陣の鉄条網を自爆爆破した江下、北川、作江の肉弾三勇士を讃える歌や、死ぬまで進軍
ラッパを手放さなかった木口鼓兵？とか、日露戦争の軍神広瀬中佐や、東郷元帥を讃えて、東郷
さんは偉いな、東郷さんは偉いなとか、バルチック艦隊に完勝を喜んで、
“日本勝った、日本勝っ
た、ロシア負けた、ロシアの軍艦底抜けた”など明治時代に歌われたであろう古い歌をどこかで
聞いた気がする。当時の私は、山中峰太郎著「我らもし戦はば」その他同じ著者の確か「戦艦大
和」
（当時はまだ実在しなかった）や、艦名は忘れたが、夢の巨大潜水艦の大活躍の作り話等を
良く読んだ。そして「我らもし戦はば」の後ろにあった付録頁の、巡洋艦以上の軍艦の艦名、艦
種、トン数、主砲、副砲の大きさと数、最高速力、製造年、等を総て諳んじていた。肉体はとて
も軍人向きでないが、一角（ひとかど）の軍国少年に洗脳されていた。また漫画では、田川水泡
著「のらくろ」シリーズや、「冒険だん吉」シリーズも良く読んだ。雑誌は月刊の「幼年クラブ」
から「少年クラブ」も愛読した。戦後になって、「我らもし戦はば」等、良くもそんな題名の本
を書いたか、書かせたかしたものだと呆れる程だ。
10）紀元は 2600 年の歌。大日本帝国の最後の残照：（私は小学生から中学生に）予定され
ていた東京オリンピックは夢幻と消え、愛国行進曲や太平洋行進曲など勇ましい響きの下、“金
鳩（きんし）輝く日本の
2600 年

栄えある光身に受けて

今こそ仰ぐ大詔（おおみこと）紀元は

ああ一億の胸は鳴る・・・・”。この年、色々の祝祭行事が、宮中や各地の神宮、神

社などで盛大に行われた。他方ヨーロッパでは、この前年に既に第 2 次世界大戦が勃発してい
たが、昭和 11 年（1936）のベルリンオリンピックは、悪評高いヒットラー総統が得意満面で、
盛大に挙行された。彼が若い頃の希望通り絵描きに成っていれば、20 世紀は全く違っていたと
私は思う。その映画「民族の祭典

美の祭典」は巧みな演出で、子供にも見事に見えて、私もわ

くわくしながら、見たのを記憶している。話を 6 年生 3 学期の私に戻すと、卒業を控えた最後
の学芸会で、講堂のテーブル上でイ組の私はロ組のＫ君と 2 人で化学実験を実演して見せた。
良く覚えていないが、単純で見やすい酸化か還元反応で、フラスコ内の液体が変色する実験だっ
た。見に来ていた母が、後日あんたがあんなに緊張して不安げ、言わばある種悲愴な顔をしてい
るのを初めて見たと感想を漏らした。

随想

355

Books 談義

Books 談義

Books 談義 20、シリーズ・ともに生きる科学：村田翼夫 編著
「多文化社会に応える地球市民教育−日本・北米・ASEAN・EU のケース−」をめぐって（Ⅲ）
（株）ミネルヴァ書房

￥3,500 ＋税

2016 年 4 月 15 日発行

ISBN978-4-623-07585-0

｢Books 談義 20｣ コメント 8

地球市民の育成は可能か？
木戸

裕＊

今年（2016 年）5 月に開催された伊勢志摩サミットに先立って、日米欧主要 7 か国（G7）
の教育相に EU、OECD の代表も含めた「G7 教育大臣会合」が、岡山県倉敷市で開催された（5
月 13-15 日）。同会合では、世界が、貧困、若者の失業、過激主義の台頭などに直面するなかで、
それらを教育力によって解決することを目指した「倉敷宣言」が採択された。同宣言の全文は、
下記文部科学省のホームページに掲載されている（http://www.mext.go.jp/component/a_
menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/17/1370953_2_3.pdf]）。 新 聞 報 道
によれば（
『読売新聞』2016.5.16、5.27 など）、同会合では欧州でのテロや難民流入といっ
た危機を背景に、教育は国際問題であるという認識で一致し、各国は共通の課題に、協力してそ
の解決に取り組むことが強調された。同宣言に盛り込まれた主な提言は、以下のとおりである。
・生命の尊重、自由、寛容、民主主義など共通の価値にもとづくシティズンシップ（市民精神）
の育成
・国により異なるさまざまな文化的、社会的、哲学的な背景を考慮した「客観的根拠をベース
とする教育政策」（Evidence-Based Education Policy）の推進
・グローバルな視点から生徒を指導することができる教員の養成
・包摂的かつ公平で持続可能な成長のための女児・女性のエンパワーメントの促進
・小・中学校段階からの国際交流、高等学校段階での交換留学プログラムの充実
・開発途上国の教育環境の向上に向けた支援の強化
とりわけこの宣言のなかで「教育によって、基本的な価値観である生命の尊重、自由、民主主
義、多元的共存、寛容、法の支配、人権の尊重、社会的包摂、無差別、ジェンダー間の平等を促
進するとともにシティズンシップを育成することは、極めて重要である」と謳われている点は注
目される。
前置きが長くなったが、本書は「国際力を発揮させ個性を重視する、多元的教育システムの構
築、グローバル化社会に対応する教育」はいかにして可能か、という現代教育の課題に対して、
比較国際教育学の第一人者である編著者がさまざま視点からアプローチした興味深い、意欲的な
労作である。
＊

元・国立国会図書館専門調査員（比較国際教育学）
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近年のグローバル化に伴い、多面的視野をもって、主体的に行動する市民の育成が求められて
いる。しかし現実には、課題はまだまだ解決していないどころか、手付かずのものも少なくない。
本書では、北米、オーストラリア、イギリスなどの先進国、タイ、スリランカなどのアジア諸国、
さらには ASEAN、EU という共同体における実践例を素材に、多文化教育、グローバル人材の
育成といった現在問われている教育の主要課題について、幅広い、多角的な視野に立った考察が
試みられている。各章には、それぞれの分野の専門家による多彩な論考が収められている。
本書全編を貫く基本テーマは、これからの「地球市民教育のあり方」であり、書かれている内
容は、それを実現するために必要な「多元的教育システムの具体像」の探求である。
こうしてみると、本書で取り扱われている内容は、期せずして上述の「G7 教育大臣会合」の
「倉敷宣言」で提起された問題意識に重なるものとなっている。また本書は、「倉敷宣言」の問い
かけに答える内容をもっている。
本書のキーワードは、前述したように「地球市民教育」である。このキーワードをめぐって、
さまざまな立場からの検討が行われている。
第 1 章では、地球的視野で考え、国際感覚（インターナショナル・マインド）を身に付けて
自発的、主体的に行動することの意義がグローバリゼーションの進展に伴う地球社会の出現を視
野に入れて論じられている。
第 2 章では、外国語教育、国際理解教育、多文化教育などの国際教育が、日本の教育のなか
でなかなか実現しない理由が分析されている。
第 3 章では、地球市民の育成に関して行われているわが国の国際理解教育、グローバル人材
育成の実践例が考察されている。
第 4 章では、地球市民の育成と関連する多文化教育の歴史と現状の特質について、異文化遭
遇という観点から、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスのケースが紹介されている。
ちなみにアメリカでは、母語や母文化を尊重し、差異の視座を重視する個性教育、学年枠を越え
た能力別学習が盛んである。カナダは、多文化主義政策のもとで、公用語に加えて継承語（母語）
学習に取り組んでいる。オーストラリアでは、
「グローバルに考え、ローカルに行動する」とい
う方針による地球市民教育が実践されている。イギリスでは、すべての子どもたちに個性的な創
造性を発揮させようとする多文化社会における創造性・文化教育が発達している。
第 5 章では、ASEAN、EU の事例が考察される。そこでは学校教育にとどまらず、より広い
領域における異文化との遭遇に始まり、対話、協働、共同生活などの経験を通して、新たな意味
での共同体が構築されつつある。そのプロセスは、多元システムを創造する方法の模索と捉える
こともできる。
第 6 章では、「万人のための教育」
（EFA）の実現を妨げている問題とその解決のための国際
教育協力の実情と課題について、ケニア、アフガニスタン、インドネシア、タイ、ミャンマーな
どの事例が、各執筆者の現地における調査結果、実体験にもとづいて解明されている。
最後に終章で、本書全体の総括が行われ、今後の研究課題として次の 3 点が挙げられている。
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それは、①グローバル社会に必要なライフスキルや汎用性のある技能を含めた地球市民育成の実
践的研究、②東アジア市民育成の方法論に関する研究、③多元的教育システムの確立を志向する
具体像を探る研究である。
このように本書においては、地球市民の育成を目指したさまざまな教育（個性教育、母語教育、
多文化教育、創造性・文化教育など）について、示唆に富んだ議論が展開されている。また、均
質化した社会であることを前提にしたわが国の単一的教育システムを改革し、多元的教育システ
ムを確立することの必要性が強調されている。全体として、異文化の価値を認め、異質なものと
の共存・共生を図るシステム、多様な能力・個性を発揮しやすいシステムの構築が喫緊の課題で
あるとしている。
「客観的根拠」にもとづいた論調になっており、いずれの章も説得力があり、
傾聴に値しよう。
関連して、本書では取り上げられていないドイツの「シティズンシップ教育」について、若干紹
介させていただきたい（拙著『ドイツ統一、
EU 統合とグローバリズム』東信堂（2012）を参照）
。
ドイツの教育学者 G. ヒンメルマン教授（ブラウンシュヴァイク工科大学）によれば、シティ
ズンシップ教育は、人権教育、政治教育・市民の（civic）教育、政治制度・政治体制の学習、
道徳教育、社会学習、経済学習、異文化間学習、メディア教育、グローバル学習（国際政治）
、
環境教育、ヨーロッパ学習、責任・市民としての勇気（Zivilcourage）、リーダーシップの学習、
平和教育、法教育、価値教育等々、多彩な内容が盛り込まれたものとされている。そしてこうし
た分野横断的な、総合的な学習が最終的に目指すところは「民主主義の学習」
（DemokratieLemen）であり、それがシティズンシップ教育であるとされている。このようにシティズンシッ
プ教育は「民主的な市民育成のための教育」であり、内容的には、広い意味での政治教育
（Politische Bildung）として捉えられている。ここで言う政治教育は、単に、政治機構、議会
制度、選挙制度等々を学習するだけにとどまらない。社会のなかで青少年は、どのようにして、
アイデンティティを確立していくのか、また社会は、それにどのように関与していくべきか、そ
うした「民主主義社会における共同体の基礎となり、社会に対し責在をもって行動できる、市民
が主体の社会を形成する」、そういう意味での政治教育が、ドイツでは目指されている。こうし
たドイツのシティズンシップ教育の考え方は、本書でいう「地球市民育成の教育」とその基本的
考え方の根底において、軌を一にするものがあるように思われる。
眼をヨーロッパに転じると、ヨーロッパ統合へ向けたさまざまな試みが教育面でも行われてい
る。しかし同時に日々の教育現実は ､ 西欧的な価値観と非西欧のそれとの葛藤 ､ 緊張をつねには
らみつつ重層的に展開されている ｡ たとえば宗教の自由をめぐる争点として、イスラーム教徒が
着用するへジャブ（スカーフ）を、イスラーム教の伝統的な流儀にしたがって、イスラーム系の
教員・生徒が学校でこれを着用することがよく問題になる。イスラーム教徒にとっては、これは
まさしく信教の自由にかかわる問題であり、これを禁ずることは当人の表現の自由を侵害するこ
とになる。一方、学校当局の立場に立てば、教員・生徒の行動が学校の正常な運営の妨げとなる
場合は、これを看過するわけにはいかない。こういう事例ひとつをとっても、日々われわれから
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は思いもよらぬ摩擦が形を変えて顕在化している。
西欧の価値観で、西欧の価値観を有しない人々にどのように対応するのか。そこで行われる教
育が、受け入れ国の教育理念を否定するものであったとする。それでも、多文化主義、異文化問
教育の教育理念からすれば、そういうものを容認しなければならないのか。西欧社会は、こうし
た課題を突き付けられているとも言えるであろう。
こうした異文化の対立や異質なものとの共存・共生と関連してとくに注目されるのは、第 5
章で論じられている新しい共同体の創造である。ASEAN や EU では国民に加えてアセアン市民、
ヨーロッパ市民の育成が課題となっている。さらに、南タイのヤラーにおける平和センターの試
みもたいへん興味深い。同センターでは、イスラーム教徒と仏教徒のリーダー達の対話を主とす
る平和カレッジを設立したが、その効果に限界があることが判明し、山羊や質のよい牛の共同飼
育、およびオイル・パームの共同栽培を始めたことが報告されている。その飼育や栽培は、イス
ラーム教徒と仏教徒の農民の協働作業により行われる。彼らは、協働作業を通してお互いに人格
的に交わり相互理解を深め信頼関係を築いている。その成果が、収入の拡大につながれば一層、
両者の絆は強化され地域社会の平和の確立に貢献すると期待されている。異文化の人々が同じ地
域に住んでいても、棲み分けるだけで交流もなく偏見を抱いているようでは、不信感が募ると暴
力沙汰やテロも起きかねない。協働作業を行うことにより深め合う相互理解と強め合う信頼関係
は永続的な平和につながると思われる。各地でテロが頻発する今日、このような協働事業を基盤
とする共同体構築の試みはとりわけ注目に値するものであろう。同事業は、多文化教育の実現に
もつながる要素を有している。
また、編著者が力説するように、社会の国際化、グローバル化、ポスト工業化、情報化や多文
化化の動向を踏まえつつ、多くの国々では、従来の国民教育に加えて、多文化社会と向き合い、
身の回りの問題を地球的視野で捉え、自発的、主体的に行動する市民の育成を考える市民性教育
（シティズンシップ教育）の重要性はますます高まっている。これからの教育は、国民教育のみ
に拘泥するのではなく、地球市民育成を目指した教育へと大きく舵を切っていかなければならな
いであろう。
人間としての普遍的な共通性を前提としつつ、文化の違いによる人間の個別性、特性を生かす
道はどこに見出されるのか、
これが現代教育に課せられたもっとも大きな問題のひとつと言えよう。
以上みてきたように、本書では、学校で行われている国際理解教育、外国語教育、多文化教育
などの国際教育の実情と課題が説得力をもって解明され、国民教育のみにおわらない地球市民教
育の実現に向けて不可欠な個別指導、母語教育、民族教育、多文化共生教育などのもつ意義、さ
らにはこれらを踏まえた多元的教育システムの構築について、さまざまな提言が盛り込まれてい
る。本書は、現場で実践する教員、子どもたちの保護者など、教育制度のあらゆる領域の関係者、
さらには政策形成にかかわる行政担当者、政治家等々、できる限り幅広い層の方々にぜひとも目
を通して欲しい書物である。
2016 年 9 月 5 日
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地球市民教育の可能性−タイと日本のケース
森下

稔＊

本書のタイトルでひときわ目を惹いたのは、
「地球市民教育」というキーワードであった。四
半世紀ほど前、筆者が大学院生として比較教育学の入り口に立ち、タイの教育についての研究に
取りかかり始めた頃の経験を思い起こさせた。それは、どちらかといえば苦いものであり、筆者
の中では蓋をしてきたものでもある。
当時、ベルリンの壁崩壊に象徴されるような東西冷戦の終結、衛星放送や携帯電話の普及に象
徴されるような国境を越える情報化の進展が見られ、筆者が研究のフィールドに選んだタイも、
グローバリゼーションの大波に飲み込まれようとしていた。タイは植民地支配を経験しなかった
が、20 世紀初頭から近代的学校教育を自ら創始し、国民統合のための教育を展開させてきた。
1960 年代以降になると、伝統的な農業社会からの工業化を目指す国家的な経済社会開発を支
える人材育成の機能も学校教育に期待されてきた。タイの近代的学校教育は、おおまかに上記の
二つの機能で進められてきたとみることができる。そのうえで、1990 年代のグローバリゼー
ションの初期にタイでは大変なことが起きていた。
1991 年の軍部によるクーデターに対して抵抗を試みたタイにおける民主化運動は、1992
年の「残虐の 5 月事件」において多数の犠牲者を出しながら、決して屈することはなかった。
軍部は地上波の国内テレビやラジオをその統制下に置く旧来の手法に頼って、民主化運動の押さ
え込みにかかっていた。しかし、経済発展によって生まれていた新中間層の人々は、香港などの
メディア報道を衛星放送で受信したり、携帯電話で互いに情報を伝達したりして、情報統制の網
を破る手段を手に入れていた。国内メディアでは平穏と伝えられたバンコク市内の状況が、操作
された偽りの情報だと分かっていたのである。情報統制では民衆の動向を抑えきれなかった軍部
は、同国民に対して銃口を向けざるをえなかった。結局、軍部出身の暫定首相と民主化運動指導
者が国王の前にともに跪き、和解に至った。
このような情報のボーダレス化状況を筆者は目の当たりにして、為政者にとって都合の良い国
民統合教育は、どのように変わっていくだろうかということに強い関心を覚えていた。
国民統合のための教育とは、国境の内側に居住する住民に対して、国民としての自覚を持たせ
るための教育のことである。人は生まれ落ちたときに国民意識を兼ね備えているわけではない。
しかし、ある程度成長したときには、国民意識を持っている。それは自然に備わるものではなく、
国民国家がその存立のために企図した教育によって国民になるのである。タイにおける国民統合
のための教育に関しては、本書の編著者である村田翼夫氏（『タイにおける教育発展－国民統合・
文化・教育協力』東信堂（2007）ほか）や執筆者の一人である野津隆志氏（
『国民の形成－タイ東

＊

東京海洋大学教授（比較教育学）
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北小学校における国民文化形成のエスノグラフィー』明石書店（2005）ほか）による研究に非常に詳

しい。その特徴を端的に言えば、中央による統制が効いた同化主義的な国民形成である。野津氏
の著に即して言えば、単に授業内容で国民意識を醸成するばかりでなく、テレビ・ラジオの普及
と相まって中央タイ語の使用が徹底されるとともに、儀礼における立居振舞いの身体訓練を伴う
学校仏教や、地方を巡幸する国王の視覚化によっても国民形成が進められた。単一な「タイ人ら
しさ」への同化だったと言っても差し支えないであろう。本書タイトルにある「多文化社会」の
考え方は、近年になって教育政策で指摘されるようになってきたものである。この「タイ人らし
さ」が、新中間層の人々にとって、ボーダレス化を受けてどうなっていくのか、非常に気になっ
た。もし、新中間層の人々が国民統合のための教育によって涵養された「タイ人らしさ」を旧来
の支配者層に都合のよいものにすぎないとして否定したら、彼らはどのようなアイデンティティ
を形成することになるのか、という疑問であった。
携帯電話と衛星放送を武器に、新中間層が「タイ人らしさ」を超えていく先に何があるのかを
考えたとき、自らが何者か、つまりアイデンティティとしてコスモポリタンのそれを考えるので
はないかという着想を筆者は持った。「グローバル市民」
「地球市民」としてのアイデンティティ
と言っても良いかもしれない。つまり、自分自身が「タイ人」であることが、壮大な共同幻想で
あることを見破り、
「タイ人」であることを脱ぎ捨てたとしたら、代わりになるアイデンティティ
として普遍的な「人類」
「地球人」であるということを積極的に考えるのではないかと考えたの
である。そこで先行研究を当たってみたところ、私の仮説にフィットするような説として、𩵋住
忠久氏が「グローバル教育」「地球市民」を唱道しているのを発見した。例えば、『グローバル教
育－地球人・地球市民を育てる』黎明書房（1995）である。ちなみに、𩵋住氏は二宮晧氏などと
ともに、ジョン・コーガン氏を代表者とする市民性教育に関する大規模な国際共同研究に参加し
ていたとのことである。そこで、筆者は𩵋住氏の著作を自説に都合良く引きつけて、タイ国家に
とって正統的な「タイ人らしさ」に代わって、国家にはとらわれない普遍的な価値観として「地
球市民」が新中間層の間に広まるのではないかという仮説を立てた。
そこで冒頭の話に戻るのだが、そのような研究構想を構築しようとしていたとき、別の研究室
の教授から「グローバル教育」や「地球市民」のような用語・概念はよほど注意して使わないと、
と助言を受けた。𩵋住氏ただ一人が唱道しているもので、学界では異端扱いだとも言われた。日
本の教育学では、国際化が進めば当然のように日本人としての誇りと伝統文化への深い理解が必
要になるという論が主流で、実際に当時の学習指導要領の改訂もその方針で進められていた。そ
れに対して、「地球市民」は実態がないという批判的な指摘であった。日本の公民教育論におい
ては、
「日本人としての自覚を持った上で、国際社会で活躍する人物像」が正統であって、「日本
人としての自覚を持たない地球人」という考え方は到底受け入れられるものでもなく、実態もな
かった。同様に、空想の次元でタイ人の価値観を議論しても、誰も説得力を感じないという、警
告を受けた。𩵋住氏に対する厳しい評価が妥当であったかは別として、思い込みだけでタイ人を
語ろうとすることはたしかに空理空論であった。若くて尖っていた筆者は憤慨し、悔しさを隠せ
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なかった。ただ、ありがたいことに、自分の研究室の教授や先輩方に「もっと地に足が付いたも
のにしたらどうか」という助言も受けた。そこで、
「グローバル教育」や「地球市民」の概念に
は蓋をする決断をして、タイ人がどのような価値観を形成しているのか、「タイ人らしさ」とは
何かということを、予断をできるだけ持たずに追い求めることに取り組んだ。
その後、しばらくはタイにおける教育機会に関する研究に取り組んだが、再び「タイ人らしさ」
に関わる研究に携わったのが、平田利文氏を代表者とする「タイと日本における市民性教育の比
較研究」であった。
『市民性教育の研究 －日本とタイの比較 』東信堂（2007）を参照されたい。
この研究では、21 世紀の社会において必要とされる市民性（シティズンシップ）の資質を、先
行研究やタイ・日本両国のカリキュラム分析から導き出した。それらは、ローカル・ナショナル・
グローバルなそれぞれのレベルでの市民性があり、多元的なものとなった。この多元的市民性（あ
るいは多重的市民性）の考え方は、コーガンの研究でも見られ、ウィル・キムリッカの研究、『多
文化時代の市民権—マイノリティの権利と自由主義』晃洋書房（1998）でも論じられている。平た
く言えば、ナショナルなレベルの市民性とローカルおよびグローバルな市民性とは多重的に共存
できるということである。本書の視点にも通底している。村田氏が本書の中で、地球市民とは、
「地
方民、国民、地域市民、地球市民のように多層的アイデンティティの一層として把握することが
必要である」（終章、286 ページ）と述べていることから明確である。
多 層 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 一 つ で あ る「 地 域 市 民 」 と は、 本 書 の サ ブ タ イ ト ル に あ る、
ASEAN や EU のような国家を括る地域の市民である。上述の平田氏の研究にはなかった視点で、
村田氏の指摘を受けて、平田氏は ASEAN 諸国の市民性研究に展開させた。本書第 5 章で論じ
られているように、2015 年 ASEAN 共同体の発足に向けて、｢ アセアンネスのための教育 ｣
が提唱され、加盟各国でそれぞれの文脈に合わせて ASEAN 市民としての自覚と誇りの涵養を
促進する教育が展開されることになった。とりわけ、タイでは盛んに行われている。本書では、
タイ北部の中心都市チェンマイにおける調査結果が紹介されているが、タイ人アイデンティティ
と ASEAN 市民アイデンティティは、葛藤なく両立していることが確かめられている。
このようなことで、筆者が若いときに断念した「地球市民教育」を堂々とタイトルに掲げた本
書に、感慨深い思いを抱くものである。筆者はかつて、国民統合のための教育を過剰な同化を進
めるような、押しつけの教育であると考えていたため、それを打ち負かす軸として地球市民教育
を提起しようとしていた。後に考えれば、あまりに浅はかであった。
国民統合のための教育について考えるときには、多文化状況でどのように展開されているかを
見ると、その特性が分かりやすい。具体的には、少数民族や移民・難民の教育である。その点、
本書では、南タイのマレー系ムスリムについて（第 5 章 2 節）、あるいは移民の子女について（第
6 章 3 節）において、多文化社会のそれぞれの在り方と教育の課題および課題解決の方向性が
示されている。特殊事例のようで、実はタイ教育の本質を浮き彫りにさせることができる重要な
事例であると思われる。他者に寛容で、多様性を尊重しながら共生する社会の構築は、タイの将
来に向けて非常に重要な課題である。工業国への転換を果たし、中進国化を実現させた ASEAN
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の主要国としての一面を持ちながら、南タイの対立・紛争、黄シャツと赤シャツの対立、それに
続くクーデターとごたごた続きのタイ。2016 年 8 月には、東南アジアで最も軍部の影響力が
強い政府を規定する新憲法案が国民投票にかけられ、賛成多数の結果となった。一連の動きを見
ていると、タイ人同士で寛容さがなく対立ばかりしている国民性に見える。しかし、教育政策の
上では、1999 年国家教育法以降、多文化主義的で、他者に寛容な共生社会の構築が目指され
ており、その考え方はかなり浸透している。思えば、本書で紹介されているヤラーの「平和セン
ター」を設立したルン・ゲーオデーン氏が教育政策立案の主導者であった時代から、このような
政策が一般化した。そのルン氏が教育副大臣を退いた後、ヤラーに身を投じて、この地の平和構
築に心血を注いでいる。極めて意義深いばかりでなく、人としての生き方に感嘆せざるを得ない。
ヤラーで始まった小さな一歩が、軍事国家の様相を呈するタイに少しずつ染み渡り、いつか多様
な他者との共存共栄を可能にさせるのではないかと期待したい。
翻って日本の教育に目を転じると、筆者には明るい兆しが見えない。2006 年に改正された
教育基本法に引っかかりを覚えるのである。本書でも、端的に「単一教育システム」と批判され
ている。教育基本法については、家庭教育や私立学校、生涯学習にまで規定が及ぶのは、国民の
教育の自由を制限するようなものだとある（66 ページ）。筆者も同感であるが、さらに指摘し
たいのは、多様な他者を尊重し合う社会とは正反対の圧力が感じられることである。もとより、
第 1 条で「国民の育成」とのみあって、日本に暮らす日本人ではない子女の教育が範疇にない
ことは多く指摘されている。加えて、第 2 条の教育目標規定において、「公共の精神に基づき、
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う」とあることに留意したい。ここ
でいう「公共の精神」とは何か。普段の言葉遣いの「公共」とは同じではない。日本人であるか
らには、誰もが生まれつき共通に持つべき日本の全体性にその一員として奉仕し、寄与すべしと
言う、一員性を要求する精神と解される。政治的文脈ではしばしば「新たな公共」と称されてい
るものである。筆者が危惧するのは、ここで要求されている精神性について、国民および日本に
居住する人々には合意されないままに規定され、要求されているのではないかということである。
道徳の「特別な教科」化がその表れとならないだろうか。大げさではなく、
「心のノート」には
他者とのつながりではなく、個人の内面にばかり切り込む内容が盛りだくさんである。つまり、
個人の内面の在り方に、教育法規定によって制限をかけているというようにも捉えられるのであ
る。簡単に言うと、国家は国民を統治の対象として、日頃のくらし方や心がけに至るまで、国家
に貢献するようにのみ求めている。たしかに条文のみでは、解釈過剰と思われるかもしれない。
しかし、法改正の主導者たちが何を本音で考えていたか、官邸 HP に公開されている「21 世紀
日本の構想」懇談会最終報告書「日本のフロンティアは日本の中にある－自立と協治で築く新世
紀－」
（http://www.kantei.go.jp/jp/21century/）を見れば明らかである。本書が提起する「地
球市民教育」とは、およそ相容れない内容にあふれている。
「地球市民教育」の将来に、筆者も大きな期待をもつものであるが、同時に日本において最も
困難ではないかとも恐れている。国民間の格差や対立が明らかなタイの場合には、教育政策や学
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校での実践では、葛藤を乗り越え、多様な他者を尊重し合う、多重的なアイデンティティ形成が
進んでいる。対して、日本では異質な他者との共存は考えられず、生まれながらにして持つべき
日本人としての資質への統合が、世間に知られることなく、ひたひたと進められている。本書の
問題提起が楔となって、筆者の危惧が杞憂に帰するように願いたい。
2016 年 9 月 16 日
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イスラーム世界との共生
西野節男＊
1．書名について：地域と地域共同体
本書の「地球市民教育」というタイトルは現代の要請を反映したものであると認識はするもの
の、同時に面はゆい感じも拭えない。編著者の村田は世界市民という用語もあわせて使っている
が、世界市民は 20 世紀的な感じがして、やはりグローバル化（グローバリゼーション）が進む
現 代 は「 地 球 市 民 」 で あ ろ う か。 英 語 で「 グ ロ ー バ ル・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」（Global
Citizenship）、確かに魅力的なスローガンではあるが、その構想と実現は容易ではない。望まし
い「地球市民教育」をいかに創造・想像していくのか。比較教育学を専門とする編著者が、その
研究の歩みの中で、ヒントを自ら得るために、あるいはヒントを読者に提供するために編んだ一
書と言える。
副題の「日本・北米・ASEAN・EU のケース」というのも妙な取り合わせである。日本・北
米という国・地域名称に続いて、
「ASEAN」
「EU」という地域の組織（機構）名称がならんで
いる。日本語では、東南アジア諸国連合、欧州連合であり、それぞれ地域統合体の名称であって
国・地域名称ではない。国家をこえた地域統合体としての ASEAN と EU を副題に含めたのは、
先の「地球市民」に呼応させるためであろうか。この地域統合体であるが、名称は一方が
association で、他方が union である。Southeast Asian Union は可能なのか。ASEAN は
ユニオンと呼べるものになりうるのか。ラテン語を媒介としたキリスト教世界としてのヨーロッ
パが、その後、民族語に基づく国民国家体制に分立したのを、あらためて国境の壁を取り払い、
一体のものとして想像しようとする試みであるのに対して、東南アジア地域は一度として統一的
な政治体制も一体としての共通意識も経験したことがない。大きく大陸部と島嶼部に分けること
ができ、東南アジア大陸部がパーリ語、サンスクリット語を媒介とした小乗仏教世界、島嶼部は
マレー語（アラビア文字表記のマレー語でジャウィと呼ばれる）を媒介としたイスラーム世界に
特徴づけられる。しかし、それぞれ大陸部には大乗仏教世界（ベトナム）が、島嶼部にはキリス
＊

名古屋大学教授（比較教育学）
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ト教化されたフィリピンが含まれ、宗教的同質性の高い地域としても捉えがたい。ASEAN は
当初は反共産主義体制の 5 カ国の国家連合として組織されたが、その後の近隣諸国の社会主義
体制の崩壊もしくは変転にともなって加盟国が 10 カ国に増加した歴史をもつ。
そうした点はさておき、この二つを地域として東南アジア、ヨーロッパと捉えるとして、この
副題に含まれていない地域、あるいは副題から除外された地域が気になる。世界の全ての地域を
表題に網羅することは不可能としても、ここで四つだけが特に示されるのはなぜなのか。取り上
げられないのは「地球市民教育」がまだ考えられない地域なのか。それともただ単に著者グルー
プでカバーできないだけなのか。中南米、アフリカ、中近東、中央アジア、南アジアなどが含ま
れないことに気づく。この書籍は、編著者の村田の他に何名かの著者が加わっており、表題には
でていないが、東アジア（韓国）、アフリカ（ケニア）、西アジア（アフガニスタン）、南アジア（ス
リランカ）の事例も含まれる。東アジア（韓国）は 3 章「国際力の形成」で、南アジア（スリ
ランカ）は第 5 章「新しい共同体の創造」で、あとの二つは第 6 章の「国際教育協力の実情と
課題」で取り上げられている。6 章の関連するテーマも EFA（Education For All）、障害児と
インクルーシブ教育、国境地域における移民問題というように幅広く、具体的な記述で興味深い。
確かにグローバルな次元での思索につながり、今後の「地球市民教育」を考えるための多くのヒ
ントが含まれている。これまでの比較教育学の書物は、国家と国民教育制度を中心に編まれるこ
とが多かったが、本書はそれらとは一線を画そうとするものと言える。

2．
「新しい共同体の創造」の試み
我が国の画一的教育に対する批判にはじまり、国際的な次元に目を向け「地球市民教育」を探
求していくというスタイルだが、編著者の村田自身の実際の経験にもとづく記述と考察が散りば
められており、興味をそそられる。一般的な研究書とはいくらか異なり、村田自身がしばしば主
体として登場する。それが目立って現れるのが第 5 章「新しい共同体の創造」のところである。
最初に京都「国際学生の家」Kyoto International Student House が取り上げられている。こ
の部分は村田自身が若い時に経験した一つの共同体に関する記述である。「国際学生の家」は、
1965 年に外国人留学生と日本人学生が共同生活を行うことを目的に設立されたらしいが、そ
こで村田は 1965 年 -1968 年まで自ら共同生活を送った。創設間もない頃の実際の体験である。
インド系の学生の掃除忌避にまつわるエピソードなども面白い。毎年発行される Year Book か
ら、
「国際学生の家」の目的と原則が英語原文のままで訳さずに引用されている。3 つの特徴に
ついてのまとめがあるが、原文の微妙なニュアンスがうまく伝わるような日本語訳があっても良
かった。
「国際学生の家」では国籍、人種、文化、宗教などの異なる学生が共同生活を送りつつ、
共生社会のモデル作りが目指された。高等教育就学率がまださほど高くなかった時代に創設され、
国際社会で活躍できる国際人育成の場を提供してきた。
次に取り上げられるのが南タイ ･ ヤラー市の「平和センター」であり、ここも村田自身が訪問・
実見している。南タイはマレー系ムスリム（イスラーム教徒）と、仏教徒タイ人との間でしばし
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ば紛争が起きてきたことで知られる。タイは仏教の国だが、マレーシアと国境を接するタイ南部
（パッタニー、ヤラー、ナラティワット、ソンクラーの 4 県）には歴史的に多くのマレー系ムス
リムが住む。20 世紀初め植民地支配が拡大するなかで、この地域におけるタイの宗主権が確立
し、タイの国家形成がはかられてきた。その過程で宗教・民族的なコンフリクトがもたらされ、
マレー系ムスリムの中には、タイからの独立を志向する人々も存在する。この「平和センター」
というのは、経験を共有することによってマレー系イスラーム教徒とタイ仏教徒の共生をはかり、
南タイに平和をもたらすことを目的とする。これまでもマレー系ムスリムに対する進学機会を拡
大したり、地域の高等教育機関にイスラーム研究部門を設置するなどの施策は行われてきた。し
かし、イスラーム教徒と仏教徒が直接顔を突き合わせて共同で作業を行い、相互理解をはかろう
とする試みはこれまでなかったもので、実に興味深い。具体的な活動として青年キャンプやヤギ
の共同飼育などの事例が紹介されている。少し脱線するが、これまでヤギが南タイで飼育されて
こなかったということを私は知らなかった。ヤギは評者がフィールドとするインドネシアではご
く普通に見られ、東南アジア・イスラーム世界では食生活からも宗教儀礼からも山羊は欠かせぬ
ものと思っていた。インドネシアのサテカンビン
（山羊の串焼き）、グライカンビン（山羊のカレー）
は実に旨い。メッカ巡礼の中日にイスラーム世界全体で祝われる犠牲祭（イドル・アドハ）でも、
一般に牛か山羊が犠牲として屠られる。イスラーム化されると、それまでのブタの飼育からヤギ
の飼育に変わるものと思っていた。
「平和センター」で試みられたヤギ銀行が 2012 年に廃止さ
れたというが、その理由として、ヤギが気候にあわず病気がちになるとか、貸した雌山羊を村人
が返さないということが示されるが、果たしてそれが本当の理由だろうか。山羊をめぐる宗教・
文化的な意識の違いを乗り越えるのが難しかったのではないだろうか。

3．植民地支配と「想像の共同体」
隣国のカンボジアでも、仏教徒が多数を占める中、数％のムスリム（クメール・ムスリム）が
居住している。タイと似た面もあるが、カンボジアのムスリムにはチャンパ以来の長い歴史があ
り、クメール人仏教徒と平和に暮らしてきたことで知られる。殺生が禁じられた仏教と仏教僧侶
に対して、ムスリムはハラール肉（食すことが許される肉）のための屠殺の方法が定められてい
るが、殺生自体は禁じられていない。そのためムスリムが屠殺食肉業をになうといった分業体制
が共生の一つの理由であるとの説もある。
カンボジアのムスリムも南タイ、マレーシア北部とのつながりが強い。彼らはイスラームの学
習のために、パッタニーなど南タイやマレーシア北部に留学し、マレー語を介してイスラームを
学んだ。ポルポト期には宗教弾圧、知識人迫害で多くのイスラーム指導者を失った。和平がもた
らされたあと、世界各国から復興支援が行われ、その中にアラブ諸国によるイスラーム教育支援
も含まれた。しかし、それが中東イスラームの過激思想の流入を招いた。現にイスラーム過激派
の影響があるとされた学校が一時閉鎖される事件にまで発展した。イスラーム世界としての一体
感、そして同胞意識に基づく支援ではある。しかし、それによってマレー・イスラームのローカ
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ルな文脈だけでなく、アラブ・イスラーム、そしてグローバルなイスラーム世界との連帯意識に
拡大した。見ず知らずの人たちとの連帯意識が、善くも悪しくも、時として国際化、グローバル
化とネット世界の広がりで形成されるということである。
振り返って、南タイ地域の紛争の根は植民地支配に遡ることができる。この地域は 1909 年の
イギリスとシャム（現在のタイ）の条約によって、タイへの帰属が明確にされた地域である。そ
れに先立って、マレー半島におけるイギリスの支配権も確立されていた。それはイギリスとオラ
ンダの間で交わされた 1824 年の英蘭条約である。この条約によって、マラッカ海峡を隔てて東
側のマレー半島がイギリス、そして西側のスマトラ以南がオランダの支配地域として確定された。
イギリスは当初はペナン、シンガポール、マラッカの拠点を押さえるだけであったが、1874
年のパンコール協約以降、イギリス人駐在官を派遣してマレー半島内陸部への干渉を拡大強化し
ていく。マレー半島で北に向ってタイ（シャム）との境界をはっきりさせたのが、先の 1909
年の条約である。その結果、境界から南のプリルス、ケダ、クランタン、トレンガヌはイギリス
の影響のもとにおかれ、その後、これらの地域はマラヤ連邦の一部としてイギリスの植民地支配
から独立し、さらに 1963 年にはマレーシアを構成する諸州となった。それに対して、シャム
側に帰属することになった地域が南タイの 4 県である。伝統的なマレー・イスラム世界は現在の
インドネシア（スマトラなど）
、マレーシア（マレー半島）
、タイ南部に跨がって存在し、特にパッ
タニーはイスラームの学問の中心で、多くの学徒が集まってきた。スマトラ、マレー半島や遠く
カンボジアからもイスラームを学びに来た。植民地支配の強化によっても、そうした行き来が途
絶えることはなかったが、
宗主国で決められた境界（国境）は次第に現実的なものになっていった。
それぞれの植民地支配は、その官僚機構の整備とともに、パラレルに形成される中央集権的な
近代学校制度をもたらした。この近代学校制度がナショナリズムの意識形成に果たした役割を鮮
やかに描いたのが、ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』（注 1、2）である。スマトラ
の人たちは、狭いマラッカ海峡を隔てるだけのマレー半島西海岸の人々を外国人と見なし、何千
マイルも東に離れた宗教も人種的にも異なるアンボン人を同胞と見なすようになった。そうした
同胞意識が植民地教育制度によってもたらされるプロセスが見事に描かれている。教育ピラミッ
ドの頂点への旅、すなわち村々の小学校、大きな町と州都の中学校・高校、そして植民地の首都
バタヴィヤにある高等教育機関へと、教育の階梯を登る巡礼の旅を続ける。｢ そして、おそらく
かつては敵対していた土地からやってきた旅の同伴者、小学校では村々から、中学校、高校では
さまざまの民族言語集団出身の、そして首都の高等教育機関では植民地の全域からやってきた巡
礼仲間と巡り合った ｣。そして同じ共通の学校経験をもち、そして植民地の地図に「同級生のな
まりや人相によって日々確認される、はっきりした領域的輪郭をもつ想像の現実性を付与」した。
これがナショナリズム（＝「想像の共同体」
）の意識形成につながった。宗教・言語・民族の違
注 1）

ベネディクト・アンダーソン（白石隆・白石さや訳）：『想像の共同体
ロポート、203-207（1987）

ナショナリズムの起源と流行』リブ

注 2）

『思想』第 8 号、Ｂ．アンダーソンの仕事、岩波書店（2016）
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いをこえて、そして国境で分かたれた領土内で共有される同胞意識の形成には、このように教育
の巡礼（教育の階梯をのぼる首都への旅）が大きな役割を果たした。

4．
「地球市民」の共同体意識は可能か
イスラーム共同体はウンマと呼ばれるが、正にイスラームは共同体の宗教である。そこには共
同体意識をもたせるような様々の仕組みが用意されている。
（翻訳を認めない）アラビア語の啓
典クルアーンの読誦、集団礼拝、ラマダーン月（イスラーム暦第 9 月）の断食とイドリ・フィト
リ（断食明け大祭）
、
メッカ巡礼（イスラーム暦 12 月－ズール・ヒッジャ月－に全世界のイスラー
ム教徒がメッカに詣でる）と巡礼中日のイドル・アドハ（犠牲祭）など、民族・国家の違いをこ
えて、イスラーム教徒が共有する経験である。実際にメッカ巡礼には毎年、全世界から 200 万
人をこえる人々がメッカに集り、時を同じくして一連の巡礼行事を共にする。モスクで日々顔を
つきあわせる共同体から、地理的な境界をもたない（国境で隔てられない）
、顔も知らない人々
との間の「想像の共同体」に至るまで、経験の共有を通して、ムスリムとしての同胞意識が形成
される。他方、ナショナリズムは先にみたように、中央集権的な近代学校制度を媒介とし、それ
は国境内に限定されるが、教育の巡礼による経験の共有を通して、地域内で宗教・言語・民族の
違いをこえ、これも遠く離れて顔もしらない人々との間に想像される共同体意識につながる。
こうした宗教共同体やナショナリズムを越えて、国や宗教、民族などの違いをこえた「地球市
民」は新たな共同体として如何に意識され、想像されるようになるのか。「地球市民」としての
生身で経験される共同体性を、「想像の共同体」にまで昇華する教育の仕組みは、どのようなも
のが考えられるのか？ 容易ではないが、それを実現するための教育の可能性が、本書の中で取
り上げられた多くの材料の中から見つけ出すことができるかもしれない。
2016 年 9 月 17 日

Random Scope
全地球ウィルスの包括的調査
ウィルスは地球上で最も普遍的な寄生生物体であるが、その全貌はつかめていない。今回多様
な地球環境から収集された、3 千以上の資料に由来する、5 兆（512）に及ぶ塩基配列を解析
したところ、既知のウィルスの 16 倍の新規ウィルスが発見されたが、まだ未知のウィルスの存
在が予想される。今回の解析では、細菌免疫系スペーサー配列 CRISPR や転移 RNA がウィル
ス宿主の同定に貢献した。
（Yan）
Paez-Espino, D. et al.: Uncovering earth
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編著者に語りかける読後感
岩槻邦男＊
書評を、本書の編著者に語りかける形式で述べることに、理由が 2 つほどあります。一つは、
話題の焦点が医療であり、わたしは内容について、門外漢であることは間違いない点です。その
上、心疾患を発症し、入院加療を受けて以来、もう 10 年ほど薬という人工物の助けを借りてい
のちをながらえている現実があります。しばしば、多少自虐的にですが、自分のいのちは今では
natural なものではなく、artificial に延長させてもらっているのだといいます。80 歳を過ぎて
からは、あちこち不具合があって、診てもらう度に、加齢にともなうものですから、などと説明
を受けて納得してしまいます。それでも、医療は一方的にお世話になる立場、それがどうあるべ
きかを実践し、語る立場にはありません、
どうあってほしいかという個人的な希望はいろいろあっ
たとしても。
もう一つの理由は、この本が連歌形式で上手にまとめられている点に感動したからです。複雑
な内容が含まれる課題を、発句から挙句へ、それぞれに関連させながら読みやすく、構成されて
います。難しい課題にも、思わず惹き込まれて読み進めていました。
このシリーズは、「ともに生きる」が主題です。生きるという意味は、わたしたち基礎生物学
に関わるものにとっては、「生きているとはどういうことか」を解くべき課題ですが、医学では、
人の健康を維持するという役割と不可分離の課題です。もちろん、わたしたちも、植物を材料に
して解析を進めながら、いのちといえば、自分が生きていることをいつも念頭から離してはいま
せん。その意味では、科学における基礎と応用は、異なった側面としての意味はあっても、異質
のものではありません。
先日、今年度のコスモス国際賞をいただくことが決まったという連絡をいただきました。コスモ
ス国際賞は大阪鶴見で開催された 90 年花博の理念を継承発展させるために設けられたものです。
賞の顕彰の理由が 3 つにまとめられていますが、その最初に掲げられる「人と自然の共生」は、こ
のシリーズが深く関わっている課題で、この本の談義のコメント 1 の紹介でも学ぶことができます。
賞の顕彰の理由の第 2 項には「統合的な科学の構築への貢献」があげられています。このシリー
ズを見てみますと、全体の構成でもいえることですが、本書の編著者が最後のコラムでまとめられ
た議論は、医療と医学を繋ぐ統合化の勧めです。医療と医学という区別された 2 つの領域を寄せ
＊

人と自然の博物館名誉館長、東京大学名誉教授（植物分類学）
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合わせるのではなく、
2 つの側面を一体化する統合の意義を強調される点に強い関心を抱きました。
たまたま、今わたしもある企画に沿ってナチュラルヒストリーの総説をまとめており、原稿は
ほぼ完成しています。企画の都合で、本になるのは少し先です。ここでも、近代科学の専門分化
の意味を問い、生きているとはどういうことかを問うための科学の統合とは何かを追究している
つもりです。わたしたちの領域の議論では、人のいのちに直接貢献する成果が出るはずはありま
せんが、
議論の方向が同じであることに、
科学の普遍性を読み取らせてもらいます。同じ原理にそっ
て論証しようとすることが、人知の向かう先をともに探求するものであることを念じる次第です。
科学の専門領域の細分化が論議され、文理融合などという標語と共に科学の統合化が語られる
ことはしばしばありますが、具体的に統合を推進する科学の実態が示される実例はあまりありま
せん。複数の専門教育を適当に併合しても、最先端の科学を統合するにいたらないことは現実が
示す通りです。本書で、専門領域で成果をあげている人が、医学と医療の統合を目指して取り組
んでおられる具体例に共感を覚えた次第です。
わたくしも、本シリーズの第 2 集「共生する生き物たち」に参加しており、このシリーズも
あと 1 冊で完結ですので、いい終着点に到達するよう期待します。
2016 年 7 月 31 日

｢Books 談義 21｣ コメント 3

核心の死生観を連歌形式で ｢語る｣ 意味
亀山純生＊
最初にお断りするが、私は医学・医療問題の門外漢である。倫理学に関わり、宗教の人間学的
意味や環境倫理をテーマとするので、生命倫理にも少し関心を寄せてきたにすぎない。そんな私
にとって本書は実に刺激的であり、多くを考えさせられた。その一端を感想風に紹介し、医療専
門家の方々の「談義」への、外野からの話題提供とさせて頂きたい。
1）
「生老病死の医療」の提起の驚き：まず、医学・医療世界で、近代医療へのオルタナティ
ブが、EBM（evidence based medicine）に対する NBM（narrative based medicine）と
されることを初めて知った。そして、西洋医学一辺倒の反省と東洋医学の再評価、医療世界のパ
ターナリズム改善と患者中心医療への転換、生物的延命治療に対する患者の QOL 重視等も
NBM に収斂し、そこに生命観の見直しもあることを教えられた。20 年前関東の某医大の非常
勤講師の時、倫理学で生命観の授業を試みたら、医学専門教育を妨げるから不要と言われたのを
思うと、隔世の感がある。そして、EBM と NBM の相補性や、因果関係の数値化だけでは見え
ない evidence、プラシ—ボ効果を含む ｢ 信頼 ｣ や、何より ｢ 語り ｣ の医療的意味など、本書の
論点の多くに、新鮮な思いで大いに共感した。私も倫理学で、西洋の機械論的思想を批判しつつ
＊

東京農工大学名誉教授（倫理学・日本思想史）
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もコミュニケーション的な日本思想をベースに再評価を試みているからである。
何より瞠目したのは「生老病死の医療」のスローガンであり、仏教に淵源する「生老病死」を
ナラティブの核心に掲げ、NBM の基本方向とする点である。ターミナルケアが叫ばれて久しく、
実績あるキリスト教だけでなく仏教界も取り組み始めたのは知っていた。また、末期患者だけで
なく高齢化社会ゆえに増大する ｢ 死を待つ患者 ｣ に対して、｢ 終末の生 ｣ を支援する医療現場の
動きも最近知った。若い頃から老人医学を志して 30 年間在宅医療に関わり、現在は「強化型在
宅医療支援診療所」所長である友人が、在宅死を望む患者との関わりのエピソードを綴った本を
出した（注 1）。そこには、家族も含めた語らいの中で多様な終末期患者の「『生きる意欲』を支える」
医療スタッフの真摯な努力が描かれていたが、今思えば、これも広義では NBM なのかもしれな
い。と同時に、死にたいのに死ねないのが辛いと言う患者に粛然とするさまも語られていた。現
場の苦労に敬意の念を抱く一方で、死を間近にした患者に対して「生きる意欲」を目標とする ｢
医療の矛盾 ｣ を想像し、ただ胸を痛めていた。
以上の次第なので、ナラティブの核心に死生観を、「生老病死の医療」を、という率直大胆な
提起には鮮烈な衝撃を受けた。単に医師の個人的信仰や信念の次元でなく、
機械論的生命観をベー
スに ｢ 治療マシーンシステム ｣ 化した近代医学・医療の根本的転換を、医学・医療世界、さらに
は患者・国民に対して、内部から医師自身が集団的に提起したと、感じたからである。その点で
NBM の中心として提起される「生老病死の医療」は宗教次元でなく、個々人の多様な信仰や信
念を前提とした上で、患者と全医療者が共有することが要請される医療の普遍的な理念であり、
倫理的性格のものである。それ故いっそう重要な提起と私には思える。
関連して、本書が、おそらく高齢化社会を背景にする故に、｢ 病 ｣ の医療、｢ 老 ｣ の医療、｢ 死 ｣
への医療とバラバラに見るのでなく、｢ 老・病・死 ｣ の医療と総合すべきと言うのも興味深い。周
知の如く仏教では四苦と言われるので、生、老、病、死は別々にイメージされやすい。だが本書
の提起は、
「生老病死」とは ｢ 老・病・死 ｣ を ｢ 生きる ｣ とも解され、先の「矛盾」をも見事に解
決すると思われる。
2）核心の死生観を連歌形式で ｢語る｣ 意味：本書は、医師 4 人、宗教者 3 人、患者 1 人が、
「第 1 章

物語のなかの死生観」、「第 2 章

合い」
、
「第 4 章

高齢者医療の光と影」、「第 3 章

がんとのお付き

超高齢者社会を爽やかに生きる」のテーマに即して、連歌の形式で各々の「生

老病死」
（死生観）を語りつなぐスタイルをとる。なぜ連歌形式かは明示されないが、私には「生
老病死の医療」という理念には不可欠の形式と思え、これを採用した編者の炯眼に脱帽している。
というのも、
「生老病死」が NBM を基礎とする総合医療の理念の中核として ｢ 倫理的普遍性 ｣
をもつと言う時に、最も注意すべきは、それが ｢ 実体的普遍性 ｣ であってはならない点だからで
ある。近代医学と同様、近代哲学・倫理学も根本的見直しを迫られているが、核心は、西洋近代
の機械論的世界の人間像（アトムとしての理性的個人）を実体的に普遍化し、他文化の人間観を

注 1）

大井通正：患者と家族に寄り添う在宅医療日記、文理閣（2015）
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野蛮視・未熟視する、天下り的な実体的普遍主義にある。その克服の有力な方向として、｢ 共生
倫理 ｣ が注目されている。そこでは、倫理を原義（ethos ないし仲間の紐帯）から捉え返し、ま
ずは各文化・各生活世界の個性的なローカル倫理を基礎として、それらの対話・交流を通して多
文化間で共有可能な、｢ その意味の限りで ｣ 相対的に普遍的な倫理が継起的にめざされる（注 2）。
実は、近代普遍主義の克服過程で、科学的思考に典型的な単一原理からの因果的演繹論理だけ
でなく、多様な論理の再発見が模索されたが、私も参加した議論空間では連歌の思想にも注目し
ていた。連歌には、詠み手の個性的世界が担保され、連なることでそれが他者に開かれ各人の世
界も豊かに膨らみ、｢ 連なり ｣ 自体の内に多様な参加者に共有される共感的紐帯があるのでない
かと思っていた。残念ながら ｢ 物語 ｣ 論ほどには定着していないが、私は今も共生倫理の重要な
ヒントになると考えている。
この観点から言えば、「生老病死の医療」にとって、理念として共有されるべきは「生老病死」
という ｢ 枠組み自体 ｣ であって、その内実や死生観はどこまでも各人の生と不可分の多様な個性
的世界である。そこで共有されるものがあるとしたら、個性的な語りの ｢ 連なり ｣ とその ｢ 場 ｣
そのものから共感的に立ち現れてくる以外にはない。「生老病死の医療」の核の死生観のナラティ
ブには連歌形式が最適で不可欠と思う所以である。
3）NBM における NBL の意義：本書では 4 つの章が 4 つの連歌句会に見立てられ、それぞ
れ「発句」から連なって「挙句」で終わる筋となっている。そのことが各執筆者の ｢ 語り ｣ を輝
かせ、連歌的に語り継がれることでその全体から深みを増している。それぞれ味わい深く啓発的
な論点も多いが、紙幅の関係で割愛せざるをえない。
一点だけ挙げると、本書が焦点を当てる終末期医療の核心をなす ｢ 老・病・死 ｣ を ｢ 生きる ｣
ナラティブが有意義になるためには、平生健康時からの、「大いなるナラティブ」に基づく生活
（NBL: narrative based life ）が重要だという点である。これは直接には第 3 章の「挙句」と
して語られるが、私には NBM の大前提の喚起であり、内容的には 2 つの面で本書全体の「挙句」
にもなっていると感じる。
第一に、
「あとがき」によれば本書は、医師との関わりの中で終末期患者の死生観のナラティ
ブが成立するためには、まず医師が自らの死生観を見つめる必要があるとの趣旨で編まれたと言
う。今は終末期患者の立場ではない各執筆者が NBM の前提として死生観を ｢ 語る ｣ ことは、ま
さしく執筆者自身の NBL の確認の営みである。
第二は NBL の N が「大いなるナラティブ」とされる点である。一般的には NBM の N はも
とより NBL の N も、さしあたりは各人の ｢ 生 ｣ の語りと集約されよう。だが「生老病死」の語
りは ｢ いのち ｣ への問いと直結し、それは各人のいのちを超えて、｢ いのち ｣ の無限なつながり・
｢ いのち ｣ の根源、即ち ｢ 大きないのち ｣ の語りへと不可避的に連なっていく。その語りは非宗
教的にも、大自然・宇宙等のタームで可能だろうが、典型は宗教の語りである。いずれにせよ、

注 2）

亀山純生 他編：共生社会Ⅰ
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共生社会とは何か、農林統計出版（2016）
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今現に ｢ この私 ｣ たらしめる畏敬すべき大いなる働きの「大いなるナラティブ」とならざるを得
ない。本書の連歌に宗教者が加わり、各章の「挙句」に宗教的語りが置かれる意味はそこにあろ
う。まことに NBM としての「生老病死の医療」は、
「大いなるナラティブ」による平生の NBL
あればこそリアルになると思われる。
4）ナラティブの本来の性格からの照射：付言すると、宗教世界の「大いなるナラティブ」は、
文化人類学等が近代知批判として神話・伝承から注目した Narrative の本来の性格を照射する
ように思える。今日「ナラティブ」は文学や社会学等でも表現分析や社会調査の方法として注目
されるが、それは語り手の一方的発話・モノローグのイメージで、聞き手はその引き出し役に過
ぎず、語りの場は言語的対面で、内容も story（物語・筋）と混同される傾向が強く、私は疑問
に思う。だが神話・伝承世界の Narrative は集団的営みであり、｢ 聞く ｣ ことにおいて ｢ 語り ｣
が成りたち、内容も story でなく、共感世界を育む象徴的隠喩性に意味がある。語りの場も、単
に言語空間でなく、聖物や儀礼等の象徴装置を備えた空間と、｢ 語りー聞く ｣ 声・沈黙・表情・
感情や五感・身体動作とが一体になって成立する独特の共感的了解の ｢ 場 ｣ である。私は、倫理
学も含めここに注目すべきと思う。
その点で、本書が「生老病死の医療」のナラティブは「ナラティブセラピー」のそれと異なる
と強調する点は大いに共感した。同時にこの延長上に、本来の Narrative がさらに豊かなヒン
トを与えるのではとも思う。もとより「生老病死の医療」の理念は倫理的次元にあるから、個別
宗教はもちろん信仰の有無も括弧に入れるべきである。その上で言えば、たとえば、NBM のナ
ラティブは、確かに診察室での医師と患者の死生観の語りが中心だとしても、それに還元される
のか？

家族や他の医療スタッフとの語り合いは？

語りの ｢ 場 ｣ は言語的交流のみなのか？

ナラティブたりうる〈場〉はどうあるべきか？・・・・。
門外漢のやぶにらみ的感想でまことに恐縮だが、お耳に止まる所があれば幸いである。
2016 年 8 月 3 日

｢Books 談義 21｣ コメント 4

人生の影の部分に光を当てる
西野輔翼＊
「生老病死」はあらゆる人にとって大きな問題であるが、その捉え方は一人一人違うし、一人
の人間をとりあげてみても加齢とともに捉え方がどんどん変化していくため、一律に語ることは
誰にも不可能である。それだけに、この問題に関してはしっかりとポイントを絞って話を進めな
ければ、単なる空回りとなってしまう。そこで本書においては、構成を「連歌形式」とすること
によって、多くの著者たちが一つの方向性を保って生老病死について語り継いでいくことができ
＊

京都府立医科大学名誉教授（腫瘍生化学・分子生物学）
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るように工夫されており、それぞれの著者の記述が一定の枠の中にまとまり、お互いに補完しあ
うように編集されているため、大変読みやすく、また新鮮である。
最初に、中井先生ご自身の発句（ナラティブ、物語性に関する指摘）があり、その提起が切り
口を変えながら最後まで追求され続けていくという構成になっている。この分野において私は専
門外の人間であり「ナラティブ」という表現には本書で初めて接した。しかし、その表現を知ら
なかったものの、幾度となく自分の人生について考え込んで迷い続けてきたこれまでのことを振
り返ってみると、いつも自分の「ナラティブ」を編む作業を繰り返してきたように思う。そのた
め、この表現は何かしら私個人にとっては大変親しみを持つことができるものであった。ただ、
その表現についての紹介の後に続く指摘にハッとさせられた。すなわち、医療者として必要とな
る視点をあざやかに指摘されており、その点は何度も繰り返して本書の各所で記載されているの
である。そして、あとがきにも再度次のように記載されている。
“私たちは老、病、死の否定的
な部分、すなわち影に焦点を当てがちです。では影の部分に光を当てればどうでしょう。”また、
それに加えて“患者がどのような「物語」を生きようとするのか、それを助けることが医療のな
かの重要な仕事になる”という河合隼雄氏の意見も紹介されており、これらのポイントこそ、本
書が特に強調したかったことであろう。
いずれにしても、本書は、誰にも結論を出すことのできない「生老病死」に関する課題につい
て、
「医療」の立場に立って行動する場合に、どのような視点を持つことが重要であるかを、読
者がそれぞれに深く考えさせられる内容となっている。このように大変重い内容であるのにもか
かわらず大変読みやすく、また連歌形式をとることによって多くの著者の多彩な見方・考え方を
うまく繋ぎ、互いに補完されるように構成されており、専門外のものでも本書の流れの中に自然
に入って行くことができる。
ただ、本書は読み飛ばせるようなものではなく、繰り返して読むことによって、より価値のあ
るものになる。また、再読することで新しく気付くことも多い。たとえば「はじめに」の部分は、
一回目は読み流してしまうが、実はすでにそこに本書のエッセンスが凝縮されているということ
に、再読して初めて気付くといった具合である。したがって、再読することをお勧めしたい。と
にかく、本書は自分自身を見なおすきっかけもあたえてくれるので、読む価値は高いと思う。本
書に出会えたことは幸いであった。
2016 年 10 月 6 日
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Books
アレクサンダー・グロスバーグ、アレクセイ・ホホロフ

著（田中基彦、鴇田昌之

監訳）

自然世界の高分子−物理現象から生命の起源まで−
（株）吉岡書店 ￥5,500 ＋税 2016 年 3 月 20 日発行 ISBN978-4-8427-0367-1

本書は二人のロシアの科学者による著作であって、その序文で、素晴らしい身の回りの ｢ スマー
ト ｣ な現代の物質群・巨大高分子に関して、「一般的な好奇心を抱いている全ての人」に読まれ
るように、数学の使用を簡単な代数学に留めて、洗練された物理学を展開したと述べている。し
かし理系の大学生にとってさえ、難解な熱力学の数式が随所に出ているので、とても一般的な科
学の解説書とは言えない。とはいえ、難解な数式を読み飛ばしても、なんとなく「生体高分子の
科学の美」を味わわせてくれる。「単純な高分子鎖の数学」として、ランダムなブラウン運動と
高分子鎖との類似性から始まり、「高分子のダイナミクス」を経て、進化する宇宙の生命の起源
にまで言及している。
その中のエピソードを一つ取り上げると、「ゲルそしてスマートゲル」と題する 12 章で、「ミ
スター・ゲル田中豊一」として、日本人の顕著な業績に言及しているところである。氏は
1946 年に新潟で生まれ、1968 年に東大を卒業し、理学博士号を取得後、すぐに米国の MIT
を本拠地として名物教授となり、その高分子網目の収縮転移の理論が高く評価された。しかし大
変残念なことに、2000 年に、54 歳の若さで、テニスコートで急逝された。その理論の延長と
して、アクリル酸とメタクリル酸でできた高分子電荷脂質の「乾燥した」1 グラムのゲルは 1
キログラム以上の水を吸収することが出来るのである！

この性質を応用して、赤ちゃんや高齢

者の使い捨て紙オムツが誕生した。さらに、このゲルは乾燥地域の農業においても、土壌表面湿
度の保持に利用されているとのことである。
結語では、
「芸術でも科学においても、ランダム選択を記憶することが創造にとって必要なの
である」との大いなる仮説で結んでいる。
山岸秀夫（編集委員）
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河合俊雄

他4名

共著

＜こころ＞はどこから来て、どこへ行くのか
（株）岩波書店 ￥2,100 ＋税 2016 年 3 月 17 日発行 ISBN978-4-00-022946-3

本書は京都大学が設立した ｢ こころの未来研究センター ｣ が世界に向けて発信しようとする、
「京都こころ会議」の第 1 回のシンポジウムの記録である。テーマは、｢ こころと歴史性 ｣ で、
5 人の演者は、①臨床心理学の河合俊雄、②人類学の中沢新一、③科学哲学の広井良典、④知覚
心理学の下條信輔、⑤霊長類学の山極寿一であり、最後に総合討論からのまとめがある。
本書の題名は、ゴーギャンの、
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』
を連想させるものであるが、題名の答えはどこにも示されておらず、敢えて探索するならば、本
書の第 1 章に、「
『もの』と『こころ』の統一をめざすサイエンスは、人間に真の謙虚さを取り
戻そうとする試み」とあるので、｢ こころは自然から来て、自然へ還る ｣ ということになろうか？
それぞれ、①ニューロンとこころの発生はゼロからの出発であり、
「がらくた」からの新生、プ
リコラージュであり、②古代社会で人々に共有されたこころは、中世以降個々に内面化し、現代
では再びネットで連なり共有化されている。③狩猟時代、農耕時代、工業時代のそれぞれの成熟
期に、自然信仰、普遍宗教、地球倫理などのこころの文化が定着し、今後は持続可能な福祉社会
への文化が求められる。④こころには、環境要因と遺伝的要因が「来歴」として影響する。⑤食
物分配と性のルールから、他者の気持ちを感じる共感はサルの時代に芽生え、他者を気遣う同情
心の萌芽は類人猿で見られる。人類では共同体と家族という異なる論理の組織が両立し、道徳性
が心の問題として共同体の内部に閉じ込められている等が、問題提起されている。
まとめでは、全体を通じて、｢ こころは閉じているけれども開かれているもの ｣ との共通認識
を視点として、動物のこころと人間のこころの連続性と非連続性、言語の意味を今後の課題とし
ている。
現在、世界の人びとがインターネットでグローバルにつながり、情報が開示されている半面、
宗教集団のような共同体がそれぞれローカルに内部に閉じ、根深い対立が生じている。将来、
「開
かれているけれども閉じている」こころの問題として、地球を越えたコミュニティを構築するこ
とは、果たして夢物語に過ぎないのであろうか。
山岸秀夫（編集委員）
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鳥海

修

著

文字を作る仕事
（株）昌文社 ￥1800 円＋税 2016 年 7 月 15 日発行

ISBN978-7949-6928-6

普段は見過ごしている書籍など印刷物の文字の話である。著者は 40 年近く活字の文字を作る
仕事に携わって来ており、フォント製作会社「字遊工房」の代表として、印刷方式の変遷や自身
の文字作りの苦労などを明らかにしている。まず驚かされるのは現在活字として使われている文
字の種類は 1,000 種くらいあること、印刷物に高頻度で使用される明朝体の文字の種類も日本
語の場合、漢字、平仮名、片仮名、アルファベットと 4 種類あり、かつ同義の漢字でも文字の
形が微妙に異なるものが多くあって、その数は 14,000 に達するという。
こうして作られた活字の文字は作者や会社の名前にちなんでそれぞれに名前がつけられてい
る。ちなみにウインドウズ搭載の書体は「ＭＳ明朝、ゴシック」、マッキントッシュは「ヒラギ
ノ明朝体、角ゴシック」であり、また出版社では新潮文庫は「秀英細明朝」、角川文庫は「イワ
タ明朝体オールド」、文春文庫は「文久細明朝」、講談社文庫は「ヒラギノ明朝体」、岩波文庫は「精
興舎明朝」とそれぞれの出版社が独自の明朝体を使用していることが分かる。また各新聞社も専
用の文字を使っている。著者は若いころに先輩に教えられた文字に対する言葉「水のような、空
気のような」書体を目指し、書物の内容を乱すような文字ではなく、気品があり読みやすい文字
を作るための努力を重ねてきている。
江戸時代の日本には活字印刷はなく、明治の文明開化でアメリカの宣教師による活版印刷術と、
中国からは明朝体活字が伝えられ、日本の職人によって漢字の改良と仮名の活字が作られ鉛製の
活字による活版印刷が行われるようになった。次にオフセット印刷の時代になり写植文字が主流
となったが、平成元年頃からコンピュータで文字をレイアウトする DTP の時代となった。この
ような印刷方式の変化のたびにその方式に合わせた文字制作の要請があった。また日本語の特殊
性として縦書きと横書き、漢字と仮名などの組み合わせの文字配列に対応し、いかに読みやすい
文字とするかの工夫が求められてきた。
ちなみに本書の中にサンプルとして提示された各制作者による 10 種類の明朝体は、どれも同
じ文字に見え優劣付けがたく思われたが、その違いにこだわるのが文字を作る人々の誇りなのだ
ろうと思った。
本庄

巌（編集委員）
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加賀乙彦

著

殉教者
（株）講談社 ￥1850 ＋税 2016 年 4 月 25 日発行 ISBN978-4-06-219977-3

以前に遠藤周作の ｢ 銃と十字架 ｣ を読んで、キリシタン迫害で殉教したペトロ岐部の壮絶な生
涯を教えられたが、このたび同じクリスチャン作家である加賀乙彦氏の本書で、江戸初期に日本
からエルサレム、ローマを目指し、かの地で司祭にまで叙階された日本人がいたことに改めて感
銘を受けた。遠藤氏の著作ではペトロ岐部がイラク、シリアの砂漠を徒歩で歩きエルサレムにい
たる様子や、日本帰国後に捕えられ残酷な拷問の末に絶命する描写が心に残っているが、本書で
は加賀氏の信仰の深さゆえか、ペトロ岐部のキリストに対する全幅の信仰心と受難へのあこがれ
がテーマの一つになっていた。
彼が生まれた国東半島はキリシタン大名大友宗麟の地であるが、秀吉や徳川幕府のバテレン追
放令やキリシタン禁教令によって彼はマカオに逃れる。しかし日本人に理解のないこの地のイエ
ズス会で学ぶことを断念したペトロは、ローマを目指す決意をする。私もかつて旅したことがあ
るシリアの砂漠地帯や死海のほとりを彼は徒歩で歩いて念願の聖地エルサレムに辿りつく。ペト
ロはこの聖地を踏んだ最初の日本人でもあり、エルサレムでさまざまなキリスト受難の場所に立
つことで彼の殉教の決意は固まってゆく。さらにダマスカス、イスタンブールなどを経た 3,800
キロの徒歩の旅の末にローマに着き、イエズス会での 2 年間の勉学によって遂に司祭に叙階さ
れる。彼の望みはこれで達成されたのだが、さらにポルトガル・リスボンの修練院でイエズス会
士となり、禁教に苦しむ日本の信者を励ますべく殉教を覚悟で帰国の途につく。喜望峰をまわる
長い船旅のあと鹿児島の坊津に上陸し、京都をへて奥州水沢で布教活動をするが捕えられ、拷問
に耐えたのち殉教する。
幕府の厳しいキリスト教の禁教政策は、西欧諸国による日本の植民地化を恐れた政策であった
ことは分かるが、当時の日本人が何故これほどにキリスト教に強い信仰心を持ちえたのかは、現
代の我々からはやや理解しがたい。恐らく江戸初期の封建制度の重圧からの救いをヨーロッパか
らもたらされたこの新しい宗教に託そうとしたのではないだろうか。ちなみにペトロ岐部は
2008 年、187 人の殉教者と共にカトリック教会の福者に列せられている。
本庄
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巌（編集委員）

アトゥール・ガワンデ

著（原井宏明

訳）

死すべき定め
（株）みすず書房 ￥2,800 ＋税 2016 年 7 月 8 日発行 ISBN978-4-622-07982-8

ライターとしても高名なアメリカの外科医による終末期医療についての書物であるが、その重
い内容に度々本を閉じて考え込まされてしまった。本書の前半では終末期を迎えた幾人かの患者
が過ごした施設のそれぞれの特徴が紹介され、日本とおなじく高齢化社会を迎えたアメリカでの
介護は日本のそれに比べて数段進んでいることを知らされる。アメリカでも高齢者の生命維持だ
けの牢獄に例えられる看護施設の時代から、家庭と同じように愛着のある家具などの持ち込みを
許す自由度の高い施設へ進み、現在では施設内のペットや植物の世話で生き甲斐を得させる段階
になり、生命の予後も有意に延長していることが紹介される。
後半では終末期の患者に寄り添い安らかな死を迎えさせた具体例が示される。ここでは生命の
延長というルールを抑制し、残された時間をいかに豊なものにするかに重点が置かれる。出産を
前にして肺がんが発見された女性、呼吸が苦しい肺線維症の老女、すい臓がんを患う壮年男性、
そして腸閉そくに苦しむ大腸がんの老女などが、医術よりも豊かな生活を優先するホスピス介護
によって、医師が判断した予後をはるかに超える命を得ていた。彼らのいずれもが終末期の集中
治療室での治療に同意していないが、アメリカのある地方都市では介護施設に居る殆どすべての
人が終末期についての心肺蘇生、人工呼吸、抗生剤投与、チューブによる栄養補給の 4 つの究
極の質問に可否の答えを出している。日本でも普及しつつある方式で、これによって苦しい終末
期が解消され膨大な医療費も抑制できると思われる。
そして最後は同じく外科医である著者の父親の闘病生活とその間の厳しい現実への対応が語ら
れる。脊髄の腫瘍が発見された父親はセカンド・オピニオンに従って手術を延期し、麻痺が顕著
になって受けた手術で奇跡的に回復するが、化学療法に失敗し歩行困難となる。しかし手厚い介
護のお陰で最後まで尊厳を失わず、希望通り故郷のインド・ガンジス川に散骨される。
アメリカでは緩和ケアの専門家やホスピスの従業員の質がかなりのレベルにあることが分か
り、
日本よりも高齢者の介護や終末期の迎え方が優れていることを本書で知った。日本ではまだ、
如何に延命を図るかに重点が置かれ家族もそれを望む傾向にあるが、我が国でのこれからの終末
期介護の在り方を考えさせる書物といえる。
本庄

巌（編集委員）
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スティーヴン・ワインバーグ

著（赤根洋子

訳）

科学の発見
（株）文芸春秋

￥1,950 ＋税 , 2016 年 6 月 30 日発行 ISBN978-4-16-390457-3

ノーベル物理学賞受賞者のワインバーグ氏がテキサス大学の教養課程の学生に行った講義ノー
トをもとにした科学史物語である。書籍の帯の ｢ 不遜な歴史書 ｣ という文句に比して極めて常識
的な書物で、かつ内容は天文学が中心で科学史全体をカバーするものと期待するとやや期待外れ
の書ともいえる。しかし数千年にわたって信じられてきた天動説を打ち破り地動説を唱えたコペ
ルニクス、ケプラーそしてガリレオの業積を詳細に紹介して惜しみない賛辞を捧げ、それに続く
ニュートンの業績には最大級の評価を与えている。それに比べてギリシアのプラトンやアリスト
テレスなどの物理学や天文学は実証を伴わないポエムであると切り捨てているが、思考を深めた
結論がのちに実証される例は理論物理学の分野ではよく見られることで、あながち否定すべきも
のではないと思われた。
著者が最も評価する科学史上の偉人はガリレオ、ニュートン、ダーウインそしてアインシュタ
インである。本書で初めて知ったが地動説を始めて唱えたコペルニクスは自己の天体観察のデー
タからではなく、先人の膨大な観察データで地球が動くとするとすべての事象がきれいに説明で
きることに気付いた、まさに発想の転換が生んだ奇跡といえる。ガリレオは人類で初めて望遠鏡
で天体を観察し、1610 年、今日と同程度の正確さで太陽系の惑星についての知見をヴェネチ
アで報告した。ガリレオ自作の望遠鏡を私もフィレンツエの科学史博物館で見たが、日本の江戸
初期に既にこれほどの天文学の業績が公にされていたことを羨ましく思った。そして次に現れた
ニュートンは虹の七色の説明、微積分法の発見など多方面にわたる研究を行うが最大の成果は重
力の発見で、これによって天体の動きはきれいに説明できるようになった。
古代ギリシアに始まった科学は中世の暗黒時代にアラブ世界に継承され、次いでアラビア語か
らのギリシア古典の精力的な翻訳作業でヨーロッパに再び科学精神がよみがえる。著者は何故
16 ～ 17 世紀にヨーロッパの地に科学革命が起きたかについて、幾つかの仮説を述べているが、
科学者たちがヨーロッパの国境を越えて絶えず知識の交流をしていたことが科学の推進力になっ
ていたことは疑いがないだろう。その点永らく鎖国状態であった日本にそのような機会がなかっ
たことは残念であり、明治の開国後の怒涛のような西欧文化との接触が日本の自然科学を急速に
発展させたことからも、知識の交換とその共有が科学の発展に不可欠であることが分かる。
本庄

巌（編集委員）

Books
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読者のコーナー

読者のコーナー

（1） 本誌 29 巻 1 号の特集「認知症を知る」など、自分のことが気になってついつい最後まで読んでしまいま
した。いくつか、該当するところもありますが、まだ認知症にまでは至っていない様で、一安心しました。
若い頃に比べ、確かに瞬間的な記憶力は低下していますが、記憶の断片を寄せ集めて総合的に何かを推論
したり、判断する能力は却って良くなったと思います。脳の老化と言っても脳全体の神経細胞が脱落する
わけではなく、海馬周辺が選択的に影響を受ける様に見えるのはどうしてでしょうか。この辺の分子メカ
ニズムを是非知りたいところです。

2016/8/2（Y.I.）

（2） 本誌 29 巻 3 号の特集「健康のための呼吸」は、大変興味深い内容で、ダイナミックに書かれていて、ざっ
と読んだだけでも、なんだかワクワク致します。早速、親戚や友人らに、この特集号について、宣伝した
いと思います。

2016/9/1（N.N.）

（3） 本誌 29 巻 3 号を本日データ便にて拝受いたしました。大変判りやすいパスワードでしたので、すぐに開
くことが出来ましたし、ファイルのダウンロードも出来ました。ダウンロードしたファイルを、いつでも、
すぐに読めるよう、アイコンとしてデスクトップに置くことも、何とか出来ました。IT 万能の時代とは言
いながら、私のような骨董世代には、何とも面倒な世の中になったものと、正直ため息が出ました。とも
かく、PC の前に座れば、いつでも本誌が読める状態に持っていくことが出来、ホッとしたところです。
2016/9/2（在米、R.A.）
（4） 本誌 29 巻 3 号の特集「健康のための呼吸」の中の“早起きの役割”と“お勧めの呼吸法”は、高齢者の
健康維持に大変参考になりました。またユダヤ教の霊的実践の中に、息や呼吸が取り入れられていること
を知り、大変興味深く思いました。

2016/9/2（T.Y.）

編集後記
1988 年に創刊された本誌のタイトルは、時代の先駆けともいえる ｢ 環境と健康 ｣ であるが、本号・
29 巻 4 号が読者への最終の冊子版である。本号巻末の ｢ 本誌読者案内の変更とお知らせ ｣ に記されて
いるように、出版界の趨勢に合わせ、次号・30 巻 1 号より電子版に特化した季刊誌となる。今改めて
書棚に並べられたバックナンバーを目にするとき、リアルな歴史の重みと愛着を感じ、一抹の喪失感を
禁じ得ない。しかし他方、購読会員と書店購入者に限定されていたローカルな本誌を、電波に乗せて一
気に世界に発信させる情報革命への期待と交錯した複雑な心境である。ローカルに考えて発信された情
報を、グローバルに共有するには、世界の汎用語である英語のタイトルや抄録も将来必要となろう。
本号の特集では、京画壇の奇才・伊藤若冲の技法の先進性、能の時空を超えた世界観、祇園祭の伝統
に取り込まれた世界の染織品などを取り上げて、京都のスピリットとして、
「ローカルな伝統に、より
良い新しいものを積み重ね、同化する意思」が強調されている。また Books 談義 20 では、ローカル
な文化を守りつつグローバルに展開する地球市民教育の課題が議論されている。ローカルとグローバル
が交錯する、新しいバーチャルな新時代の到来を予感する今日この頃である。
出町柳堤の夕日に映えるサクラモミジを前にした常林寺に、「人を知る者

知なり

自を知る者

明なり」とあった。
（Yan）
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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。
ご投稿に当たっては、本誌掲載の「原稿執筆の手引き」を参照いただくか、「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
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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、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。「原
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本誌購読案内の変更とお知らせ（2016/12/1）
公益財団法人

体質研究会では、様々な ｢環境｣ 要因をキーワードに、｢健康な生活｣ の実現を

目指して、研究・広報活動を続けています。本誌『環境と健康』は、その活動を中心に、毎号特
集記事を組み、年 4 回発行の季刊誌です。昨今の出版界の趨勢に合わせ、本年 29 巻 1 号の発行
から、従来の冊子版の他に、電子文書、PDF デジタル版を試験併用してまいりました。その結果、
1，2 号のデジタル版に対する読者の反応も好評で、来年の 30 巻 1 号（2017 年 3 月 1 日発行、
春号）より、本誌はデジタル版のみを発行することに変更しますので、お知らせいたします。
これまで冊子版の年間 購読を頂いていた皆様には、この機会にデジタル版購読への振り替えを
お願いします。なお既に 30 巻冊子版の年間購読料を払込み済みの方々には、お手数ですが、デ
ジタル版購読料との相殺または返金をお申し出ください。
本誌の購読者は、医学・薬学・医療技術関連の方々と一般読者です。また本誌の記事は、JST（科
学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、（株）メテオインターゲートが行うメ
ディカルオンライン等に掲載されています。
購読料は次の通りです。
デジタル版：1 部
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年間購読料（送料込） 1,600 円
年間購読をご希望の方は、巻末の郵便振替払込用紙にて、下記公益財団（口座番号 01070-08657、加入者名

公益財団法人体質研究会環境と健康係）宛てにお申し込みください。デジタル

版（PDF）の配付には、ビジネスデータ便（Web のメール送信）と CD の郵送があります。通
信欄に、Web・CD の区別を明記し、Web のメール送信をご希望の方は、E- メールアドレスも
ご記入ください。また、雑誌のオンライン書店 Fujisan.co.jp にても取り扱っております。
〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15

生産開発科学研究所 4F

（公財）体質研究会
TEL：075-702-0824
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