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巻 頭 言

『災害から得た教訓とは』
椙山人間学研究センター長

椙山　孝金

椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間
学研究第 8 号』をお届けいたします。平成 17
年度に本センターが設立されて 8 年目にあた
る平成 24 年度 1 年間の活動成果の集大成に
なります。

椙山人間学研究センターでは、設立以来、
「人間になろう」という本学園教育理念に基づ
いて人間というものを「研究プロジェクト活
動」によって人文、自然、社会科学などの各分
野から多面的に見つめ、その研究成果を本誌

「年誌」をはじめ「人間講座」「フォーラム」とし
てアウトプットし、またこれらのセンター事
業と並んで幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
大学・大学院の各校が枠を越えて一体になり、
それぞれに協力し合って教育成果の共有と還
元、検証を繰り返しながら、学園教育はもとよ
り学術振興や社会貢献に寄与する事に真摯に
取り組んで参りました。

今年度は設立 8 年目にあたり、本誌『椙山人
間学研究』が年々ページ数を増していく様を
目の当たりにしますと感慨深いものがあり、
身の引き締まる想いを抱きます。昨年度に引
き続き「人間講座」と「フォーラム」を開催する
にあたり、多くの方々のご支持を得ることが
できました。ご参加いただきました皆様にこ
の場を借りて心から感謝申し上げます。

今年度は「災害」をテーマに「人間講座」と

「フォーラム」を企画いたしました。2 万人弱
の死者・行方不明者を出した、平成 23 年 3 月
11 日、東日本大震災。震災から 2 年間、私たち
は何を学んできたのでしょうか。この国に住
み続ける限り、巨大地震は必ず起こり、そして
巨大津波が発生することもあるでしょう。も
う想定外と言ってはいられません。過去の経
験を最大限に生かし被害を最小にするために、
今私たちにできることは十分な準備と訓練、
そして心構えをしておくことです。そこで、今
年度は参加者の皆様と一緒に災害から得た教
訓について学んできました。

まず、第 1 回人間講座『放射線と生命との関
わり―ヒトにとって何が危険か―』では、京都
大学原子炉実験所名誉教授の内海博司氏を講
師にお招きし開催しました。内海氏は放射線
の生物への影響について、動物やヒトの細胞
を使って研究されていらっしゃいます。講演
では、現在の放射線に関するマスコミの報道
を取り上げ、物理や工学の専門家ではない解
説者が「放射線は危ない」と言い過ぎることに
問題があることを指摘されました。さらに、宇
宙の誕生（ビックバン）や地球誕生時の元素の
状態にまで遡って、生命科学の進歩のなかで、
生命の対抗性を培ってきたことを紹介されま
した。そして、放射性物質が放射線を出す能力
を表す単位である「ベクレル」や放射線による
生体への影響度合いを表す単位である「シー
ベルト」といった用語も解説していただくと
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ともに、チェルノブイリ事故の疫学調査を基
にした「内部被ばくのリスク」、今回の原発事
故により発生した「放射性セシウム」の空間線
量など、一つ一つのトピックスについて分か
りやすく解説していただきました。メディア
を鵜呑みにせず、正しい知識と理解を持った
上で「正当に怖がる」ことの大切さを訴えられ
ました。

第 2 回人間講座『生活からみた人間の本性
―3.11 以後の動き―』では、名古屋学院大学リ
ハビリテーション学部教授の木村光伸氏を講
師にお招きし開催しました。木村氏は、「霊長
類学」や「森林生態学」をはじめ、新たに「地域
生態論」や「総合人間学」といった学際的な領
域も研究されていらっしゃいます。木村氏自
身のフィールドワークの中で体験されてきた
実例を取り上げながら、熱帯雨林に住む生物
と人間との比較、発展途上国の人々と現代日
本人の比較などについて解説され、人間がど
のような進化をたどってきたかを、お話して
いただきました。人間は快適さを追求するが
ゆえに、人間と自然との間に、衣服やエアコン
などの別の環境を挟み、自然の進化に歯止め
をかけたのではないかと説かれました。さら
に、人間は自己の欲望を無限に拡大させ、自然
を都合のいいように変えつづけてきた結果、
東日本大震災を契機に、エネルギーを使った
生活のあり方の総体、つまり私たち自身の生
き方自体を考え直す時期にきているのではな
いかという問題提起には、深く考えされられ
るものがありました。

第 3 回人間講座『災害現場の活動―仮設住
宅での活動を通して―』では、日本赤十字豊田
看護大学教授で本学人間関係学部の卒業生で
もある奥村潤子氏を講師にお招きし開催しま

した。奥村氏の専門は看護管理、災害看護学で
す。奥村氏は、実際に被災地に赴き、仮設住宅
の孤立化の問題に向き合い、引きこもって外
に出てこられない方や健康に不安を抱える高
齢者を対象に健康教室や手洗い指導を行い、
被災者の健康状態を診て一人ひとりのお話を
伺いながら支援活動を行ってこられました。
仮設住宅での活動を通して得た、被災地の現
状や自身のボランティア活動、学生のボラン
ティア活動の指導などについてもお話してい
ただきました。行方不明の家族や流された家
のことなどを忘れられずに苦しんでいる被災
者の心のケアで大切なことは、「話す」ことで
あると結ばれました。

第 4 回人間講座では、本学人間関係学部教
授の山根一郎氏による『正しい防災行動と情
報収集』を開催しました。山根氏は、社会心理
学を専門としながら、気象予報士、防災士、危
機管理主任等の多彩な資格を取得されていま
す。まず、山根氏は「災害を怖がることは生き
延びるために必要な心の働きかけですが、大
切なのは正しく怖がることです。」と参加者に
投げかけました。災害に備えた正しい情報収
集の仕方や、実際に地震や気象災害が起きた
時にどのように行動すればよいか、「実践でき
る防災対策」という観点でお話ししていただ
きました。地域の市町村や自治体が発行する
災害ハザードマップを鵜呑みにせず、実際に
自宅周辺の危険な場所を確認し、避難時のル
ートを自分自身で確認しておく必要性がある
ことを強調されました。

中部地方太平洋沿岸では、近い将来、南海ト
ラフ巨大地震による大災害の発生が懸念され
ています。そこで、第 26 回椙山フォーラムで
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は、『その時何が起きるのか～南海トラフ巨大
地震を想定して～』と題して、どれくらい巨大
地震が近づいているのか、地震の規模は最大
でどの程度なのか、津波は、倒壊家屋は ･･･、
これらの予測について、第一線でご活躍中の
先生方をお招きし、開催しました。

まず、第一部の基調講演では、名古屋大学教
授の山岡耕春氏が、地震学・火山学の立場から、
地震が起こる仕組みや南海トラフ地震の想定
について、分かりやすく解説していただきま
した。続いて、名古屋工業大学教授の井戸田秀
樹氏が、建築学の立場から、鉄骨構造および木
質構造の耐震安全性について図解や写真を用
いながら説明され、実際に自宅の耐震強化を
どのように行ったらよいかを教えていただき
ました。

第二部の活動報告では、東日本大震災の被
災地に赴き、実際に活動をされてきた、看護師
の日本赤十字豊田看護大学教授の奥村潤子氏
とジャーナリストで本学文化情報学部教授の
栃窪優二氏に報告していただきました。奥村
氏は、看護師として仮設住宅における支援活
動を行う中で、被災者の孤立化の問題を目の
当たりにし、心のケアに取り組まれてきたこ
とを報告していただきました。続いて、被災地
の宮城県石巻市の新聞社を 1 年間継続取材さ
れた栃窪氏からは、栃窪ゼミの学生らと共同
で制作したドキュメンタリー「心の復興・石
巻の願い～記者が語る被災地の 1 年～」の短
縮版を上映していただきました。この作品は
第 32 回「地方の時代」映像祭 ( 市民・学生・
自治体部門 ) で奨励賞を受賞されており、栃
窪氏は最後に被災地のメッセージを伝えつづ
けることの重要さを訴えました。

東日本大震災から 2 年が経ちました。過去
の経験を生かし災害を最小にすることこそ、
亡くなった方、被災された方が願うことであ
り、その方々に報いることではないでしょう
か。災害はいつ起こるかはわかりません。まず
は慌てず冷静に行動することです。必ず生き
抜こうという精神力も必要になります。そし
て、最も重要なのは、災害を知ることです。災
害はどのようなもので、どのようなことが起
こるのかを知っていれば、実際に災害が起き
たときに、臨機応変に行動できます。東日本大
震災においても、私たちは先人が残した言葉、
例えば「ここより下に住むな」といった教訓を
軽んじていたのではないでしょうか。先人が
残した教訓をもっと真摯に受け止め、その教
訓をもとに、私たちは震災に対する事前対策、
そしてその後の対策を今から準備しておかな
ければなりません。

平成 25 年から大学においては、新たに防
災・安全教育科目として「安全学」が開講され、
学生に対して安全確保や災害時の的確な判断、
行動ができるような学びが提供されます。引
き続き、本センターでは本学園の教育理念「人
間になろう」をより広く深く研究し、災害への
正しい対処法を身につけた新たな人間につい
ての知の開発を邁進していく所存でおります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう何
卒よろしくお願い申し上げます。

平成 25 年 3 月 22 日
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第26回椙山フォーラム
テーマ  ： 『その時何が起きるのか～南海トラフ巨大地震を想定して～」
日時 ： 平成24年12月15日（土）13：00～17：00
基調講演 ： 山岡耕春 氏（名古屋大学教授/同大学地震火山研究センター長）
 ： 井戸田秀樹 氏（名古屋工業大学教授/同大学高度防災工学センター副センター長）
活動報告  ： 奥村潤子 氏（日本赤十字豊田看護大学教授）
 ： 栃窪優二 氏（椙山女学園大学文化情報学部教授）
総合討論
場所 ： 椙山女学園大学文化情報学部メディア棟001室 

【総合司会】
渡邉毅主任研究員：定刻となりました。第 26
回の椙山フォーラムを開催いたします。開会
にあたり、椙山女学園大学の森棟公夫学長よ
りご挨拶を申し上げます。

【開会挨拶】
森棟公夫学長：椙山女学園大学学長の森棟公
夫と申します。本日は「その時何が起きるの
か」という表題でフォーラムを開催させてい
ただきます。後援は、愛知県、名古屋市、日進市
で、また、株式会社名古屋三越、株式会社マイ
セック、株式会社丸栄、ミドリ安全株式会社か
ら協賛を頂いております。

椙山女学園大学は、「人間になろう」という
教育理念を掲げております。「人間になろう」
という言葉は、非常に曖昧ですので、実際には

簡単な解釈をしておりまして、学生諸君には
「第一に人間になろうとは、人を大事にするこ
とである。」「第二に努力をし、その努力を続け
ていくことである」、と言っています。さらに

「第三に人を支えられる人間になりましょう」、
と言っています。この３つを合わせまして必
ず学生に「人間になろう」の意味を考えてもら
います。そのひとつの「人を支えられる人間に
なる」ということは非常に重要なことだと考
えております。昨年 3 月 11 日の東日本大震災
以来、その復興には人と支え合うことが重要
であるということは、我々の理念に直接繋が
ることであると学生に説いています。本日は
まさに、人と支え合うことが重要性を持つ震
災のことをご講演いただきます。特に愛知県
も関係する南海トラフ巨大地震の様々な知見
を学びたいと考えています。

ちょうどひと月前になりますが、この会場
で健康に関する講演会がございました。健康
についてのテーマでしたので、たくさん歩か
ないといけないということをご講演されてい
ましたが、その講師の先生がはじめに我々に
問いかけられたことは「みなさん、震災の時に
お家に帰れますか？」ということでした。特に、

「職場で仕事中に起きた場合お家に帰れます
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か？」と。その時はたくさんの学生諸君も参加
していましたから、「大学で震災が起きたら、
家まで帰れますか？」とも質問されました。岐
阜県や三重県から通学している学生もたくさ
んいらっしゃいますから、「岐阜県とか三重県
の方はお家に帰れませんから、その場合はど
うされますか？」ということを問いかけられ
ました。私は歩いて帰れる範囲に住んでいま
すので、２時間ぐらい歩けば帰れるかなぁ、と
いうことを思いましたが、本日ご参加の皆様
もご講演を聴かれると同時に、震災が起きた
時にご自身がご自宅に帰れるかということ、
あるいはご家族がみんなお家に帰って来られ
るのか、ということを頭の片隅で考えていた
だきたいと思います。簡単ではございますが、
学長の挨拶といたします。ありがとうござい
ました。

渡邉主任研究委員：ありがとうございました。
本日のフォーラムは、第一部、第二部、第三部
と三部に分かれて構成されておりますが、一
部から三部までを通しまして本日の司会進行
を椙山人間学研究センターの主任研究員をし
ております渡邉毅が務めさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。

では早速、第一部の基調講演に入りたいと

思いますが、最初に山岡耕春先生のプロフィ
ールを簡単にご紹介します。

山岡先生は、大学の研究員あるいは教育に
携わりながら非常に忙しい日々を送ってらっ
しゃるお一人だと了解しておりますが、本日
のフォーラムに快くご出席していただけまし
たことをまず感謝申し上げます。山岡先生は、
1958 年静岡のお生まれです。1986 年に名古
屋大学理学研究科を修了された理学博士です。
名古屋大学や東京大学などで研究生活を続け
られ、現在は名古屋大学の地震火山研究セン
ター長を務められ、日々ご活躍されておりま
す。専門は地震学、火山学ということで、著書
には『Q ＆ A 日本は沈む？』（理工図書）をは
じめとする数多くの著書を出版されておりま
す。それでは山岡先生よろしくお願い申し上
げます。

【第一部】基調講演Ⅰ
「南海トラフ巨大地震の想定と予測について」
山岡 耕春氏（名古屋大学教授 /同大学地震火山研

究センター長）
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山岡耕春教授：皆さんこんにちは。ご紹介に
あずかりました、名古屋大学の山岡耕春と申
します。本日は、南海トラフ巨大地震のお話を
させていただきたいと思います。

タイトルに「想定と予測」とありましたが、
お話を受けた時に、“ 予測 ” までお話できる
かなと思ったのですが、その訳は内閣府で今、
予測に関する検討会の座長をしていますので、
その答申が出てくる頃ですが、色々あってま
だ出ていないということと、さらに今度の総
選挙で政権が変わるとまた遅れたりするでし
ょう。国が行うことは、どうしても行政に左右
されますので、本日は “ 想定 ” というところ
までお話させていただけたらと思います。

（資料1）（資料1）

私はもともと地球科学の分野の専門という
こともあって、はじめに、日本列島の地形図を
出しています。これは陸上の地形以外に周辺
の海底の地形も書き加えてあります。日本の
周辺の海底というのは非常に特徴的で、千島
から北海道、本州の沖にかけて、非常に深い海
溝が走っております。太平洋の海底が日本列
島の下に年間 10cm ぐらいの速度で沈み込ん
でいます。同じような所が、伊豆半島から九州、
四国の沖にかけてあり、それを南海トラフと
呼んでいます。こちらの速度は若干遅くて、例
えば紀伊半島の地殻下ですと、年間 5cm ぐら

いの速度で沈み込んでいます。このようなプ
レートの沈み込みによって、日本列島では巨
大地震が発生します。昨年の東北の地震は三
陸沖で発生しました。

南海トラフの巨大地震というのは、伊豆半
島から九州、四国の沖にかけて、どこが震源と
なるか分かりませんが、発生するということ
で、いずれにせよ、日本に住んでいるうちは地
震とは無縁ではあり得ない、地震に遭いたく
なければ日本を出てくしかない、というのが
正直なところです。

■過去の大地震による死者の死因
日本では、過去に様々な地震災害が発生し

てきました。このグラフは、その中で非常に大
きかったものを 3 つ挙げています。これは政
府の復興構想会議提言資料の、非常に興味深
いデータです。

（資料2）（資料2）

一番左のグラフが関東大地震です。1923
年に発生した地震で、約 10 万人が亡くなった
ものです。この地震では 9 割を超える方が火
災で亡くなっています。そのため我が国では、

「地震の場合はまず火の元を消しましょう。」
が合言葉になりました。

その後、真ん中のグラフ、1995 年の阪神淡
路大震災では、6,400 人余りの方が亡くなら
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れました。このときには 9 割以上の方が建物
の下敷きで亡くなりました。それ以降日本で
は、耐震改修、耐震建築を推し進めてきました。
建物には耐震が大事ですということが言われ
るようになりました。

そして一番右は 2011 年の東日本大震災の
グラフです。9 割以上の方が津波で亡くなっ
ています。それで今は「津波について対応しま
しょう。」ということで、大きな災害があるた
びに、その都度対応を進めてきたというのが
我が国の地震防災の現状です。

■南海トラフの巨大地震に関する国の対応
昨年から今年にかけて、南海トラフの巨大

地震についての想定が行われました。そして、
最悪のケースで死者 32 万人という数字が発
表されて皆さん非常に驚かれたことでしょう。
これは地震の規模として考えられる最大を考
えて、それに対する被害も最悪のケースを考
えると、それぐらいになるというものであり
ます。実際にそうなるかではなくて、最悪がど
うなるか、を考えて出された数値です。地震の
規模でいう最大クラスを、昨年から今年にか
けて想定するという作業を我が国では行って
います。これは今までの想定が間違っていた
ということではなく、今までの想定とは違う
考え方で想定をしましょうということで行わ
れています。そのポリシーとしましては、「科
学的知見を基礎にあらゆる可能性を考慮した
最大クラスの巨大な地震・津波を検討する。」
ということであります。従来は「既往最大」、つ
まり過去に発生したことがよく知られている
地震の大きさを基準にして想定をしていまし
た。しかし東日本大震災はそれを見事に裏切
った、つまり過去によく知られていない地震

が発生したということでしたので、今回は、過
去によく知られていなくても科学的に考えら
れるものは想定しましょうということで、最
大クラスの巨大地震・津波を想定することに
なりました。ただそれだけですと、対策ができ
ないので、発生頻度が高いものについても想
定をする。発生頻度の低い最大クラスの地震
に関してはハードウェア、ソフトウェアに総
合的な津波対策を立てる。頻度の高いものは、
とにかくハードで命と財産を守る、というこ
とが基本的な考え方になりました。

■大規模な現象ほどまれ

（資料4）（資料4）

地震学でいう「最大クラス」と「頻度が高い」
ということはどういうことなのか、お話しし
ます。これは単純に、日本で起きている地震を
全て調べると、よく分かります。左側にこんな
地図がございます。これは過去 10 年間に、気
象庁が決めた震源地を地図上にプロットした
もので、色は深さによる違いですが、日本列島
がどこにあるかわからないぐらい地震の震源
で埋まってしまいます。この数は 10 年間で約
100 万個です。それを地震の規模を表すマグ
ニチュードに従って地震の数をプロットした
ものが右の図です。右図の点は、右肩下がりに
なっています。この図は、横軸にマグニチュー
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ド、縦軸にそのマグニチュードよりも大きい
地震の総数を書いたものです。地震の数です
が対数目盛り、つまり、一目盛りで 10 倍にな
る目盛りで表されています。この図を見ると、
マグニチュード 1 より大きい地震というのは
10 年間で 100 万個ぐらいあるということに
なります。その数が、マグニチュードが大きく
なるに従って、減っていくという傾向が見ら
れます。これは非常に重要なことで、世界中ど
こでも大体このような傾向になります。この
傾向というのは、マグニチュードがひとつ増
えると大体発生数が 1/10 になるということ
を表します。つまり、マグニチュード 6 の地震
よりは、7 の地震の発生頻度は 1/10 になり
ますし、7 の地震よりは 8 の地震の頻度が
1/10 になるということです。東日本大震災で
は、マグニチュード 9 の地震が発生しました
が、マグニチュード 8 の地震というのは、それ
の 10 倍くらいあるということです。頻度の高
い低い、それから規模の大きい小さいという
のは大体このぐらいのイメージで、昨年のマ
グニチュード 9 を最大規模だと思うのでした
ら、それよりひとつ小さい地震というのは 10
個ぐらいあると、東日本大震災の規模は、東北
地方で言うと 500 年に 1 回だと思えば、マグ
ニチュード 8 ぐらいは 50 年に 1 回ぐらい、と
いうことです。そういうイメージで対応策を
取るということです。

比較的頻度の高い地震に関しては、私たち
は防災対策をできるだけハードウェアで取ろ
うとします。けれども滅多に起きないものと
いうのは非常に規模が大きくなりますから、
通常の防災対策では対応できずに災害発生と
いうことになってしまうというのが一般的な
傾向です。

■「既往最大」の想定と「科学的最大クラス」の
想定

（資料5）（資料5）

「既往最大」の想定と「科学的最大クラス」の
想定とはどう違うのでしょうか。これはイメ
ージとしての違いです。「既往最大」と言うの
は、あるときに新しい知識が出てきたら想定
を変えるというものです。例えばあるときに

「このぐらいの規模の想定だ。」と言っていた
ところ、ある先生が「よくよく調べたら、こん
な大きな地震がありました。」と発表して、そ
れが認められると、想定が上がります。そして
さらに新しい地震が発生すると、また想定が
上がります。従来の「既往最大」とは、過去に起
こった地震を基にして、規模を想定するとい
うことでした。今回は科学的に最大クラスを
想定しようということですので、とにかく過
去に起きたか起きないかに関わらず、考えら
れる「最大」を想定する。想定する時には色々
な数字を扱いますが、分らなかったら、少し大
きめにする、というようなことをしますと想
定がどんどん大きくなっていきます。

ただし、あまり想定が大きくなりすぎると、
「そんなのはおかしい。」という研究者が出て
きますので、最大の数値の与え方を考え直し
て、新しい知見が出てくると、想定値は減って
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いく、ということもあると考えています。
横軸でいうと例えば 5 年とか 10 年ぐらい

ごとに見直すと、多少数値は小さくなること
はあるかもしれないと思っています。ですか
ら今回、最悪のケースの想定が出たと言って、
あたふたしても仕方なくて、基本的に発生頻
度の高いものを防災の目標にすることが、現
実的だと考えています。以上が「最大クラス」
についてのお話でした。

■マグニチュードの復習

（資料6）（資料6）

今からは、少し地震学の基礎についてお話
して、東日本大震災はどのような地震だった
のか、さらに南海トラフの地震はどのような
地震であるのか、というお話をいたします。そ
のためには、「マグニチュード」という言葉を
復習しておく必要があります。震度とマグニ
チュードはいつもペアで言われますが、「震
度」というのは「揺れの強さ」のことで、場所に
よって揺れやすいとか、揺れにくいとかあり
ますので、震源に近ければ揺れやすいとかそ
ういうことがございますが、「マグニチュー
ド」は「地震の規模」を表すというふうに表現
されます。これは通常、地震の震源で開放され
るエネルギー、つまりマグニチュードは「エネ
ルギー」であるとよく説明されまして、「マグ

ニチュードがひとつ違うと、エネルギーが 30
倍になります。」といった説明がなされます。
けれども、「エネルギー」というのは、難しい概
念ですので、その言葉は使わない方が良いの
ではないかと思います。難しい概念で分かっ
たつもりでいるのは非常に危険ですので、「エ
ネルギー」という言葉を使わないで説明して、
理解する方が良いと思っています。その場合
には、「マグニチュード」は「断層の面積」とし
て理解するのが適切だろうと思います。地震
は、地下で岩盤が壊れる現象です。力がかかっ
て岩盤がバリッと壊れると、地震が発生しま
す。

その時に必ずある面を境にしてずれが発生
します。色々なずれ方をしますが、ある面を境
にした岩盤の「ずれ」になります。「ずれ」があ
るということは、そのずれた部分には「面積」
がありますから、その面積がマグニチュード
に関係すると理解するのが良いでしょう。つ
まり、その「ずれの面積」が大きいものが大き
い「マグニチュード」であるということです。
面積が大きければ、それに対応してずれの量
も大きくなりますから、「マグニチュード」が
大きくなると、断層面が広くなって、さらに

「ずれ」も大きくなると考えます。通常、その平
均的なずれと断層面積の掛け算をすると、マ
グニチュードが計算できます。実はこういう
のを「モーメントマグニチュード」と言ってい
ます。元々マグニチュードというのは、世界中
の地震を比較するために、20 世紀の前半に
考案され、それがその後に地震の震源のエネ
ルギーと解釈されてきました。それは最近で
は、「ずれ」と「断層の面積」の掛け算と考えた
ものが実態であるということが、段々に見え
てきたところで、一番新しい考え方で理解す
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るのが、一番分かりやすいということです。そ
う考えると震源というのは、「点」ではなくて

「面」であるということです。防災上良くない
と思うのは、地震が起きるとテレビなどでは、
震源はここですと×印を書いて表示していま
す。私たちはなんとなく、その「点」が震源のよ
うに思えますけれども、大きな地震になると、
ある広がりを持った「面」になっていますので、
小さな地震では×でもいいのですが、大きな
地震になると、ひとつの×で書くのはイメー
ジとして、正しくないということになります。

■地震のマグニチュード（M3-M6）

（資料7）（資料7）

では具体的にどのくらいの面積かというと、
このぐらいです。これはマグニチュード 3 ～
6 ぐらいまでの範囲で面積を示しました。マ
グニチュード 5、6 はこんな感じですが、マグ
ニチュード 5 の場合には、大体 3km 四方のと
ころが 15cm ずれます。マグニチュード 6 に
なりますと 10km 四方が 50cm ずれます。
50cm ですから、このぐらいの元々隣り合っ
ていたものが 50cm 離れたところにずれてし
まうと、マグニチュード 6 の地震になります。
これを二つ比べますとマグニチュード 5 と 6
は、「長さ」にすると 3 倍くらい、「面積」で 10
倍です。「ずれ」が 3 倍ですので、「面積」×「ず

れ」で 30 倍になります。3 × 10 で 30 倍。ち
ょうどそれがエネルギーにすると 30 倍だと、
従来説明されていたものに対応します。です
が、エネルギーは忘れていただいて、「ずれ」と

「面積」で 3 × 10 と覚えていただければ良い
と思います。

■地震のマグニチュード（M5-M8）

（資料8）（資料8）

さらにマグニチュードを大きくすると面積
はどんどん大きくなっていきます。マグニチ
ュード 7 ですと大体 30km 四方が平均すると
1.5m ずれる。マグニチュード 8 になりますと
100km 四方が平均すると 5m ずれます。ここ
にいたものが 5m 先まで一気にずれてしまう
とことになります。こうなってきますと段々、
震源は「点」では表せなくなるわけです。もう
一つ重要なのは、その断層の面すべてから強
い揺れを出します。強い揺れを出すというこ
とは、例えばマグニチュード 8 の地震ですと、
100km 離れたところが同じように強く揺れ
るというのが特徴になります。

マグニチュード 7 の典型例だと言われてい
るのが 1995 年の神戸の地震です。阪神の地震
はマグニチュード 7.3 ぐらい。色々と数え方
がありますが、大体 7 前後でした。そうします
と強く揺れる範囲というのはこれぐらいの広
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さです。主に神戸を中心にして被害が起きま
したが、例えば神戸の方で、物資が足りないと
感じた時に、若者にちょっと頼んで大阪まで
買い出しに行ってくれと、みんなリュックを
背負って大阪から戻ってくることができてい
たわけです。これはマグニチュード 7 ぐらい
の大きさだから物資の調達が大阪まで行けば
良かったのです。これがマグニチュード 8 に
なりますとこれが 100km の範囲になります
ので、これは若者でもかなり難しくて、元気の
いい若者に自転車を使ってもらわないと難し
い。このような具合でマグニチュード 9、東日
本大震災のレベルになりますと、100km が
300km、ずれが 3 倍になりますから 15m。
15m はいいとしても、100km が 300km にな
ると、これはほとんど不可能ですね。仙台の方
が東京まで行って物資の調達に行くことを、
歩きとか自転車で、というのは、ほとんど無理
です。

ですので、地震というのは、マグニチュード
が大きくなるにつれ、「広域災害」になります。
広い地域が同時に被災するというのが大きな
特徴です。

■「ずれ」は拡大する

（資料9）（資料9）

さらにマグニチュードが大きい地震、つま

り断層が広い地震になると、断層のずれが始
まってからずれ終わるまでに時間が掛かりま
す。これはイメージで書いたものですが、震源
と書いてあるところが、気象庁が発表する震
源で、最初にずれる場所が震源として最初に
発表されます。そこから徐々にずれが広がっ
ていきます。最初はずれた面積が小さいので
すが、どんどん広がっていって最終的に止ま
るとマグニチュードが確定します。この時に
マグニチュードの値が決まります。断層がず
れ始めてから、ずれ終わるまでにどのくらい
かかるのか、マグニチュードが確定するまで
にどのくらいかかるのかというと、ずれの拡
大速度は秒速 1 ～ 3km です。例えばマグニチ
ュード 8 で 100km だとすると 3 で割って 30
秒。1 で割ると 100 秒。アバウトに 1 分。です
から、マグニチュード 8 だと大体 1 分ぐらい
断層がずれ始めてからずれ終わるまでかかり
ます。どういうことかというと、1 分間強い
揺れを出し続ける、1 分間揺れ続けるという
ことです。さらにマグニチュードが大きくな
ると、もっと長い時間揺れ続けるということ
になります。ということで、マグニチュードの
大きい巨大地震というのは、「広域災害」にな
るのと同時に、「長時間揺れ続ける」と、そうい
った特徴があります。

■東北地方太平洋沖地震のゆれ
東日本大震災の震源は宮城県沖でした。強

く揺れた範囲というのは、宮城県から茨城県
までの非常に広い範囲に渡りました。これは
断層でずれた範囲が、岩手県の南部ぐらいの
沖合から茨城県まで広がったために、広域で
強く揺れたということになります。揺れる時
間も大体 3 分程度と、非常に長時間揺れまし
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た。

（資料10）（資料10）

■東日本大震災のゆれ
その揺れの様子は、最近はインターネット

などで検索して見ることができます。私も
色々探しまして、最も良さそうだなと思った
ものを流します。これは茨城県での揺れです。
おそらく揺れが始まってから、いつまでも続
きそうなほど、長く揺れているので、おかしい
と思って映像を撮り始めたのかなと想像して
います。映像を見ていただければ分かります
が、とにかく長時間揺れ続けています。宮城県
から 200km も 300km も離れた茨城県でこの
ような映像が撮影されました。外へ逃げよう
と思ったのか、一旦部屋を出ますが、あまりに
揺れが強くなってきましたから、もう一回部
屋に戻ってきます。そして部屋の中を見ると、
先ほどより揺れが厳しくなっています。どん
どん強い揺れになって、本棚から本が落ち、ヒ
ーターが倒れ、パソコンのディスプレイが倒
れます。このように、どんどんどんどん揺れが
強くなっていくということがありました。東
日本大震災では、断層がずれ始めたのが宮城
県の沖合です。そこから時間をかけてずれが
南に広がっていって茨城県の方までずれが広
がりました。ずれる場所が近づいてくると、揺

れも当然強くなりますから、このような揺れ
になります。最初は小さい揺れでも、長時間続
いてだんだん強い揺れになってくるというタ
イプが、茨城県で見た場合の揺れの様子でし
た。

■阪神淡路大震災のゆれ
一方で、阪神淡路大震災はどうだったかと

見ますと、これはコンビニエンスストアでの
有名な映像です。揺れを見ますと、店員と客が
お金のやりとりをしていて、二人して、一瞬扉
の方を見ます。これはどうしたのかというと、
扉が揺れたのです。小さい P 波の揺れが来た
ときに、ガタガタっと扉が揺れました。そして、
その数秒後に一気に強く揺れました。これが
マグニチュード 7 の揺れで、かつ震源が非常
に近いところの場合です。このときの揺れと
いうのは、記録を見ると 10 秒ぐらいで終わっ
ています。短いけれども、かなり強烈な揺れの
タイプです。人が翻弄されて立っていられな
い様子が分かります。

マグニチュードの 7 と 9 では、揺れ方がこ
んなに違うということが分かります。

■東日本大震災では、何が起きたのか？
では、東日本大震災で何が起こったのかと

（資料13）（資料13）
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いうと、南海トラフ巨大地震の想定に、非常に
重要なのでお話します。この左上が、普段の様
子です。プレートが沈み込む断面です。プレー
トが海底で沈み込んでいく様子が書いてあり
ます。地震が起きていないときは、そのまま一
緒に引きずり込まれます。通常、東北地方で頻
繁に起きているタイプの地震ですと、その一
部が跳ね返るというものでした。けれども東
日本大震災では、それに加えて、浅いところま
で非常に広い範囲が一度に跳ね返りました。
通常の地震ですと、跳ね返る時に海底も一部
隆起しますので、津波が発生しますが、東日本
大震災はそれに加えて、海溝の付近がより強
烈に跳ね返ったので、非常に高い津波が発生
しました。

■津波波形と津波を引き起こしたすべり

（資料14）（資料14）

津波の波形のデータで非常に有名な物で、
岩手県釜石市の沖合の海底に設置されていた
海底の津波計の記録です。海岸から約 50km
と 100km の 2 カ所に設置されておりました。
2004 年のスマトラ地震の津波の後に、観測用
に設置されたものです。その波形がこんな形
になっており、この横軸のゼロのところで地
震が起きました。10 分、20 分、30 分のとこ
ろで、時間の経過とともに海面が盛り上がっ

ていく様子が分かります。海底に津波計を置
くのは、海底の圧力を測るためです。圧力を観
察すると、海面が盛り上がるとその分だけ圧
力が高まるので、海面の盛り上がりがモニタ
ーできます。つまり、これは海面の盛り上がり
を示しています。約 10 分かけて２m 位海面
が盛り上がります。さらに 15 分後ぐらいから、
急激に海面が盛り上がって、それでまた戻り
ます。これはとんがり帽子のような盛り上が
り方をしています。さらに時間が経つとそれ
が元に戻って、30 分のところでデータが途
切れています。同じ形が、少し陸側でも観測さ
れています。津波が沖合から陸に来たことを
示しています。そして、このデータが 33 分で
止まっているのは、津波が釜石に到達して、釜
石で記録している収録装置が壊れてしまった
ので、33 分でデータが途切れています。

津波としては東日本大震災の地震は二通り
あって、こういう比較的長時間高い潮位が計
測されるタイプと、その上にとんがり帽子の
ように急激に高い津波がやってくるような、
ある種 2 階建て構造になっているものです。
この 1 階の部分は長時間高い潮位が続くタイ
プです。長時間高い潮位が続くというのは、こ
れが海岸にまで来ると、海岸での潮位がずっ
と盛り上がって、10 分も 20 分も続きます。
10 分も 20 分も高い潮位が続くということは、
どんどん陸に水が侵入していきます。ですか
ら、仙台平野のようなところはどんどん陸地
に水が来て、海岸から 5km ぐらいのところま
で、津波が来たというのはこのような津波だ
ったからです。2 階建てのとんがっている部
分は、あまり内陸に入ることはないのですが、
海岸付近では非常に高い津波が押し寄せます。
岩手県のリアス式海岸や、福島の第一発電所
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で大きな被害があったのは、こういったとん
がり帽子の部分があったからです。とんがっ
た部分がどこから来たのか、どこが原因だっ
たのかと言いますと、これは専門的な図で申
し訳ないのですが、色の濃い部分からとんが
った部分が出てきたということで、かなり海
溝に近い部分、点々が海溝ですから海溝に近
い部分からこのとんがり帽子のような津波が
やってきて、この比較的広い部分が隆起した
ために、長時間高い潮位が続くような津波が
来ました。

■東北地方太平洋沖地震と東海・東南海・南
海地震を比較すると

（資料16）（資料16）

南海トラフの地震との比較をしてみたいと
思います。左側が東北の地震、右側が南海トラ
フの地震です。東日本大震災では、マグニチュ
ードは 9 でしたが、南海トラフもマグニチュ
ード 9 になる可能性があります。東日本大震
災は、プレート境界の地震で、広い震源による
広域災害になりました。南海トラフもやはり
広域災害になります。それから津波は 1 階建
て部分のような、広い範囲で海底が隆起する
ような津波が発生します。そして、とんがり帽
子のような 2 階部分が発生するかどうかは、
よく分かりません。けれども、最大クラスの想

定では、その部分も含まれています。
さらに東日本大震災によって大規模な地殻

変動が起こり、太平洋岸では地盤沈下が起き
て、いまだに海水面より下の部分になってい
るところがあります。そしてそれは南海トラ
フの地震でも起こりうると考えられます。例
えば高知市は、南海地震が起こるたびに、
50cm ～ 1m 沈んでいます。ただここは 5、6
年で元に戻っています。それから誘発地震と
いうものが 2011 年は多数起こりました。例え
ば長野県、新潟県境、富士山の南とかで誘発地
震がたくさん起こりましたが、こういった誘
発地震も、南海トラフの巨大地震でも起こる
だろうと想定されます。誘発地震で有名な例
は、1944 年の東南海地震直後に発生した三
河地震です。これも一種の誘発地震になりま
す。どこで起きるかは分かりませんが、そうい
うものも起きる可能性があります。それから、
揺れは長時間続くということもあります。揺
れの被害は、東日本大震災では、地震の規模の
割に大きくなかったようです。けれども、南海
トラフの地震の方が、明らかに強い揺れにな
ります。これは震源が、より陸に近くなるから
です。東日本大震災の震源は、陸より少し離れ
ていましたが、南海トラフの場合は、想定され
る震源が陸に近いので、その分だけ揺れも強
くなります。

■南海トラフの地震の地震発生予測
従来は、南海トラフの地震とはこのように

考えられていました。東海地震、東南海地震、
南海地震が発生すると、かなり陸に近いとこ
ろですので、その分揺れが強くなりますし、東
日本大震災は 500 年に 1 回起こるタイプの地
震であることが分かってきましたが、南海
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（資料17）（資料17）

トラフは 100 年に 1 回起きているという歴史
があります。最も新しい地震が 1944 年と
1946 年に発生しています。その前は 1854 年、
1707 年ということで、大体 100 年から 150 年
の間に発生しています。一回一回様子は異な
るものの、かなり大きな地震が起こっていた
と分かっています。では次の地震は、いつ起こ
るのかということですが、それほど先のこと
ではありません。1944 年が最後だとすると、
これに 100 を足すと 2044 年、これだと大分先
のことですね。90 ですと 2034 年。ちょっと
近いと思いますね。90 というのは、前の地震
の間が 90 年だったので 90 を足しました。そ
の前が150年ぐらいありました。150年ですと、
私たちとは関係なくなってしまいますが、
1707 年の地震は巨大だったので、次の地震ま
でに 150 年も空いたのではないか言われてい
ます。最も新しい 1944 年の地震は、非常に小
さな地震でした。そうすると次の地震までの
間隔は短いかもしれません。80 を足すと
2024 年です。2024 年ぐらいになりますと、本
日ここにいらっしゃった方は、皆様まだ元気
でいらっしゃいますので、他人ごとではあり
ません。このように時間の感覚を考えていた
だければと思います。それを確率という言葉
を使うと、今後 30 年間に 60％とか 70％とい

うことになりますが、これは 30 年後に起こる
ということではありません。30 年後に起こ
るとしたらこれは 50％になります。これは、
30 年よりも前に起こる可能性として、高い数
字になっているのです。

■東海・東南海・南海連動型地震の想定震度
分布

（資料18）（資料18）

このような地震が起きると、想定の震度と
しては、愛知県は震度 6 弱以上が平野部を襲
い、場所によっては震度 6 強になる場所もあ
ります。

■南海トラフの地震震源域と波源域の拡大

（資料19）（資料19）

上の図から右の図になる動きが、従来の想
定でしたが、南海トラフの最大クラスの想定
も東北で起こった地震と同じように、右の図
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ではなく下の図のように、海溝付近がより大
きく跳ね返ると考えました。

■新しい震源域の想定　震源域の拡大と津波
波源域の拡大

（資料20）（資料20）

内側が今まで想定されていたものです。そ
して、外側が、今回のように、海溝付近がより
大きく跳ね返った場合の波源域になります。
東北でいうととんがり帽子のような津波を発
生させうる部分です。このうち、どこで、とん
がり帽子のような津波が発生するのか、分か
りません。全体が同時に津波を出すというこ
とは、世界中の地震の研究からすればあり得
ません。そのうちの 1/3 か 1/4 ぐらいが、東北
のような 2 階建て構造の津波を出すだろうと
予測しています。

■ 11通りの津波波源域を想定
ただどこでそのタイプの津波が発生するか

は分かりません。そのため、国は様々なパター
ンを考えます。例えば、静岡県の沖で高い津波
を出すか、紀伊半島沖で高い津波を出すか、四
国沖で高い津波を出すか、九州で高い津波を
出すか…というように、様々なパターンを考
えます。さらにそれらの組み合わせや、2 か
所に分けるとか、3 か所に分けるとか多くの

（資料21）（資料21）

予測をして、高い津波が一体どのくらいにな
るのか、ということを計算した結果が、次の図
です。

■最大クラスの津波高と 2003 年想定の津波
高との比較

（資料22）（資料22）

この図は、今年の 3 月末に発表されたもの
です。海岸に沿ってぞれぞれの場所の津波の
高さを一次元で示したものです。例えば下田
ですと下田から出ている線を辿ったところを
見ます。このグラフの赤色（従来の想定）と青
色（最大クラスの想定）を比べると、最大クラ
スの想定では 2 倍～ 3 倍になるということが
分かります。例えば下田から伊良湖の先端ぐ
らいはそうです。ちょうど外海です。直接太平
洋に面しているところは、最大クラスでは高
い津波がやってきます。一方湾内の、伊勢湾と
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か三河湾とかは、従来の想定とさほど変化は
ありません。ただし例外で、知多半島の先端は
大体 2 倍ぐらいの想定となりました。ここに
は有名な海水浴場もありますので、海水浴に
行った際に地震が起きたら、すぐに避難する
必要があります。さらに紀伊半島の外海には、
非常に高い津波がくると想定されます。

■最大クラスの津波高の想定アニメーション
その様子をアニメーションで示したものを

お見せします。津波が広がっていく様子を、1
秒を約 2 分として作られています。最初に伊
豆半島から九州へ断層のずれが広がっていっ
た様子が表れています。それが約 6 分です。そ
して、断層がずれ始めてからずれ終わるまで
約 5、6 分かかります。その時に、駿河湾の辺
りを見ますと、すでに海岸に津波が到達して
います。ここは震源が非常に近いので、地震が
発生してから津波がくるまでに、時間的余裕
はありません。さらに 20 分ぐらい経つと、大
体外海に全ての津波が到達します。大体この
くらいの時間の感覚です。東北地方では、地震
が起きて津波がくるまで最も早いところで
30 分ありました。仙台平野は 1 時間です。け
れども、駿河湾は地震が起きたらすぐ逃げる。
これ以外に助かる道はありません。躊躇して
逃げ遅れたら、おしまいという場所です。この
点は、東北とは全く違うと理解してください。
もちろん内海の伊勢湾や三河湾には、ゆっく
り津波が侵入して行きますので、名古屋市や
三河湾は少し時間の余裕があります。むしろ
ここは、揺れたら慌てずに高台に確実に避難
して 1 時間や 2 時間、待つとことが重要にな
ります。ですから地震が起きた時に、自分がど
こにいるのか、ということで対応は変わりま

す。海岸でも外海なのか、内海なのかというこ
とで違ってきます。

■地震が発生してから１mの高さの津波が
到達するまでの時間

（資料24）（資料24）

実際に 1m ぐらいの津波が到達するまでの
時間は、どのくらいあるのかというと、近いと
ころで 5 分くらい、遅くても外海は 20 分です。
そして内海は 50 ～ 60 分かかるということで
す。

■津波高の詳細（内閣府）

（資料25）（資料25）

津波の高さを示していますが、津波の高さ
ばかり気にしてもいけませんので、もうひと
つ重要な情報、津波の浸水域についてお話し
ます。
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■津波の浸水分布（愛知県）

（資料26）（資料26）

どのくらい浸水するのかということで、こ
のような図もあります。愛知県ですと、伊良湖
の外側は津波が高いと言われていましたけれ
ども、ここは海岸も高いので、実はあまり浸水
しません。一部、赤羽だけが例外ですが、ここ
は港の辺りに浸水します。伊良湖の先端は割
と浸水します。それから内海は 0 ～ 30cm で
すから、ほとんど被害はありません。30cm
を超えると人が流されます。2m を超えると、
家が流されます。

■津波の浸水分布（名古屋周辺）

（資料27）（資料27）

名古屋市のあたりの浸水分布図です。これ
は堤防が壊れた時の想定図です。

■濃尾平野南部の浸水（「土の堤防」が壊れな

い場合）

（資料28）（資料28）

拡大して見てみますと、名古屋市でも熱田
区、南区、港区の 0m 地帯、このあたりは地盤
沈下で、海水面よりも低い土地が広がってい
ますので、浸水が想定されます。埋め立て地は、
0m より高いので浸水はしません。

■濃尾平野南部の浸水（「土の堤防」が壊れた
場合）

（資料29）（資料29）

ただ大規模な堤防がもし壊れた場合、木曽
川とか庄内川のような大きな河川の堤防が壊
れたら被害は拡大します。濃尾平野は、日本で
一番 0m 地帯が広がっているところで、海面
よりも低いところがたくさんあります。です
から、もし堤防が壊れたら、愛西市、稲沢市、あ
ま市、中村区まで浸水します。こういった地図
を頭に入れて、仮にこういう所にいた場合に
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どうするか、ということを普段から考えてお
く必要があります。

■最大クラスの地震の震度分布（防災対策用）

（資料31）（資料31）

次は揺れの話をします。国の最大クラスの
想定ですと、震度としては 1 ランク上がりま
す。従来の想定では、震度 6 弱くらいだったの
が、大体震度 6 強ぐらいの想定となります。

■地盤の揺れやすさ

（資料32）（資料32）

身近な話をしますと、地震の揺れというの
は地盤によってかなり左右されます。固い地
盤と柔らかい地盤では揺れが全く違います。
地震の震源は固い地盤の中にあって、固い地
盤を伝わって地表に揺れがやってきます。も
し地表が柔らかい地盤ですと、揺れが増幅さ
れます。

■揺れやすさの実験（映像）
その揺れの増幅の様子がわかる、実験映像

を流します。まな板の上に豆腐を乗せて揺す
る、という簡単な実験を行っています。まな板
が固い地盤で、固い地盤が揺れると上に乗っ
ている豆腐、つまり柔らかい地盤は、よりたく
さん揺れます。固い地盤の上に固い地盤が乗
っている様子は、豆腐を一晩冷凍庫に入れて
凍らせると実験できます。フローズン豆腐を
乗せて揺すると、下のまな板、つまり固い地盤
と同じように揺れるということです。同じ揺
れでも、表面の地盤の硬軟で、揺れ方は大きく
違ってきます。大げさに見えますが、これは大
げさではありません。

■東京の地形と関東地震の被害

（資料34）（資料34）

これは、名古屋大学にいる武村先生が、関東
地震の揺れの調査をされた時に明らかになっ
たものです。東京の地形図ですが、東京は東側
が低くて西側が高いという地形です。1923
年の関東地震の時に、どう揺れたかというこ
とですが、左図が震度分布です。濃い色が震度
7、薄い色が震度 5 弱です。この地図の中に震
度 5 弱と震度 7 があります。右側の低いとこ
ろが震度 6 強～ 7 で、柔らかい地盤のところ
が揺れています。反対に固い地盤のところは、



Journal of Sugiyama Human Research 2012022

フォーラム報告

あまり揺れていません。旧神田川のところで
は、震度 7 と震度 5 弱があります。500m も
離れていない距離で、震度 7 と震度 5 弱にな
るのです。これも地盤の善し悪しで決まりま
す。

■濃尾平野の揺れやすさと地形

（資料35）（資料35）

では名古屋はどうでしょうか。名古屋の地
形図を見てみましょう。同様に、地盤の硬軟で
震度が変わってきます。半分くらいにしか揺
れないところは山なので、住めません。2 ～ 3
倍も揺れる地域には、住みたくないと思いま
す。では標準より少し揺れるところに住みた
いなと思うと、名古屋城それから、栄周辺にな
ります。では、名古屋駅はというと、かなり揺
れます。2 ～ 3 倍揺れる場所になってきます。
名古屋駅と栄では揺れは 2 倍くらい違うので
す。近場でも、揺れは大きく変わってきます。
例えば、オフィスが栄から名古屋駅に移った
場合には、揺れが倍になると思ってください。
そして、建物が壊れるというよりは、建物の中
で色々なことが起こると考えてください。例
えば、ロッカーが倒れたり、コピー機が走り回
ったりと、非常に危険なことになります。そう
いうことを認識した上で、引っ越しを考えて
いただけたらと思います。

■愛知県における地盤のゆれ増幅率

（資料36）（資料36）

愛知県全体で、こういう地図もあります。

■地震動の予測

（資料37）（資料37）

日本全体の地図もあります。

■自分の住んでいる場所の地盤を知る
自分の住んでいる場所が、どのような地盤

なのかというのは、「J ー SHIS」というサイト
で調べることができます。スタートを押すと
地図が出てきます。これは今後 30 年間で震度
6 弱以上の地震に見舞われる確率です。どこ
でも好きな場所を、検索して見ることができ
ます。例えばここ「名古屋市千種区星が丘」と
入力すると、出てきます。これは、揺れの確率
ですから真っ赤です。上の欄の「表層地盤」と
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いう所をクリックすると、地盤の状況から揺
れやすさ、揺れにくさというのが出てきます。
この辺りというのは、揺れにくい場所です。そ
して反対に、名古屋駅周辺は、非常に揺れやす
い地盤であることが分かります。このように、
皆さんがいる場所は、どのぐらい揺れやすい
のか、というのを認識していただいて、どこで
も耐震はしないといけませんが、特に揺れや
すい場所では、耐震を怠らず、気をつけること
が必要です。

■まとめ

（資料40）（資料40）

本日お話ししました情報を活かして、地震
災害の軽減に努めていただければ幸いです。
以上で私のお話は終わりです。ご清聴ありが
とうございました。

渡邉主任研究員：山岡先生ありがとうござい
ました。名古屋市内の、これまであまり耳にし
ていない情報をご講演いただきまして、大変
参考になりました。

渡邉主任研究員：では、お二人目の基調講演
は井戸田秀樹先生です。井戸田先生は、現在、
名古屋工業大学大学院の教授をされていらっ
しゃいます。1983 年に名古屋工業大学建築

学科を卒業され、東京工業大学大学院に進ま
れ、愛知産業大学助教授、名古屋工業大学助教
授、米国イリノイ大学客員研究員を経て、
2009 年より現職の名古屋工業大学の教授を
務めていらっしゃいます。

耐震、特に木造構造あるいは鉄筋構造にお
いて、どのような形で耐震化が行われている
のか、その専門家です。本日は家が揺れた時ど
のような揺れ方なのか、あるいは家族の安全
を図るにはどのようなことに気をつけたらよ
いのか、をお話ししていただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

【第一部】基調講演Ⅱ
「そのとき、あなたは家族を守れますか？」
井戸田 秀樹氏（名古屋工業大学教授 /同大学高度

防災工学センター副センター長）

井戸田秀樹教授：ご紹介いただきました名古
屋工業大学の井戸田と申します。先ほどお話
しされた山岡先生は理学部に所属していらっ
しゃいます。理学はサイエンスなので、皆さん
聞かれて分かったように、内容がシャープで
まさに科学の先端を知的興奮とともに学べる
という感じです。私は工学部におります。工学
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はモノを作る学問です。モノ作りは理屈も然
る事ながら、安く作れるか、作っても役に立つ
か、という泥臭い話が出て参ります。今からの
私の話も結構泥臭い、お金が絡むことも出て
きますが、山岡先生とのギャップにがっかり
せず、お付き合いいただきたいと思います。

私に与えられたテーマは「地震が起きたら
何が起きるか」です。まずは、今日皆様のお手
元に用意した資料を簡単に紹介いたします。
まず、A3 の見開きで『愛知の建築』という雑
誌の 2012 年 1 月号、2 月号の抜粋があります。
今日の話のほとんどは、この 2 回分の「巨大地
震に備える」という資料にまとめてあります。
お持ち帰りいただいて今日の話を思い出すの
にお使い下さい。もう一つは、インターネット
からダウンロードした「被災した私たちの記
録」という朝日ソノラマの記事です。これは阪
神淡路大震災の時に被災された方の手記です。
私自身は被災者になった経験はありませんの
で、被災者の生の声を読んで、実感していただ
きたいと思います。お時間のある時にまた目
を通していただければと思います。それから
もう一つ。四つ折りの『木造住宅の耐震リフォ
ーム』という資料を用意しました。これは建物
の耐震化を進めるにあたり、建築士や工務店
の方と所有者の方が一緒に住宅の情報を考え
ていく時に机の上に広げる資料として作成し
たものです。これについては、今日、話の中で
少し中味に触れますので、後でお手元にご用
意いただければと思います。では、前のスクリ
ーンをご覧いただきながら話をお聞きくださ
い。

まず、南海トラフ巨大地震で何が起きるか
を考える前に、昨年起きた東日本大震災で建
物はどのような被害を受けたか、それを踏ま

えた上で、今後、東海・東南海地震ではどうな
るかを考えていきたいと思います。

■東日本大震災における建物被害の特長
地震から一年半以上経ち、建物の被害等の

調査結果もまとまってきました。建物被害の
主な特徴は三つにまとめられます。一つ目は、
津波の被害はとても甚大であったこと。二つ
目は、非常に広い範囲で液状化の被害と地盤
崩壊の被害があったこと。三つ目は、今まで観
測された震度の割には揺れによる被害はとて
も小さかったということです。この三つが今
度来る東海・東南海ではどうなるのかを考え
たいと思いますが、津波の話は山岡先生から
大分お話がありましたので、私からは「液状化
の話」と「揺れの話」、この二つに焦点を合わせ
て南海トラフ地震のことを考えてみたいと思
います。
「液状化」と「揺れ」に関連して今日用意した

お話は次の三つの内容です。一つ目は液状化
によって住宅にどんな被害が出るか、それに
対してどんな対策をすればいいかです。二つ
目は揺れによる被害と対策です。揺れによっ
てどんなことが起きるのか、東日本大震災で
は揺れによる被害は意外と小さかったので、
ひょっとすると今度来る東海・東南海地震で
もそんなに大きくないのではないかと淡い期
待を抱きますが、それをどう考えればいいか
についてお話しします。そして、三つ目は、家
族を守るために普段からどんな備えをしない
といけないかです。この三つのステップでお
話をいたします（資料 2）。
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（資料2）（資料2）

■液状化現象と被害
まず、液状化についてお話しします。先ほど

の山岡先生の地図にもあったとおり、名古屋
は東半分、西半分の地盤の状況が大きく違い
ます。左側は東海地震が単独で起きた時の液
状化の予想マップ、右側は東海・東南海が同
時に起きた時の液状化の予想マップです（資
料 3）。名古屋の西半分はかつて海でした。液

（資料3)（資料3)

状化の危険性がとても高い場所だということ
が分かります。東日本大震災でも浦安など東
京近郊の住宅地で液状化の被害がたくさん出
ました。特に名古屋は人口密集地に液状化の
可能性が高い場所がたくさんあります。液状
化の被害の可能性をもっと積極的に考えてい
く必要があるのではないかと思っています。

液状化現象はどのような仕組みで起きるか

（資料5)（資料5)

を勉強しましょう。このような入れ物に石を
入れます（資料 5）。最初に表面がこの位置に
あったとします。これを地震を想定して揺ら
してみます。すると、石の表面が少し下がりま
す（資料 7）。今度は表面の少し下まで水を入

（資料7)（資料7)

れた状態で同じことをやります。そして石の
上に家が載っていると考えます（資料 8）。揺
らすと、先ほどと同じように石が詰まっ

（資料8)（資料8)
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ていき、表面が下がります。水はいくら揺すっ
ても表面は下がりませんから、今まで表面に
あった土の部分が下がって水が上に来ると、
家は浮いた状態になり不安定になって傾きま
す。この現象が液状化の仕組みです。さらに水
が圧力で押されて地面から溢れ出します。こ
れが地表に水と砂が一緒に吹き出す仕組みで
す（資料 12）。

（資料12)（資料12)

どのような場所が液状化しやすいかという
と、①地下水位が非常に高い地盤、②締め固め
られていない地盤、そして、③粒の大きさが揃
った砂地盤です。粒の大きさが違うと揺すっ
ても隙間に小さい粒が入り込むので表面はあ
まり下がりませんが、同じ大きさの粒が揃っ
た砂地盤は液状化が起きやすいのです。

実際に液状化が起きた時の映像をご覧くだ
さい。これは 3 月 11 日の幕張の映像です。表
面から砂を含んだ水が噴き出している状況が
よく分かります。とめどなく砂が吹き出し続
けます。歩道はほとんど水で埋まった状態で
す。車道の方にも流れていきます。最終的には
車道も全部砂で埋まってしまいます。これが
先ほどのメカニズムで生じています。建物は
この上に建っています。住宅のような直接基
礎の建物は地面の表面に直接鉄筋コンクリー
トで基礎を作り、その上に木造の家を建てま

す。一方、重い建物や高い建物は地表面に直接
置くわけではなく、杭を打って地中の固い地
盤まで力を伝達させて、その上に建てます。液
状化が起きますと、当然表面に直接載ってい
る建物は傾いてしまいますが、杭の上に建っ
ている建物は、建物自体が大きく傾いたりす
ることはありません（資料 15）。

（資料15）（資料15）

（資料16）（資料16）

この写真は東日本大震災で震度 5 強を観測
した千葉県旭市の住宅です（資料 16）。色々な
物が傾いているので何がまっすぐかよく分か
りませんが、一番左側の電柱がまっすぐです。
家は写真で測ると約 3°傾いています。人間は
水平度に対してとても敏感で床の傾きが 1°
以下の部屋に入っても傾いていることがすぐ
分かるそうです。3°傾いている家ではとても
生活はできません。このコンビニも 2°傾きま
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した。傾きも然る事ながら、駐車場はオフロー
ド車でも走るのが大変なほどでこぼこになり
ました。これは 1964 年新潟地震の時の映像で
す。今は地盤の悪いところに 4 階建ての鉄筋
コンクリートを杭を打たずに造ることはあり
ませんが、当時はあまり地盤のことを考えて
いなかったようです。傾くどころか完全に横
倒しています（資料 19）。先ほどご覧いただい

（資料19）（資料19）

たように、土と砂が水と一緒に吹き出すと、建
物が傾くだけではなく、建物の外構も非常に
ひどい状況になります。建物と道路の間に数
十センチの段差ができたり、吹き出した砂で
歩道の仕上げや駐車場が大きく損傷を受けた
りします。まずは液状化でこんな悲惨な状況
が起きることをご理解ください。

もう一つ液状化の映像をご覧ください。今
度は水は噴き出しませんが、地表面が結構大
変なことになっています。表面が上下に動い
ているのが分かりますか。水が噴き出さなく
ても、地面が上下左右にずれるように動きま
す。これは歩道ですから、足を挟まなければい
いだけかもしれません。しかし、もしこの上に
一昔前の鉄筋を入れない無筋基礎で建物があ
った場合は建物にかなり損傷が出ると考えら
れます。昔使われていた独立基礎や玉石の上
に柱が乗っているだけの建物は、傾くだけで

（資料25）（資料25）

はなく、液状化によって上部の建物も損傷を
受けることになります（資料 25）。液状化の可
能性の高いところではこのような被害も十分
考える必要があります。

埋設物の被害も深刻です。液状化すると当
然地盤は液体と同じ振る舞いをします。風船
を風呂に沈めるのが大変なように、地中の埋
設物は表面に飛び出てきます。津波と揺れの
話に隠されていますが、名古屋の西半分には
液状化の危険度がかなり高いことを認識して
いただきたいと思います。

■液状化の事前対策と修復

（資料29）（資料29）

事前対策はどうしたらいいか（資料 29）。ま
ずは自分の場所がどれくらい液状化の危険度
があるのかを液状化マップを活用して調べる
ことが重要です。先ほど山岡先生が紹介され
た愛知県防災学習システムでかなり細かいと
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ころまで見られます。愛知県のホームページ
からたどれると思います。自治体の窓口にも
液状化マップは置いてあります。また市町村
のホームページでは詳細な液状化マップを見
ることができます。まずはそれらをご覧いた
だいて、お住まいの場所の液状化の可能性を
考えていただきたいと思います。それから少
しお金がかかりますが、やはり一番確かなの
は地盤調査です。予算が許せばボーリングを
して地面の中の状況を調べることが一番確か
です。

液状化が起きそうな地面は改良していく必
要があります。実際にどんな対策をするかに
ついては、いくつかの工法が日本建築学会の
ホームページに紹介されています。その主な
工法を三つご紹介します（資料 33）。一つ目は

（資料33）（資料33）

「深層混合処理工法」と言われ、杭ではありま
せんがある程度固い柱状の支持物をコンクリ
ートの基礎の下に作り、この上に通常の鉄筋
コンクリートの基礎を作って住宅を建てる方
法です。二つ目は「小口径杭工法」といって、実
際に杭を打ってある程度支持力を伝達できる
ところまで力を伝えるようなものを埋め込む
方法です。三つ目は「浅層混合処理工法」と言
って今度は下に行くのではなく敷地全体の表
面をある程度固くして噴砂とかが起きないよ

うな状況にする方法です。学会のホームペー
ジにしては珍しく、値段も出ており、もちろん
敷地の広さにもよるので、あくまでも目安で
すが、「深層混合処理工法」は新築の場合 100
万～ 200 万円、「小口径杭工法」は 100 万～
150 万円、「浅層混合処理工法」は 80 万～ 150
万円です。新築で住宅を建てる方はこのよう
な液状化の対策を講じていただきたいと思い
ます。「小口径杭工法」という杭を打つ方法だ
けは、すでに建物が建っている状況で対策を
したい場合も適応できますが、難易度の高い
工法になりますので、予算も 500 万～ 800 万
円と高いです。液状化の対策は相手が地面で
すので、不確定な話で予算も関わってきます。
このような対策があるということを頭に入れ
ていただければと思います。

続いて、何もしなかったので地震の時に傾
いたという時は、それをなんとかしなければ
いけません。これもいくつか方法をご紹介い
たします（資料 34）。まずは一番お値打ちな方

（資料34）（資料34）

法です。基礎はそのままにして、土台から上だ
けを元に戻すという方法です（資料 35・36・
37・38）。まず、住宅の壁の下の方の仕上げを
剥がします。コンクリートの基礎、つまり柱の
下を斫り、そこにジャッキを入れて、土台とコ
ンクリートの基礎を切り離し、土台から上だ
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（資料35） （資料36）（資料35） （資料36）

（資料38） （資料37）（資料38） （資料37）

けを持ち上げます。土台がまっすぐになった
ところで基礎をコンクリートで埋めます。傾
いた基礎はそのままですが、土台から上はま
っすぐに直せます。これが一番お値打ちな方
法として紹介されていました。次に、基礎から
元に戻したい場合（資料 39・40）は、基礎

（資料39） （資料40）（資料39） （資料40）

を上げるための反力が必要です。まず下がっ
ている側に杭を打ちます。この杭を支えにし
て基礎を上げます。一つの杭だけで上げると
基礎が割れてしまうので、杭を二つ、三つ打っ
てバランスよく上げます。最後に、三つ目の工
法をご紹介します（資料 42・43・44・45）。こ

（資料42） （資料43）（資料42） （資料43）

（資料45） （資料44）（資料45） （資料44）

れはあまり現実的な方法ではありません。自
分の敷地に十分な余裕がないと無理ですが、
隣に家をどかしておく場所を作って一旦家ご
と動かし、あとは丈夫な基礎を作り直して、元
の場所に家を戻す方法です。この方法は新築
よりもお金がかかります。この家には値段に
は変えられない思い出があるという方向けの
方法です。

（資料46）（資料46）

日本建築学会のホームページには他にも具
体的な工法が紹介されています（資料 46）。一
番安い方法は先ほど最初にご紹介した「ポイ
ントジャッキ工法」です。「アンダーピニング
工法」は二つ目にご紹介した基礎の下を掘っ
て、そこから基礎ごと上げる方法です。「注入
工法」はジャッキではなく薬液（膨張する液
体）を基礎の下に入れて、それを膨らませて元
に戻す方法です。予算は安いと 200 万～

30003000

（資料47）（資料47）
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300 万円ですが、他の方法で高いと 1,000 万円
ぐらいはかかってしまいます。

事前対策と修復のまとめです（資料 47）。事
前対策としては杭基礎を打つか、地盤を改良
するか、あるいは基礎自体をとても強固なも
のにすることが必要になります。修復につい
ては土台から上だけを戻す方法、基礎から元
に戻す方法、曳屋はちょっと非現実的ですが、
家に対してお金に換えられない価値をお持ち
の方はこれしかありません。液状化の対策と
して、このような方法があることをご紹介し
ました。液状化の起きた場所ではそれほど建
物に大きな揺れがなく、上屋の揺れによる被
害が少ないため、とりあえず命を失うことは
ありません。事前に直しておくのか、それとも
いざとなったら出費を覚悟しておくのも一つ
の決断かもしれません。以上、液状化の可能性
と被害対策についてお話しました。

■震度の割に小さかった建物被害

（資料49）（資料49）

続いて、揺れによる被害と対策について話
を進めます。まずは数字をご覧ください（資料
49）。阪神淡路大震災と東日本大震災における
全壊建物数、負傷者数、被災地の広さ、死者、行
方不明者数をそれぞれ比較しました。南海ト
ラフ地震では全壊建物が 135 万戸、うち津波

による全壊建物が 15 万戸、負傷者が 47 万人、
死者・不明者が 23 万人という予測です。かつ
て経験した二つの地震よりも非常に大きな被
害が予想されています。特に揺れによる被害
は東日本大震災では 1 万 2 千戸でしたが、南
海トラフの巨大地震では 135 万戸と非常に多
いです。しかし、興味深い調査結果があります。
筑波大学の境教授の調査研究では、東日本大
震災において、震度 6 強から 7 の激震地区で
全壊率が 0.43％と、建物の倒壊数はとても少
なかったことが分かっています。阪神淡路大
震災の時の東灘区では全壊率が 17％。震源に
近かった北淡町では 44％でした。東日本大震
災では同じ震度 7 を観測した場所でも圧倒的
に建物の倒壊は少なかったことが分かります。
では、今度来る東海・東南海地震では揺れに
よる被害をどう考えればいいのでしょうか。
実は、新潟中越地震の時も東日本大震災と同
様に、観測された震度の割に建物被害が少な
かったのです。震度 6 強を観測した小千谷市
では半数が無被害、全壊したのは一割弱ぐら
いしかありませんでした。この写真は、小千谷

（資料52）（資料52）

市の住宅です（資料 52）。小千谷市は豪雪地帯
ですので、この住宅は一階が RC 造、その上に
木造住宅が建っているという構造になってい
ます。このように住宅の足元に大きな質量が
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あると上の建物には大きな力が入らない仕組
みになっています。また、寒い地方のため窓が
比較的小さいことは東海地方の家との大きな
違いです。元々南側に大きな開口を作る東海
地方とは家の形状が大きく違います。窓が小
さいということは相対的に壁が多くなります。
壁は木造住宅の場合、重要な耐震要素になり
ますから、東海地方の家と比べ、家の耐震性能
がもともと高いということです。さらに、東北
地方は今まで非常に大きな地震の履歴を近い
ところで受けています（資料 53）。昭和 53 年

（資料53）（資料53）

以降の地震だけを示していますが、東北地方
では住宅が何千戸も被害を受けるような地震
が何回も続いて起こり、弱い建物は淘汰され
てきました。中部地方と東北地方の建物がど
れくらい違うか調査された方もいらして、東
北地方の住宅の方が平均値レベルで大体 4 割

（資料54）（資料54）

ぐらい強いそうです（資料 54）。つまり、もと
もと耐震性能の高い建物が多かった東北地方
に比べ、東海地方の建物はかなり耐震性が低
く、東日本大震災のときの東北地方のように、
揺れの大きさの割には被害が小さいという可
能性はほとんどないといえるでしょう。

揺れの大きさの割に被害が小さかったもう
一つの理由は、地震の揺れの特徴にあります。
東日本大震災では、カタカタと結構細かい周
期の地震が長い時間続きました。木造住宅で
いうと、家をバサッと倒すのではなくて、瓦を
少しずつずらして落としたり、仕上材を壊し
たりするような揺れ方です。今度は阪神淡路
大震災の揺れの映像をご覧ください。阪神淡
路大震災の揺れはカタカタではなく、こうい
うユサッという一発の揺れで建物を壊しまし
た。これは地震の波の形です（資料 57）。上が

（資料57）（資料57）

宮城県で観測された震度 7 の波形でとても周
期が短いことが分かります。波の幅が広くて
一番高いところは 2.7G で、重力加速度の 3 倍
近い加速度が観測されました。一方、阪神淡路
大震災の時は、波の幅がそんなに大きくあり
ませんが、1.4 秒くらいのユサッという揺れ
でした。実はこのユサッという揺れが、グラッ
グラッとなった建物をバサッと倒すのに非常
に最適な波です。一方、東日本大震災のカタカ
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タという揺れは、建物を部分的に損傷させる
ことはできても倒壊させる力はありません。
これが東北地方で倒壊した建物が少なかった
もうひとつの理由です。

（資料58）（資料58）
「国土交通省建築研究所東北地方太平洋沖地震被害報告書より」

この図は加速度応答スペクトルといって、
横軸が地震動が持っている周期の大きさ、縦
軸がその成分を表します（資料 58）。住宅にと
って都合の悪い周期は 1 秒から 1.5 秒ぐらい
です。この範囲の大きさを見てみると、ピンク
の東日本大震災の揺れはそれほど大きくはあ
りませんが、神戸や新潟中越の川口の波は東
日本の 2 倍から 3 倍位も大きくて建物を倒す
のにとてもパワーのある揺れでした。これが
今回の住宅の被害の特徴につながっていると
いえます。東日本大震災では震源が宮城県か
ら 150㎞から 200㎞沖に離れたところでした。

（資料59）（資料59）

しかし、今度来る南海トラフの地震は真下で
起きますので色々な周期の成分が私たちの住
んでいる場所には伝わってきます（資料 59）。
東日本大震災のように、建物に優しい揺れを
期待することも難しそうです。

住宅が倒れるとはどういうことか、映像が
ありますのでご覧ください。左の住宅は建築
基準法の 4 割しか強度がない住宅、右の住宅
は建築基準法の 1.8 倍もあります。期待通り
になりますのでご覧ください。実大の住宅を
同じ振動台の上に載せて揺らした実験です。
この左の住宅の 1 階で寝ていたらどうなるで
しょうか。今皆さんは左を見ていたと思いま
すが、今度は右もご覧下さい。建築基準法の 8
割も強いのですが、結構損傷が出ます。この辺
の壁が剥がれて落ちます。建築基準法ではあ
くまで目安として建物の性能を決めましたが、
その基準を少しでも超えていたら何事も起こ

（資料62）（資料62）

（資料63）（資料63）
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らないというわけではありません。基準法の
8 割も強い建物でも今のような被害がありま
す。建物の耐震を考える時は基準法の呪縛か
ら逃れ、建物の被害と地震の大きさの関係を
連続的な量として考えることが大切です。

被害の程度も色々あります。小さな揺れで
も大体すぐ起こるのはコンクリートの基礎と
木造の部分とのつなぎ目の仕上の被害です

（資料 62・63）。住宅の表面が吹き付けの湿式
の材料ですと、角の部分から割れが入ってく
るということが起きます。これが一般的に小
破と言われるものです。中破になりますと建
物の傾きはそれほどないですが、外壁が大き
く落ちてしまったり内装も石膏ボードが少し
浮き上がったりということが起きます（資料
64）。これが中破の程度です。大破になるとほ
とんど住むこともできませんし、建て替える
しか方法がありません。とりあえず空間は残

（資料65）（資料65）

（資料64）（資料64）

っていますので、天井に潰されて命を失うこ
とはないと思います（資料 65）。これは阪神淡
路の例です。関西には間口の非常に狭い敷地
が多く、通りには1間か2間半しかないですが、
奥にずっと長いうなぎの寝床のような敷地が
あります。そういう家には居間の窓と玄関を
南面に作ると、もうどこにも壁を作るところ
がなく、耐震の要素が南側からなくなってし
まいます。その結果、こんなふうに南側だけが
大きく傾くことになります（資料 67）。この

（資料67）（資料67）

写真は倒壊した建物です。こうなるとかなり
命を失う可能性が高くなります（資料 68）。こ

（資料68）（資料68）

のように、まずは地震の時に想定されている
震度で自分の家にどんなことが起きるのかを
考えていただきたいと思います。

続いて、集合住宅で用いられる鉄筋コンク
リートの住宅の被害について少し触れておき
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（資料69）（資料69）

ます。鉄筋コンクリートの住宅で被害が顕著
なのは 1 階がピロティ部分の被害です（資料
69）。阪神淡路大震災以後、設計の考え方も大
きく変わりました。阪神淡路以降の鉄筋コン
クリートではこういう被害はかなり起きなく
なっていますが、それ以前に建ったもの、特に
建築基準法が変わった 1982 年より前に建っ
たもので 1 階がピロティで耐震補強のしてい
ない建物は間違いなくこういう状況になりま
す。神戸の激震地区でも古い建築基準で 1 階
がピロティの建物はほぼ 100％このような被
害が起きました（資料 70）。1981 年以前の鉄

（資料70）（資料70）

筋コンクリートのマンションで 1 階がピロテ
ィ形式のお住まいの方は、間違いなくこのよ
うな被害が起きると思っていただいていいと
思います。

この写真は仙台市内の少し古いマンション
です（資料 73）。袖壁といわれる建物全体の構

（資料73）（資料73）

造体とは関係のない部分で損傷が結構顕著に
みられました。建てられて 1 年以内の新しい
マンションでも袖壁に損傷を受けた建物はと
てもたくさんありました。壁の上に梁、両側に
柱があって、柱梁の構造体全体はほとんど損
傷がなかったので、耐震の性能は全く落ちて
いません。補修すればそのまま住み続けられ
ます。でも目の前の壁がこんな風になったら、
お住まいの方はどう感じるでしょうか。住民
の方が「柱梁は大丈夫だから良かった。」と思
えるかどうかは大きな問題です。技術者とし
ては「主たる柱には損傷がなくて良かったで
すね。」という気持ちですが、所有者の方に「良
かったですね。」とは言えない。今後の建物は
これらのギャップをどのように考えていくか
がとても重要です。

■耐震化促進の取り組み
愛知県内の耐震化の状況です（資料 74）。木

造住宅を対象にしたものですが、愛知県内で
は年間 1,000 件強ぐらいの住宅が県の補助金
を貰って改修されています。補助金を貰わず
に改修するものもあるので、実数は年間でこ
の 2 倍から 3 倍くらい、つまり 2 千棟から 3
千棟ぐらいになるでしょう。しかし、現在、愛
知県内には今の建築基準を満たさない住宅が
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（資料74）（資料74）

50 万棟あります。50 万を 1,000 で割ると 500
年ですね。ということは、愛知県内の弱い住宅
を全部直すのにあと 500 年ぐらいかかるとい
うことです。次の南海トラフどころか、その次
の地震がきてしまうぐらいのペースでしか、
耐震化は進んでいないことになります。では、
なぜ耐震改修をしないのかというアンケート
をとりますと、上位には「費用がかかるから」

「大地震による被害は避けられないと思うか
ら」「耐震改修の効果がよく分からないから」
という回答が並びます（資料 75）。改修をした

（資料75）（資料75）

いけれどお金がないという方ももちろんいら
っしゃると思いますが、私は、本音は「面倒だ
から」「家が倒壊しても死ぬことはないと思う
から」「家の下敷きになる前に逃げ出せるか
ら」あたりだと思います。改修を促進する上で、
どんな風に所有者の方に動機付けをしていく

（資料76）（資料76）

（資料77）（資料77）

かはとても重要な点だと思います。
こうした状況を受けて、7 年前から愛知県

内で建築学科のある三大学、名古屋大学、名古
屋工業大学、豊橋技術科学大学で、所有者に負
担をかけない安い工法を開発して耐震化を進
めようという活動をして参りました（資料
76・77）。7 年間の活動の中で、木造、鉄筋コ
ンクリート造、鉄骨造と色々な技術が開発さ
れ、実用化されたものもあります。外付のブレ
ースを用いたり、天井床を剥がさずに安く改
修したり、色々な工法が実用化されています

（資料 78）。今日詳しくお話する時間はありま
せんが、住宅の改修をお考えの方は愛知県内
の設計士や工務店の方に、「安い工法あるでし
ょ ?」と聞いてください。7 年前に比べて 3 分
の 2 もしくは半額ぐらいで同じ性能の耐震化
改修ができるようになっています。まずは住
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（資料78）（資料78）

宅の耐震化について考えていただきたいと思
います。

それから先ほど紹介したパンフレットをお
手元に出していただけますでしょうか。この
パンフレットは、設計士や工務店の方と住宅
の耐震改修を希望する方が話し合いをする場
面で使っていただくために作成した資料です。
表紙に 3 つのステップがあります。①地震を
知る、②自分の家の強さを知る、③安心に向け
て今すぐ実行。このようなステップでお話を
して改修する気になってくださいという資料
です。中を開いていただくと、山岡先生ご専門
の地震の話がまとめてあります。一般的な話
ししか書いてありませんが、どのくらい地震
の切迫度があるかを分かっていただく資料に
なっています。さらに中を開きますと、自分の
家の強さを知るということで、「耐震改修チャ
ート」があります（資料 79-1）。どれくらいの強
さまで自分の家を改修すれば、来たる南海ト
ラフ地震に勝てるかを考える資料です。ご覧
いただいているスライドはお手元のパンフレ
ットの表を 6 つに分割した図です（資料 79-2）。
この表をどんな風に使うかといいますと、表
の横軸が震度、縦軸が被害の度合いですから、
例えば今度来る東海・東南海地震が予想震度
6 弱 だ と し て、 ま ず 横 軸 の 震 度 で 6 弱

（資料79-1）（資料79-1）

（資料79-2）（資料79-2）

のところを見てください。耐震診断をしても
らった結果、家の強さの評点が「0.4」、つまり
今の建築基準法の 40％くらいしか強度がな
い場合、「倒壊」となっていますので、残念なが
ら倒壊してしまいます。では、「どこまで家を
強くすればいいか」ということです。家を強く
することで地震の被害をどれくらいに収めら
れるのかとセットで考えていく必要がありま
す。住めなくなってもいいけど命だけは守り
たいということでしたら、例えば 0.4 から 0.7
まで補強をアップする方法もあります。基準
は 1.0 なので、0.7 だと既存不適格ですが、震
度 6 弱では大破で済みます。天井に挟まれて
命を失うことは避けられるのでこれで十分と
いう判断も一つの選択肢です。1.0 まで上げ
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れば、震度 6 弱では中破ですから大規模な補
修は必要になるかもしれませんが、建て替え
なくても修理で済む範囲で収まります。基準
法を超えて 1.3 まで上げると、震度 6 弱では
小破ですから軽微な修理だけでそのまま住み
続けられます。お住まいの地域の地震の大き
さを考え、それに対して自宅の被害をどの程
度に収めるかをセットにして目標の性能を考
えていただきたいと思います。改修について
建築士の方と相談するときに、ぜひこのパン
フレットをご活用ください。

■家族を守るために
最後に、家族を守るための話をしたいと思

います。この表は、それぞれの震災における自
衛隊員の派遣者数、およびボランティアの数
を表したものです（資料 81）。自衛隊は阪神淡

（資料81）（資料81）

路大震災では 1 万 9 千人、東日本大震災では
11 万人でした。今度の南海トラフ地震はもっ
と広域なので 50 万人、60 万人来てくれるか
というと、自衛隊は全部で 20 万人しかいませ
んし、本来の国防の仕事もあるので、これ以上
は絶対に来てくれません。ボランティアにつ
いてみてみると、阪神淡路大震災では 62 万人、
東日本大震災では 11 万 6 千人です。阪神淡路
大震災では大阪から歩いてでも自転車でもボ

ランティアに行けましたが、東日本大震災は
被災地が非常に広域なので行くだけでも大変
です。仙台まで行くのに「自分の食べる物をど
うするか」「寝る場所をどうするか」と考える
と、なかなか簡単に行動はできません。今度来
る南海トラフ地震は超広域の被害です。東海
地方も、その隣町も、そのまた隣町も、全部被
災地ですから、誰も来てくれません。こんな状
況を覚悟しておかなければならないというこ
とです。

このスライドは、家の下敷きになったとき
誰に助けられたのかというデータです（資料
82）。阪神淡路大震災では圧倒的に近隣住民の

（資料 82）（資料 82）

方に助けられたという興味深いデータです。
神戸市東灘区と震源に近かった北淡町を比べ
ますと、全壊率は北淡町の方が多いですが、倒
壊した住宅の中で下敷きになって亡くなった
数は圧倒的に神戸の方が多いです。なぜかと
いうと、北淡町は田舎ですから、近隣の方たち
は隣の家のおじいちゃんがどこの部屋で寝て
いるかとか、あそこの家は子どもがここに寝
ているといった情報を把握していたので、壊
れた家があればどこをまず助けに行けばいい
かすぐに判断ができたのです。大都市の神戸
ではそうはいかなったというのがこの死亡率
の差につながっています。耐震で家を強くし
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て命を守るのは当然です。住み続けられる家
にしないと、隣の家も助けに行けませんし、避
難生活では物資も食糧もこない過酷な状況に
なります。住宅の耐震化をどうするのか、もち
ろん重要ですが、家族を守るには耐震化と同
時に地域のつながりを堅固なものにしておく
ことも重要です。ぜひ一度考えていただきた
いと思います。

（資料 91）（資料 91）

最後に、阪神淡路大震災で亡くなった方の
年齢別の分布をご覧ください（資料 91）。
6,434 人と聞くとたくさんの方が亡くなられ
たことは分かりますが、それ以上の実感はわ
きにくいと思います。しかし、このように年齢
別に分けると、とてもリアリティのある数字
になります。東日本大震災で亡くなった方の
人口分布もほとんど一緒です。お年寄りの方
が多く亡くなるという構図があります。今度
来る南海トラフ巨大地震でも似たことが起こ
ります。神戸では 20 ～ 24 歳の死亡者が多い
ですが、どうしてか分かりますか。これは学生
です。神戸には大学がたくさんありますので、
親孝行の子どもたちはなるべく親に負担をか
けまいと古くて耐震性が低い安いアパートに
住んでいたのです。このような数字も災害を
実感し、対策をする動機付けの情報のひとつ
にしていただければと思います。最初に紹介

した阪神淡路大震災の手記も、同様に地震時
のことを実感していただく資料にしてくださ
い。

最後にまとめますと、巨大地震の対策はや
はり、家の耐震化が基本です。津波が怖いとい
う方も家の下敷きになったら逃げられません。
まずは家の耐震化をしてください。東海地方
の建物の性能は東北よりかなり低いです。揺
れの大きさは東日本よりも遥かに大きいです。
誰も助けに来ません。液状化については、液状
化マップを参考にしてぜひ新築時に対策をし
てください。家が傾いたらお金がかなりかか
りますが、それを覚悟した対策や方法もあり
ます。このようにして家族を守りましょうと
いうことで、私の話は終わらせていただきま
す。どうもご清聴ありがとうございました。

渡邉主任研究員：どうも井戸田先生ありがと
うございました。フロアから質問があると思
います。お手元に質問表が配布されていると
思いますので、第二部が終わった後に回収に
伺います。質問に関しましては、質問票でご準
備いただければと思います。これで第一部を
終了いたします。

渡邉主任研究員：時間が参りましたので第二
部に入ります。第二部の趣旨は、本学に関わり
のある方々の現地での活動報告です。主とし
て写真や映像を元に紹介していただきます。
早速、第二部のはじめのお話は奥村潤子先生
にお願いします。

奥村潤子先生は日赤の看護学校を卒業され
た後、第一日赤で看護師をなさっていました。
1987 年に椙山女学園大学の人間関係学部が
設立され、社会人入学制度が初めて大学とし
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て用意されました。その一期生として人間関
係学部で学ばれ、大学院は中部大学を出られ
ました。現在は日本赤十字豊田看護大学で教
授をされております。本学の卒業生という関
わりの中で日赤の看護の学生たちとともに
色々な救援活動をされてきた報告をお願いし
たいと思います。

【第二部】活動報告Ⅰ
「東日本大震災における被災地支援～仮設住
宅移住者への健康支援をとおして～」
奥村 潤子氏（日本赤十字豊田看護大学教授）

奥村潤子教授：ご紹介どうもありがとうござ
いました。私は、東日本大震災の発生後、3 回
ボランティア活動を行いました。1 回目は昨
年 8 月 31 日から 9 月 6 日まで、学生と一緒に
岩手県の大槌、釜石、大船戸、それから陸前高
田、仙台の七ヶ浜でのボランティア活動。2
回目は 11 月に陸前高田で仮設住宅にいらっ
しゃる方の支援活動を行いました。3 回目は
今年 8 月 27 日から 9 月 1 日まで石巻、東松島
市、雄勝で学生と一緒にボランティア活動を
行ってきました。ボランティア活動の内容は
昨年と今年ではかなり違っておりました。そ
の中で被災された方々と語り合い、その思い

を聞きながらの活動で、私の中で一番印象に
残った 2 回目の陸前高田でのボランティア活
動ついて報告させていただきたいと思います。
ここにあります写真は陸前高田市の職員の方
が津波で襲われた時に、逃げながら後ろを振
り向いて撮った写真だそうです。よく撮れた
なと思ったんですけれども、そんな一枚で始
めたいと思います。

陸前高田における活動は、2011 年 11 月 13
日から 17 日にかけて、教員 2 名とナースの資
格をもつ事務職員 1 名の 3 名で行いました。
活動目的は岩手県の陸前高田市の被災者世帯
協力活動と健康教室の開催です。この活動に
は、日本赤十字の 6 つの看護大学、北海道、秋
田、東京、豊田、広島、九州でプロジェクトチー
ムを組みました。災害発生と同時に、日本赤十
字社は救護班を東北地方に派遣し、赤十字の
救護活動が始まりました。8 月頃には避難所
における巡回診療などの活動が一段落し、救
護班も撤収することになりました。石巻赤十
字病院も平常の活動に戻り、救護活動が終わ
ることになりました。しかし地域によっては、
医療活動に関わる保健師や看護師の方々がた
くさん亡くなられ活動が続けられないという
状況もありました。中でも陸前高田では看護
職員が不足して非常に困っているという話と、
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日本赤十字社が行っていた救護活動がひとつ
の終止符を打つということで、私たち日赤の
看護大学がプロジェクトチームを組んで、引
き続き、そこでの被災地の方たちへの活動を
6 ヶ月間継続して行いましょうということに
なりました。

私たちの大学からは 3 人ずつ 2 つのグルー
プが 11 月に出掛けて、他大学の先生方とも連
携を取りながら活動を行いました。私たちが
行った頃、最低気温が 0 度の時がありました。

「私たちは愛知に住んでいるので、冬みたいな
寒さです。」と言うと、「いやいや、まだ暖かい
ですよ。」と言われてびっくりしました。陸前
高田に行くまでが大変でした。震災後 8 ヶ月
も経っていましたが、陸前高田に行くバスも
電車もありません。駅も鉄道も流され、影も形
もありませんでした。気仙沼までバスや電車
は少し通る状況でしたが、気仙沼から陸前高
田に行く交通手段はありませんでした。活動
試料もあるため、一関まで新幹線で行き、そこ
からレンタカーを借り 3 時間かけ、陸前高田
に入りました。

被災地で生活している高齢の方たちは、バ
スも電車もなく、物の買い出しは、歩いて移動
しなければならない大変な状況でした。幹線
道路は物資の搬送のため、かなり整備されて
いましたが、地震の影響で道路に亀裂が入っ
ていたり、凸凹だったりと整備ができており
ませんので、気をつけながら車を運転した記
憶があります。陸前高田市内に入ってからは、
細い道はまだ整備ができておりませんので行
き止まりが結構あり、広い道を通って、あとは
歩いて移動するという手段でした。

生活について、ライフラインはすでに整っ
ており、仮設ですが、コンビニエンスストアや

飲食店も少しずつ営業を始めていました。私
たちボランティア活動に行った者も現地で食
料や水を調達できる状況でした。平地にある
民宿やホテルは無くなっていました。たまた
ま小高いところに津波被害を逃れたホテルが
一つ営業していました。屋内の整備ができた
段階で受入れ可能ということで、私たち赤十
字の職員を 6 ヶ月間受入れていただき、救護
活動やボランティア活動を行いました。

■高田松原

資料 2　資料 2　

岩手県はピンクのところです（資料 2）。上
の写真は、今は無くなりましたが、JR の陸前
高田の駅です。陸前高田市はこの写真の一本
松でよくご存知だと思います（資料 3）。岩手
県の東南部の太平洋側に位置する町で、気仙
沼と大船渡に挟まれた陸前海岸北部の中核の
町です。特に、この高田松原は日本百景に選ば
れたきれいなところでした。7 万本の松の中
で 1 番高かったこの松だけが津波の猛威に耐
えて生き残っていたということで、よくご存
知だと思います。ここで色々な人たちの話を
聞きました。タクシーの運転手は、「（残った松
をみて）あの津波でよく残った。不屈の精神を
感 じ て、『 希 望 の 一 本 松 』 と 読 ん で
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資料 3　資料 3　

いる。」「小さい頃から遊んだ松原をとにかく
いつかは取り戻すぞ。」とおっしゃっていまし
た。このような松原に対する思いが陸前高田
の市民の皆さんの心に深く残っていました。
美しい頃の海岸には何万人もの人が訪れるよ
うな有名な東北地方における海岸だったそう

資料 4資料 4

です。津波の後はこのように瓦礫の山になっ
てしまいました（資料 4）。その松の向こう側
は海です。建物が少しありますが、その周囲は
全部瓦礫で、それからここには写っていませ
んが、もう少し右側の方向には、7 万本の松
の切れ端や根っこがすごい山になって残って
いる、非常に悲惨な状態でした。

■陸前高田市の被害状況
ホームページを見ますと、陸前高田の被害

状況（資料 5）は、2012 年 1 月 31 日現在で全

資料 5資料 5

壊が 3,159 戸、大規模半壊が 97 戸、半壊が 85
戸、一部損害が 27 戸。人的被害は、2011 年 3
月 11 日現在、総人口が 24,246 人、一年後、生
存確認数が 22,018 人。それから震災で亡くな
った人が 1,735 人、その他の死亡が 464 人、行
方不明が 14 人、確認調査中が 15 人、市内で遺
体が発見されたのは 1,555 人でした。今年の 8
月、石巻に行った時も「まだ私の家族が見つか
らないので、早く出てくるのを、会えるのを一
生懸命祈っています。」という声を聞きました。

私たちは夕方陸前高田に着きました。次の
日から活動を開始することになっていました
が、事前に被害の状況を観察するため車で町
内を一周することにしました。これは海岸の
すぐ近くにあるスーパーマーケットで 3 階ま
で津波が到達し、全部流れてしまい、建物だけ
があるという状況でした（資料 6）。このスー

資料 6資料 6
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パーは、私たちが行った時には仮設ですが営
業が始まり「ここで買い物ができるので、本当
に助かります。」と陸前高田の人たちは非常に
喜んでいました。

この平地は、海岸からすぐ陸に入った広い
地域ですが、建物は全部残骸だけでした。瓦礫
もかなり片付けられており、先ほどの一本松
がありましたが、その辺りに大きな瓦礫の山
が 3 つ 4 つと重なる状況でした。

ここに水がありますが、地盤沈下のため、な
かなか海水が引きません。雨が降るとそのま
ま溜まった状況だと仰っていました。建物が
あったところもこのような平地、空き地で、少
し周囲を見渡しますと瓦礫がたくさんあり、
それを少しずつ収集してまとめて整備をする
という状況でした。

その中で特に印象に残ったのは、震災前の
生活の一部であるようなものがあちこちに落
ちて整理されないまま転がっていました。そ
のすぐ横にコスモスの花が咲いていて、なん
だか非常に辛い思いをしたのを覚えています

（資料 10）。

資料 10資料 10

これも全部海のすぐ近くの瓦礫の山です。
瓦礫がこのように非常に大きな山となって連
なっていました。私たちは、映像や写真集、本
で悲惨な状況を見ていましたが、実際に現場
でこの光景を見て、改めて無力感と虚脱感に
襲われました。

資料 12資料 12

次に、私たちが活動する仮設住宅を見たい
と思って行きました。このような形で仮設住
宅がありました（資料 12）。車がないと生活が
できないので、車を手に入れて、復興のための
活動が始まっている状況でした。小学校、中学
校、高校など学校の運動場の半分くらいが仮
設住宅になっておりました（資料 13）。子ども
たちは運動場で遊べない状況でした。仮説住
宅は学校以外にも、山の平地のようなところ
に作られていました。

資料 13資料 13

■岩手県陸前高田市の被災者世帯協力活動
私たちは陸前高田市から依頼を受け、連絡

の取れない被災者の安否確認の調査をしまし
た。特に孤独死を避けたいという思いがあり、
安否確認のできない方の名簿に基づいて、陸
前高田市 18 カ所ぐらいの仮設住宅を一軒一
軒、一日半かけて訪ねました。
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資料 15資料 15

活動の前に、ボランティアセンターで登録
をしました（資料 15）。陸前高田の人たちとボ
ランティア活動に来た人たちが活動内容の状
況について打ち合わせをしました。どういう
ケアをしてきたか、情報として何を知ってお
いた方がいいのか、チームに分かれた後に連
絡をどうとるか、何時にどこで待ち合わせる
か、という具体的な調整をして活動を始めま

資料 16資料 16

資料 17資料 17

した。
陸前高田市の市役所は津波で流されたため、

仮設が作られていました。その入口に「ご支援
ありがとうございます」という垂れ幕があり
ました。ここで市の方たちと打ち合わせをし
て、訪問活動を始めることになりました（資料
16・17）。陸前高田市には名古屋市から市の職
員の方たちが応援に行かれました。その中で
二人の保健師の方にお会いし、保健師さんの
指示を受けながら、連絡調整を取って活動す
ることができました。また、「応援します !! 岩
手・東北のみなさま　名古屋市民」と記載さ
れた車がたくさん走っているのをみて、心強
くなりました（資料 18）。私たちが実際に仮設
住宅に訪問に行くと、「どこからおいでです
か？」と聞かれ、「愛知県の名古屋市から来ま
した。」というと、とても感謝していただけま
した。

資料 18資料 18

それから、被災者の方たちからは「顔写真は
そのまま使っていただいて構いません。私た
ちの思いをできるだけ多くの場所で話す機会
があったら伝えていただきたい。」と伝言を受
けております。今回はこの場をお借りして報
告をさせていただきたいと思います。

これも仮設住宅です（資料 19）。名簿に基づ
き、一軒一軒、その場所を探して訪問しました。
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資料 19資料 19

戸を叩くのですが、全部留守でした。平日とい
うこともあってか、人の姿があまりみられな
かったので、人を見つけては「ここの人ご存知
ないでしょうか？」と尋ねたり、もし不在なら
ば少し時間を空けて再度訪ねてみたりして、
安否確認をしました。その結果、「ほとんどの
方が陸前高田では仕事がないので、仕事が見
つかれば、仙台まで行って仕事をしている。」
と仰っていました。実際は、仮設住宅を借りて
いても人は住んでいない状況でした。

仮設住宅の人たちにお話を伺っていきます
と、ほとんど70歳から80歳ぐらいの高齢者で、
女性の方が多かったです。「仕事に行ってい
る。」とか、「お年寄り一人で住んでいて、子ど
も家族は別の仮設に住んでいるため、いつも
そちらに行っているので今日はいないよ。」と
いった安否情報を一日半かけて得て、ボラン
ティアセンターへ帰りました。

二日目の午後は、陸前高田市が把握してい
る高齢者で部屋からなかなか出て来られない
方を、週に 1 回、最低でも月に 1 回は訪問して、
健康確認、安否確認をしたいということでし
たが、市では人がいないため難しいというこ
とで、現地の保健師の方と一緒に訪問しまし
た。戸を叩いても出てきていただけません。玄
関の鍵をかけてない場合は「ちょっとごめん

ね。」と戸を開けて、「○○さーん。私たち市か
ら来た医療関係者ですが、元気かどうか、顔だ
けでも見せてください。」とお願いすると、な
んとか出てきてくださり、血圧を計ったり、食
事の摂取状況などを聞いたりする中で、少し
ずつ話していただけるという状況でした。そ
ういう方は閉じこもってしまうと、隣人と全
く交流がありません。訪問した 5 人の方から
話を聞きました。「心配で夜眠れなかったら遠
慮なく話してね。」「何かあったら自治会長さ
んを通じて言っても構わないからね。」と話し
てきました。その中で仰っていたのは「気を使
っていただいて非常に嬉しかった。」というこ
とです。ほとんどの方が身内を亡くされてい
て、それをなかなか受け入れられず、「自分だ
け生きていて良かったのか。」と鬱状態から抜
け出られない思いの中を行ったり来たりして
いるというような状況でした。人によっては
カウンセリングを受けるよう勧めましたが、
やはり本人が受けようとしない場合や足がな
い場合は連れて行ってあげられるといいので
すが、そこまでは手が回らないという状態で
した。でもお話をして帰る頃には、「みんなに
心配してもらって迷惑をかけてすみません。
でも自分は頑張って、早く元気にならなくて
はという思いはあります。心配されなくても
いいように早くなりたいと思います。」という
言葉を聞いて帰ってくることができました。

次に、私たちが訪問していく中で、「初めて
若い人にお会いした。」と言うと「ほほほ。」と
笑われましたけど、こんなにたくさん仮設住
宅で皆さんで座っている姿は陸前高田に行っ
て三日目にして初めてでした（資料 20）。
「いっぱい柿を持ってきた。仕事がないし、

何もやることないからやっている。」と仰って
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資料 20資料 20

いました。「干し柿にして生活の糧にするんで
すか？」と聞くと、「違います。この干し柿はボ
ランティアに来てくれた人たちに作っている
んだ。いっぱい面倒を見てもらって本当に嬉
しかった。いずれは元気になったところを見
てもらいたい。干し柿を作ってできた物から
順番に、ボランティアの人たちにお礼として
渡したいから、一生懸命、一日それこそ 500 個
ぐらい皮むきして作るんだよ。」と仰っていま
した。

もう一人おばさんがいらっしゃって、この
方（写真の女性）のおじいさんは頑固で大変だ
そうです。毎日、おじいさんは市長さんに文句、
苦情の手紙を書いて、あそこがいけない、ここ
がいけない、ああしてほしい、こうしてほしい
と、10 枚くらい手紙を書いては「市に届け
ろ。」と言われるそうです。おばさんは「分かっ
た。」と手紙を預かって、毎日届けるわけには
いかないので、隠しておくと、「ちゃんと届け
たか？」と確認が入るそうです。「おじいさん
にとって、それ（手紙を書くこと）が生き甲斐
なんです。津波はすべて流したと思ったら、お
じいさんの頑固さだけは流れなかった。」と聞
いて思わず大笑いしてしまいました。この方

（写真の女性）に「陸前高田って大変でした
ね。」と言った時、「え？どこの高田？私の知ら

ないところの高田で津波の事故っておきたん
でしょって考えて生活しているんですよ。」と
話をしていただきました。苦しい状況の中で
もプラス思考に考えられるって、なんてすば
らしいんだろうと感じたので、スライドにし
ました。この方（写真の女性）は「ボランティア
の人たちに助けて頂いて、生活することがで
きていますので非常に感謝しています。この
写真はどこで発表していただいてもいいので、
みんなに感謝していたことを伝えてくださ
い。」と仰っていました。

2012 年 8 月に行ったときも、「私たちのこ
とを忘れないでください。自分たちも頑張っ
ているから、私たちのことを支援している、応
援していると、心の隅に止めておいて頂きた
いというのが願いです。」と仰っていました。

その後、できるだけ海岸から遠いところ、い
わゆる学校の校庭や山の中の小高い平地に作
られた仮設住宅に行きました。仮設住宅の横
には普通の民家がありました。「幸いに山の上
にあったので、津波の被害には遭わなかった。
地震で家の中はグチャグチャで大変だったけ
ど、普通の生活ができることの喜びを感じて
います。ただ外見をみると普通のままでいい
と言われるかもしれないけど、やっぱり生活
は非常に大変。物の購入だとか、日々食べるも
のだとか、最初ライフラインもなかなか通ら
ず非常に大変でした。仮設住宅に住んでいる
被災者は食事とか保証されているので。こん
なことを思っちゃいけないんだけど、すごく
羨ましく思ったこともあります。」と仰ってい
ました。二面の考え方があることを感じまし
た。
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■佐野仮設住宅での支援活動
次に陸前高田の佐野仮設住宅で活動を行い

ました。佐野の仮設住宅には見取り図があっ
て、部屋に番号がありました。20 世帯ぐらい
住んでいて、陸前高田の海岸からは遠い山奥
です。ここに住んでいらっしゃる 11 人の方に
面会したところ、11 人全員が「この仮設住宅
には入りたくなかった。」と仰いました。「どう
して？」と聞くと「熊とは一緒に生活したくな
い。」「熊って？」「熊が出るぐらい山奥だ。」。今
までこの方たちは、海岸の近くに住んでおり、
そこは繁華街で生活は非常に便利でした。「こ
の仮設住宅は非常に不便なところで、ちゃん
と生活していけるのかしらという不安があ
る。」と仰っていました。

仮設住宅は災害弱者から順番に入り、次に
くじの当たった順番で入れます。この方たち
はお気の毒で、お盆の頃にやっと仮設住宅に
入れました。阪神大震災でもコミュニティが
非常に問題になりました。ここでも知ってい
る人が近くにいないという問題がありました。
コミュニティ作りが一つの大きな問題である
と感じました。
「買い物に行くには、歩いて平地のお店に行

くまで 1 時間ぐらいかかり、帰りは全部上り
坂で、重い荷物を持って 1 時間以上歩かなけ
ればいけない。車もバスもないし、タクシーな
んてほとんどない、お金もないし、買い物が非
常に辛い。」と仰ってました。

ここ（佐野仮設住宅）から車で 5 分くらい降
りますと、陸前高田の海を見渡せる見晴らし
のいい所がありました。山との間にある水色
のところが海です。その手前の平地のところ
は全部真っ平らの平地。建物が全部破壊され
てしまったので全部平地になった土地でした。

佐野仮設住宅における私たちの具体的な活
動は、看護相談として「自分の健康状態と生活
を振り返ろう」ということで、「血圧測定と生
活上の血圧コントロールの相談」、「生活習慣
病に関する相談」、「尿糖などのチェック」、ま
た 11 月で冬間近であることから、「インフル
エンザ・風邪予防のための手洗い・うがい教
室」を行いました。それから、免疫力を高めよ
うということで、リラックスタイムを設けて
自分の気持ちを思い切り人に話してもらった
り聞いてもらったり、笑うことによって免疫
を高めようと「笑み筋体操」も行いました（資
料 25）。

資料 25資料 25

事前に私たちは陸前高田市の健康推進課に
「こういう活動をしますので、どうぞお越しく
ださい。」というチラシを配布しました。仮設
住宅の自治会長さんが動いてくださいました。
なかなか家から出てこない人や血圧が高いと
か体調の悪い人に声をかけて、11 人にお越
しいただきました。

看護相談の中の血圧相談等については、10
月末頃に仮設住宅に住んでいらっしゃる人た
ちの健康診断で血液検査等が済んでいたので、
その検査結果の見方の指導をさせていただき
ました。
「なかなか話ができなくて苦しい状態が続



Journal of Sugiyama Human Research 2012 047

フォーラム報告

いていて、笑うことがなかった。笑いたくても
笑えない。」と仰っていました。では、「笑うこ
とはなぜいいのか？」という質問に、「笑うと
ナチュラルキラー細胞が元気になって免疫を
高めるんだよ。クルクル顔の筋肉を動かすだ
けでもいい。」という話をして、笑み筋体操を
行う中で笑顔が出てきました。すごくびっく
りしたのですが、みんな笑顔で話しています
が、みんな初対面の方たちです。同じ仮設住宅
に住んでいても初対面の方は多くいます（資
料 26）。

資料 26資料 26

分かったことは、震災後 8 ヶ月過ぎたが被
災者の気持ちは沈んでいる、継続して訪問し
てほしい、私を忘れないでほしいということ
です。生活の不便さ、病院を受診したくてもで
きない苦しさがあるとも仰ってました（資料
27）。

資料 27資料 27

仮設住宅での支援は、生活の不便をどうす
るのか、精神面では気持ちの落ち込んだ人が
たくさんいるので、思いを話すことができる
状況を作って、心のケアができるように、常に
継続的に話ができる環境を作っていくことが
大事だということが分かりました。
「自助・共助」はどう身を守るかということ。

自分の命は自分で守る「自助」、お互いに助け
合う「共助」。それから「公助」。職場とつながり
を持って、法律を基盤にして行うこと。「自助・
共助・公助」この 3 つがお互いに連動しあい
ながら、効果的な支援をすることが大事です。
自己防衛、地域防衛することによって減災に
つながるわけです（資料 29・30）。そのために
個人で備えること、普段から水や非常食の準
備など日頃の備えや、家族で連絡先を確認す
ることなどが大事だと思いました。

資料 29資料 29

資料 30資料 30
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救護体験を通して思いましたことは、まず
自分たちを守ることです。近い将来、東海・東
南海地震が発生すると言われています。自分
の命を守ることができて、はじめて人を助け
ることができます。改めて、自分の身をどう守
るかを考えさせられたボランティア活動でし
た。どうもありがとうございました。

渡渡邉主任研究員：ありがとうございました。
引き続きまして、本学文化情報学部教授の栃
窪優二先生に活動報告をお願いしたいと思い
ます。栃窪先生は、東北大学の情報科学研究科
を修了後、仙台放送で記者、ディレクター、石
巻支局長、報道デスク、プロデューサー、放送
部長など 30 年間の勤務の後に、2007 年より
椙山女学園大学文化情報学部の教員となられ
ました。専門は映像ジャーナリズム、ドキュメ
ンタリー制作で、日本マス・コミュニケーシ
ョン学会などでご活躍中です。本日は石巻で
の活動をご報告していただきます。よろしく
お願いいたします。

【第二部】活動報告Ⅱ
「震災被災地と連携して映像ドキュメントを
制作・発信」
栃窪 優二氏（椙山女学園大学文化情報学部教授）

栃窪優二教授：文化情報学部の栃窪です。よ
ろしくお願いいたします。私は映像を交えて
活動報告をさせていただきます。私の活動報
告は、被災した方と連携して映像ドキュメン
トを制作・発信するということです。私たちは、
文化情報学部のスタジオを拠点に活動をして
おります。具体的にどういった活動なのか 2、
3 分お話した後、映像を流したいと思います。

■活動のねらい

まず、活動のねらいは「被災地の復興支援を
したい」ということです。と言うのも私たちは、
先にご講演された先生方のように、看護の技
術があるわけでもないですし、地震や建築と
いった専門領域のことで支援できることはあ
りません。もちろんお金もありませんし、体力
もありません。しかし、それでも、なにか被災
地のためになることをしたいと考えた結果、
情報を伝えることはできるのではないかと思
い至りました。

私の専門は映像ジャーナリズムですので、
それを学生にも教えています。それで被災地
の現状を伝えることが、復興の支援になれば
と思い、始めたのがこの活動です。もちろん大
学としての責務である社会貢献も考えていま
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す。本学は教育重点大学なので、この活動を通
して、学生の教育のレベルアップにもなるの
ではないかと思いました。

具体的な取組としては、去年の 4 月から現
地取材を開始しました。これまでに 4 日から
5 日間くらいの取材を、計 6 回しております。
映像というとテレビをイメージしてしまいま
すが、テレビは視聴率を考えて制作しますの
で、どうしてもセンセーショナルな取り上げ
方をします。私たちは大学なので、より客観的
な映像記録、映像を見ただけで被災地の現状
が浮き彫りになるような、記録性の高いもの
を、ドキュメントとしてまとめたいと思いま
した。もちろんまとめた映像を私だけ見て満
足しても仕方ないので、インターネットで公
開すること、これがひとつのターゲットでし
た。ですので、後でご報告しますが、インター
ネットで公開できるぐらいの長さで、5 分か
ら 6 分ぐらいのドキュメントを作ろうと思い
活動しました。

■連携して行う映像制作
それから、東日本大震災の被災地は、非常に

広範囲ですが、今回は、宮城県の石巻市をフィ
ールドにしました。それで客観的な記録を作
るためにどうしたらいいのか色々と考えまし

た。被災者の声を聞くこともひとつです。けれ
ども、被災者の声はテレビメディアで伝えら
れています。私たちはやはり客観的な事実を
伝えたいと考えていましたので、地元のジャ
ーナリスト、地域紙の石巻日日新聞と連携し
た取り組みを１年目に行いました。

もうひとつは学生も絡んで、地元の学生と
の関係も大切にしたいと思いましたので、地
元でのボランティア活動に取り組んでいる東
北福祉大学とも連携しました。さらに、映像を
見ていただければ分かりますが、名古屋の中
日新聞社にもご協力いただいて、映像の提供
を受けました。

それから、こういったプロジェクトは、どう
しても私個人の研究室レベルだけではできな
いものですから、私どもは映像制作の過程で
色々な方と連携をとります。例えば、映像作品
で使用する音楽が必要なときには、教育学部
で作曲が専門の渡邉先生の研究室の協力を仰
ぎました。また、今回制作しました石巻の映像
ドキュメントを、世界に発信すると考えた時
には、英語が必要となってくるわけです。です
から、今回は、国際コミュニケーション学部と
連携して英語版も制作いたしました。それか
らインターネットで公開するのは、情報処理
系、コンピューター系の研究室とも連携しな
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ければいけません。プロジェクトが果たして
上手くいっているのか、コンテンツが大丈夫
なのか、そのように、様々な研究室と連携・協
力して、この活動に取り組んでいます。

こうした取り組みを通して、1 年目に取材
したものが 6 本完成いたしました。それから
今年度の 4 月以降に取材したものが 5 本。い
ずれも 1 本 5 分から 6 分ぐらいで、すべて大
学サイトで公開しております。現地での撮影
は私が行っております。学生は様々な理由が
あり、現地には行っておりませんが、大学のス
タジオでナレーションを入れたり編集したり
して、作品の最終仕上げを担当しています。

これはその中の 1 本で、本学の国際コミュ
ニケーション学部と連携して作った英語版の
ドキュメントです。これはアメリカのワシン
トン D.C. にある報道博物館「NEWSEUM」の
ホームページでも公開していただいています。
世界からアクセスがあって結構、反響が寄せ
られているようです。

■映像ドキュメンタリー「心の復興・石巻の
願い～記者が語る被災地の１年～」

1 年目に取材した 6 本をまとめて、29 分の
ドキュメンタリーを制作しました。これは第
32 回「地方の時代」映像祭で奨励賞を受賞し

たものです。ドキュメンタリーなので、誰がど
ういう思いで作ったのか、ということも表現
しております。参加した学生も登場いたしま
す。本日はこれから活動報告として、この短縮
版の 16 分版を上映したいと思います。本来は
29 分の作品なので、それを 16 分に短縮して
おりますので、辻褄が合わないところがある
かと思いますが、ご了承いただきたいと思い
ます。

上映後に、まとめのお話をして終わりにし
たいと思います。制作はハイビジョン制作で
す。ナレーションや音声などの仕上げ作業は
学生が行いました。それではスタートします。

■映像ドキュメンタリー「心の復興・石巻の
願い～記者が語る被災地の 1年～」を上映

ご覧いただきありがとうございました。映
像ドキュメントは大学の文化情報学部のサイ
トで公開しております。ご興味のある方はぜ
ひご覧ください。
＊椙山女学園大学文化情報学部ホームページ
にて、ご視聴できます。
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ci.sugiyama-u.ac.jp/
media_a/2012/05/-12900166mb.html

■まとめ
大切なことは、「被災地のメッセージを伝え

る」ということです。震災被災地には伝えなけ
ればいけないメッセージがたくさんあります。
しかしながら、私たちだけで伝えられるのは、
ほんの一部でしかないのです。今、テレビは震
災のことを放映すると視聴率が取れないとい
う状況にあり、被災地の状況は少ししか伝え
られなくなってきています。ですから、私たち
にできることは、被災地のメッセージを伝え



Journal of Sugiyama Human Research 2012 051

フォーラム報告

ること。それが震災の復興支援に繋がると思
って、これからも取り組み続けたいと思って
います。これを制作したのは 4 年生のゼミの
学生ですが、今年の取材分は引き継いで、3
年生のゼミの学生が、ナレーションなどを行
っています。

大学のサイトは、2 月に公開してから 8 月
まで、2,200 アクセスありました。外部の国立
国会図書館サイトや様々なメディア・サイト
がリンクを貼っているので、大学ホームペー
ジのアクセスとしては結構多くなっています。
新聞にも掲載していただいて、共同通信が記
事を配信して、全国各地の新聞にも掲載され
ました。もちろん、これは大学のメディア教育
としても活用しています。高校の講演などで
も上映しています。

まとめですが、先ほども述べましたように、

継続することが非常に大切だと思っておりま
す。今、被災地はとても難しい状況です。先ほ
ど奥村先生からも仮設住宅のお話がありまし
たが、1 年目は知らない人同士が集まって、
非常に気を使って生活していました。ところ
が 2 年目になると、そういう部分が難しい状
況になっています。

それで今は、2 年目は東北福祉大学が取り
組んでいる復興支援、「女川復興ふれあい農園
~ 仮設住宅の住民の思い～」を軸に、制作して
おります。事実の一部しか伝えられないので、
その中で何を伝えるのか。できるだけ客観的
な映像記録を作って伝えたいと考えています。
震災を語り継ぐということが、今後の防災対
策、あるいは災害を減らすための備えになる
と思っております。以上を私からの、活動報告
とさせていただきます。ご清聴ありがとうご
ざいました。

渡邉主任研究員 : 栃窪先生ありがとうござい
ました。これで第二部を終了いたします。休憩
の後に総合討論を行います。
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【第三部】総合討論
渡邉主任研究員：只今より第三部の総合討論
を行いたいと思います。事前に、もしくは本日
寄せられた質問がたくさんございます。時間
の関係上、全ての質問にお答えすることはで
きないかと思いますので、あらかじめお詫び
申し上げます。まずは「南海トラフのトラフと
は何か」という基本的なご質問からはじめて
いきたいと思います。

山岡氏：地球物理学的にはトラフは海溝と同
じだと思ってください。地形学の言葉でいう
と海溝よりは少し浅い部分をトラフといって
います。混乱されるかもしれませんが、例えば
沖縄トラフは海溝ではありません。南海トラ
フは南海海溝と覚えていただいてもいいです
が、歴史的に南海トラフといっています。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。従来、
南海トラフは東海、東南海、南海の 3 つに分け
られていましたが、トラフは連続してありま
す。先ほどのお話でもありましたが、南海トラ
フ地震は東日本クラスが想定され、30 年以
内に起きる可能性が高いです。南海トラフ地
震が起きた時、直接つながってはいない沖縄
トラフあるいは伊豆・小笠原海溝が連動して
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動くことはないのでしょうか。

山岡氏：伊豆や小笠原ではもともと大きな地
震が起こらないと思っているので、あまり考
えたことはありません。それから琉球、南西諸
島海溝との連動については、科学的な可能性
として絶対にないという否定はできませんが、
たとえ連動しても愛知県の被害様相は変わら
ないという理解でよいと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。伊
豆・小笠原海溝や沖縄トラフとの連動はあま
り心配いらないようです。活断層が連動する
のではないかというご質問が結構ございます。
名古屋市内の活断層、例えば堀川断層や尼ケ
坂断層での連動はいかがでしょうか。

山岡氏：まず名古屋市内に活断層があるかど
うかに関しては、まだ確認がされていません。
活断層があったとしても活動度は圧倒的に低
いです。それから、南海トラフ地震が起きた時
に誘発される地震がどこで起こるかという問
題は非常に頭の痛い問題でほとんど予測不可
能です。

昭和 19 年の東南海地震では、直後に三河地
震が起きました。三河地震の震源の断層は活
断層としては非常に活動度の低いものでした。
大地震直後に起きる地震は、ほとんど予測不
可能であるとしかいいようがありません。井
戸田先生の分野になりますが、ある一定の耐
震性を備えることによって、被害を減らすし
か、今のところやりようがないのかなと思っ
ております。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。山

岡先生には、あと一つ、戦争中に亜炭鉱を掘っ
ていた御嵩、春日井、日進などの地域は地震で
何か影響があるのでしょうか。

山岡氏：亜炭坑の問題はよく分からないです
が、揺すられるとある確率で崩壊するとしか
いいようがありません。具体的には公表され
ていませんので、地図で入手することもでき
ないようです。行政側がどのような情報を持
っているかは、私たちでは分かりません。

日本充填協会というのがありまして、亜炭
鉱などの穴について研究されていて、実際に
作業している企業の集まりもあったりするよ
うですが、その協会でも深刻な問題があるこ
とは承知していますが、具体的な対応までに
は至っていないと思います。愛知県の被害想
定の中でも話題にはなっています。

（途中、フロアとの質疑応答は省略。）

渡邉主任研究員：ありがとうございます。井
戸田先生にも色々なご質問が寄せられており
ます。マンションに暮らしている場合、地震発
生時にどのような対策が必要でしょうか。例
えばマンション内に高齢の寝たきりの方など
がいらっしゃる場合の対応をどのように考え
ておくといいかお答えいただきたいと思いま
す。

井戸田氏：2 つあります。
1 つはマンションの耐震性の対策です。本

日の話の中で紹介しましたが、耐震の性能は、
昭和 56 年以前に建てられたかどうかが、大き
な分かれ目です。昭和 56 年以前に建てられ、
特に 1 階がピロティ形式のものは間違いなく
大きな被害が発生すると思います。比較的新
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しい建物は想定される震度 6 強ぐらいですと、
立て替えなければならない損傷が生じる可能
性は低いです。

もう 1 つの問題は電気や水道などのライフ
ラインが止まることです。30 階、40 階まで
毎日飲み水を持って上がるのは大変です。最
近の新しいマンションでは上層に非常時用の
水を確保する設備があると聞いています。こ
れらはマンションに住んでいらっしゃる方自
身が自ら何らかの対策を講じていくしかない
と思いますので、とても難しい問題です。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。最
終的には自助、共助ということですね。本日の
井戸田先生のスライドでも紹介いただいたよ
うに、ご近所同士で協力し合ったところでは
死者の数が非常に少なかったこと、また都市
部では高齢の死者が多かったことなども含め
て、共助には大きな課題があることを感じて
おります。ご質問にもありましたが、マンショ
ンあるいは色々な共同体ではまとまった答え
が出にくいのも課題だろうと思います。

個人情報に関わる質問になりますが、一級
建築士の井戸田先生はどのようなお家に住ん
でいらっしゃいますか。

井戸田氏：こんな質問は初めてですね。私は
愛知県東海市に住んでいますが、実は半田か
ら阿久比を通って名古屋まである加木屋－成
岩断層の真上に住んでいます。もしもそこが
揺れると震度 7 が体験できると思います。6
年前にそこへ引っ越したのですが、土地を選
ぶ時に東海市の地図を調べたら断層の真上な
のでどうしようかなと思いました。ただ地震
の専門家の方に聞いたら周期 2 万年といわれ

ました。人類が歴史を刻んで 2 千数百年です
から、気にしないでおこうと住んでおります。
家は木ではなく鉄骨ですが、ハウスメーカー
で建てました。

山岡氏：断層の上だから最も強く揺れるとい
うことではありません。特にこの辺りは断層
面が大抵傾いていますので、断層から離れた
ところの方がよりたくさん揺れます。それか
ら断層から離れていても地盤の悪いところの
方がもっと揺れるようです。断層に近いとい
うだけで一喜一憂する必要はありません。

井戸田氏：そうですね。住宅選びは耐震性も
もちろん重要ですが、駅から近いとか様々な
価値観がありますので、地震のことをすべて
にして日々暗い生活を送るのもどうかと思い
ます。地震の備えも日々の生活とのバランス
を考えながらすることが重要だと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
奥村先生、栃窪先生にも質問が寄せられて

おります。
奥村先生、陸前高田には名古屋市の職員が

派遣されていたというお話がありましたが、
職員の方たちはどんな生活をされていらっし
ゃいましたか。

奥村氏：仮設住宅に住んでいらっしゃいまし
た。食事は自炊でした。朝は早く、帰りも遅い
ため、疲れて自炊することが大変で、コンビニ
エンスストアで弁当を購入しているという方
もいらっしゃいました。住むところは確保さ
れていました。週休 2 日制ですが時々休みも
仕事をされて一年間フルで仕事をしている状
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況でした。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
栃窪先生は、ジャーナリスト、教員として、

今、どのような取り組みをしていこうと考え
ていらっしゃるかお聞かせください。

栃窪氏：私たちにできることは数少ないです
が、小さな力が集まれば、それなりに社会に貢
献できると思います。現場で感じたことは、避
難すれば助かった人がかなり多くいたという
ことです。実際にはそんな大きな津波はこな
いだろうと思って避難しなかったり、あるい
は一旦避難したけれど、まだ津波はこないよ
うだから家の様子を見に行ってしまったりし
て、お亡くなりになった方はかなり多いです。
今回の東日本大震災の教訓として「自分の命
は自分で守ることの大切さ」を大勢の人に伝
えていきたいです。

もうひとつは、陸前高田も該当しますが、東
北地方の海側地域は、ここ 20 年、30 年あま
り経済的に元気がないところが多いです。都
市部に人が移ってしまい地場産業が振興せず、
お年寄りが多く子どもが少ない状態です。今
回の震災復興は、まずハード面の住むところ、
働くところが先決になりますが、ハード面が
復旧しても、もともと経済的に元気のない町
ですとますます衰退して町自体が無くなる可
能性もあります。神戸の長田町も綺麗になり
ましたが元気はない。今後の町づくり、復興を
どうするかが課題だと感じています。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
井戸田先生のお話の中で液状化の問題は名

古屋の西半分がかなり危険なエリアであると

紹介がありました。もし液状化に見舞われた
時具体的にどのような対応をすればいいので
しょうか。

井戸田氏：まだ学術的に明確にオーソライズ
されたわけではありませんが、今までの被害
経験から、液状化を起こした地域では建物が
倒壊する割合は比較的に少ないことが分かっ
ています。液状化を起こすと地面の揺れが建
物まで伝わりにくくなるので、あえて液状化
対策はせずに、傾いてもいいから命を守ろう
という判断も別に否定するものではありませ
ん。先ほども話しましたが自分の家の状況を
どうしたいのか、傾いても死ななければいい
のか、傾きもせずに資産価値として持ち続け
たいのか、その辺を考えた上で具体的な対策
と結びつけることが重要だと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
先生方の専門外のご質問かと思います。地

震に関する情報はネット上に出されています
が、ネットに縁のない方々にはどのように伝
達していけばいいのでしょうか。ネット上で
頻繁に更新されている名古屋市ハザードマッ
プを冊子にして有料化するといった話を聞き
ましたが、ネットを利用できない人は災害弱
者になるのではないでしょうか。

山岡氏：このご質問は経済の話ですね。現状
としては多くの人たちのためにネットを見て
くださいということです。ネットには非常に
きめ細かな情報を出せますので、自分の家は
どうかという情報を掲載するのはネットがベ
ストだと思います。紙媒体でも伝わらない可
能性があります。ネットを使い慣れていない
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方には個別で対応するしか方法はありません。
コミュニティが大事になってくると思います。
その地域のコミュニティがうまくいっていな
いとうまく伝わらないこともあります。私は
地道に努力をするしかないのかなと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
もう一つ、先生方の専門外ですが、近いうち

に南海トラフ巨大地震が起きてしまったとき、
現在、東日本でも国の復興予算がスムーズに
なっていない状況下で果たして、復興に向け
たお金はあるのでしょうかというご質問です。
これは完全に経済の問題だと思いますが、ど
れくらいの被害額が想定されているのでしょ
うか。

山岡氏：最大規模の南海トラフの地震に関し
ては、現在、内閣府が想定しようとしています。
恐らくとんでもない数字になりますので、公
表していいかという議論がなされています。
公表した瞬間に世界が日本売りするのではな
いかとか、むしろそれを知ってどうするのか、
公表することに意味があるのかというような
意見もあります。それでも公表せざるを得な
いという担当者の声を聞いております。東北
の復興には 19 兆円かかって、それを返すのに
25 年かかるそうです。とりあえず 19 兆円は
置いておくとしても、南海トラフの地震はそ
んな悠長に待っていてはくれません。東北の
借金を返している間に南海トラフの地震がく
ることは明白です。25 年かけて返すという
判断は地球科学を知らない証拠です。日本が
災害に遭うのは地球科学を知らないからです。
タイで洪水が起こるような場所に工場を作っ
て大騒ぎしているのも、地球科学を勉強して

いないからです。地球に住んでいる以上、我々
は地球のことをもっと勉強しなければなりま
せん。日本は地球科学のことを非常にないが
しろにしていて、しっぺ返しをくらっている
と私は思っています。

井戸田氏：私も経済は専門ではありませんが、
愛知県の工場出荷高は日本一です。もし愛知
県の工場が震災で一年ぐらい止まってしまっ
たら、日本はどうなるのでしょうか。日本は国
際社会の中で原料を輸入して、それに付加価
値を付けて海外に輸出することで成り立って
います。人の命も然る事ながら、この東海地方
の経済活動が停滞してしまうと、日本の国際
競争力は完全に落ちてしまいます。その間に
韓国や中国が日本の立場を奪ってしまったら、
日本はもう国際社会で立ち直ることができな
くなるという危惧もあります。本日は住宅の
話をしましたが、災害時もなるべく生産を続
けられるような仕組み、BCP と言われてい
ますが、企業防災は長い目で見ると住宅の耐
震よりも重要なことかもしれません。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。
巨大地震が想定される中、専門家は各専門

分野で色々と考えていらっしゃいます。結局
はトータルとして社会にどのような影響を及
ぼすかという問題があります。この日本列島
は地震列島ですから過去に様々な経験を蓄積
しています。関東大震災から、阪神淡路大震災、
東日本大震災がありました。我々は関東大震
災の時は生まれておりませんが、多くの情報
が伝えられ、それらを参考にして、どういう想
定になるかを考えなくてはなりません。最初
に山岡先生がお示しになられたとおり、災害
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死亡者の死因はそれぞれ全く違い、関東大震
災では火災、東日本大震災では津波が原因で
した。栃窪先生もおっしゃっていましたが、津
波対策がうまくできていれば救える命がもっ
とあったはずです。では、来たる南海トラフ巨
大地震の津波対策はどうすればよいでしょう
か。海岸部地帯には結構短い時間で津波が来
ます。また津波が来た後、学校が自宅からかな
り離れたところにある場合、先生や子どもた
ちはどう対応をしていけばいいかなど、津波
対策についてのお考えをお聞かせください。

山岡氏：南海トラフの対策の基本はハザード
マップです。ハザードマップを信じるなとも
いわれていますが、基本はハザードマップが
ないと始まりません。自分たちの住んでいる
地域のどういうところが津波に遭いやすいか
を、まず認識してください。その後どうするか
は、地域の方が話し合って決めるしかありま
せん。本日のフォーラムのチラシにも写真が
ありましたが、家が津波でなくなっているの
でショックを受けられるかもしれません。し
かし、津波ハザードマップで赤くなっている
ところは、この写真のようになるというのは
厳然たる事実です。命は助かるかもしれませ
んが、この写真のようになりたくなかったら、
そこに住まないという答えしかありません。
もし住むのでしたら命が助かるようにする。
今回のハザードマップから知るところは命も
助からないような場所があるということです。
そういう場所をどうすればいいのか、それぞ
れが決断していくしかないと思います。

井戸田氏：津波対策は明快です。今わかって
いる情報から津波が来るまで何分かというこ

とを把握し、逃げるしか方法はありません。逃
げようと思った時に壊れた家に足を挟まれて
しまったら逃げることができません。耐震化
と津波対策どちらが先かといったら間違いな
く耐震化の方が先です。耐震化して、家具も固
定して、怪我をしないようにして、早く高台に
逃げるという順番で対策するしかないと思い
ます。

奥村氏：今回の東日本大震災で、子どもの死
亡率が多かった学校と全員が避難できた学校
がありましたよね。災害教育の大切さが言わ
れていたと思います。私も災害看護を教える
中で、災害が起きたとき、きちんと情報をとり
自ら判断して逃げること、その後の行動の仕
方を身につけておくことが大切だと実感しま
した。家族と連絡がとれないと非常に不安に
なります。家族会議で具体的にどこに避難す
るか、連絡方法はどうするかなどをしっかり
決めておくことが大切だと思います。

栃窪氏：基本的には逃げれば助かった命がい
っぱいあったということを忘れないでほしい
です。もう一つ踏み込んで言いますと、被災地
は復興に向けて動き出しています。先ほど、お
金の話が出ましたが、お金も必要ですが人も
必要です。そして、地域の人たちが自ら地域の
絆を再生してどういう町を作っていくか、自
分たちで歩き出さないといけません。東北の
沿岸部は、都市部に比べると地域の絆、コミュ
ニティが非常に強いところでした。今は仮設
住宅でバラバラになってしまい、新しい人た
ちの中で新しいコミュニティを作ることにす
ごく苦労されています。応援に来ている行政
の方も多いですが、裏では地元の行政や役場
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の人たちが一体何をやっているのかという不
満もくすぶっています。取材を通して、人との
コミュニティ、あるいは新しい町を再生して
いこうとする思いや実行力が次に求められて
いると強く感じました。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。た
くさんの質問を頂戴しながら、全てにお答え
する時間がなく、誠に恐縮しております。所定
の時間が参りましたので、第 26 回椙山フォー
ラムを閉じさせていただきたいと思います。
４人の先生方、本日は貴重なお話をしていた
だき、本当にありがとうございました。そして、
本日ご参加いただきました皆様のおかげで、
盛況で意義深いフォーラムとなりましたこと、
改めて感謝申し上げます。最後になりました
が、椙山人間学研究センターの椙山孝金セン
ター長より閉会のご挨拶をさせていただきま
す。

【閉会挨拶】

椙山孝金人間学研究センター長：センター長
の椙山です。本日は雨の中、第 26 回椙山フォ
ーラムにお越しいただき、ありがとうござい
ました。南海トラフ巨大地震は、非常に深刻で
難しい内容であったかと思いますが、山岡先
生、井戸田先生には、ユーモアを交えながら、
非常に分かりやすくお話いただきまして、あ
りがとうございました。また、奥村先生、栃窪
先生にお話いただきました被災地での活動報
告では、東日本大震災での現状から大変教訓
を得ることができました。長時間に渡りまし
たが、総合討論につきましても、一つひとつの
問いに丁寧にご回答いただき、ありがとうご
ざいました。これを持ちまして、第 26 回椙山
フォーラムは閉じさせていただきます。ご参
加の皆様も健康と命にご留意いただき、良い
新年をお迎えになりますよう、心よりお祈り
申し上げます。本日は誠にありがとうござい
ました。
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Q1.今回のフォーラムは何でお知りになりましたか?

1.中日新聞の折込チラシ 59名 46%
2.日本経済新聞の折込チラシ 3名 2%
3.椙山女学園からの案内（ＤＭ） 29名 23%
4.生涯学習センター・図書館の掲示 5名 4%
5.椙山女学園のホームページ 4名 3%
6.センターホームページ 0名 0%
7.友人知人からの誘い 20名 16%
8.その他 8名 6%
合　計 128名 100%

 

Q2.今回のフォーラムへの参加動機は何ですか?（複数回答可）

1.興味・関心のあるテーマだったから 115名
2.講師に魅力・関心があったから 16名
3.会場が便利な場所にあったから 22名
4.その他 6名

第26回椙山フォーラム アンケート集計結果
＊受講者数：200名　アンケート回答者数：120名(回答率60％)
＊事前申込：354名 /  受講者：200名　(参加率56.5％) 
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Q3.今回のフォーラムは参考になりましたか?

1.大変参考になった 74名 67%
2.参考になった 37名 33%
3.参考にならなかった 0名 0%
4.全く参考にならなかった 0名 0%
合　計 111名 100%

【その他参考データ】
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

1 会社員 30 男性 地震災害のメカニズム、マグニチュードの考え方を理解することができました。

2 無職 80 女性 理学部、工学部それぞれの専門の知識を活かした話で非常に興味深く聞くことができました。

3 無職 ― 男性
山岡先生の基調講演は時宜を得たテーマで、南海トラフによる巨大地震の予測が視覚的に理解
しやすかった。また井戸田先生の話も大変分かりやすく、被害の恐ろしさを実感できた。とも
に軽やかなしゃべりでユーモアもあり、楽しく聞けた。

4 その他 60 男性 山岡先生の話、分かりやすい内容でした。井戸田先生の話、具体的によく分かりました。自宅
の補修の必要性を強く感じました。

5 無職 70 男性

山岡先生の想定予測を聞いて、地震ハザードステーションを調べようと思った。井戸田先生の
自分の家の危険度はどうかという話は、住みつづける家を考えるために勉強しようと思った。
栃窪先生の映像ドキュメントの制作、九死に一生の体験を語られた熊谷記者などそれぞれの立
場でやるべきことをしているんだなと思った。

6 無職 60 男性 井戸田先生の液状化の復興および修復費用についての話は参考になりました。

7 ― 60 男性

映像が伝える力はとても大きいと感じました。地震に対する備えを真剣に考えようという気持
ちになりました。耐震強度も自分で考えて補強を考えたいです。ホームページから地震につい
ての情報が得られると知り、自宅の状況を確認したいです。東北の地震では家屋倒壊が少なか
った理由が雪国による基準により強かったとの説明で多少理解できました。

8 無職 60 男性 地震に対する知識、自宅の揺れなど普段耳にしない情報を得ることができました。住まいの地
盤はどうか、建物の強度等について調べて対策していきたいです。

9 無職 70 女性 南海トラフの地震については知らなかったことがたくさんあり、液状化も始めて知った。自分
の地域のことももよく知らなかったので調べたいと思った。

10 無職 60 男性
南海トラフ巨大地震に関する地震予想学と住居対策は大変勉強になり参考になりました。この
ようなフォーラムを設けて頂きありがとうございました。ご紹介いただきましたネットは検索
してさらに内容理解を深めたいと思いました。

11 会社員 50 男性 第1部は理解しやすいまとまった話でした。今日の話を参考にして住宅に関して見直したいと
思いました。

12 教員 40 女性 第1部は専門的なお話が聞けて大変参考になりました。総合討論も大変よかったです。

13 会社員 50 女性

災害はいつ、どんな規模で起こるかは起きてみないと分からないので、まずは自分で自分の身
を守れないと人を救うことはできません。人を頼ることばかり考えずに、自分ができることは
自分でやるという気持ちが大切だと思いました。そして協力し合うこと、思いやりの心が大事
です。

14 主婦 60 女性
大震災での自助、共助、公助の大切さが分かりました。大学の映像ドキュメントの制作、発信
の行動は大変すばらしいことで感動しました。大学サイトにアクセスして見たいと思いました。
今後、私も継続して支援していきたいです。

15 無職 70 男性 栃窪先生は大変分かりやすく効果的でした。学生さんの活動にも感心しました。

16 ― 70 女性
ありがとうございました。「心の復興石巻の願い」の制作、ご苦労様でした。これからこの情
報をもとに自分たちも防災に活かさねばと改めて考えさせられました。心の復興に取り組まれ
ることは大切なことです。

17 無職 60 男性 映像ドキュメントが面白かった。液状化対策が重要。

18 その他 60 女性 大変よかったです。最後のドキュメントの報告の中で、伝え続けることの大切さに共感できま
した。サイトだけでなく地域住民への広報やフィードバックを考えていただきたいです。

19 その他 30 女性 総合討論、分野外のことまでお答えいただき、ありがとうございました。

20 会社員 50 男性 非常にタイムリーかつ身近な話題で有意義でした。普段から自分の身を自分で守ることの必要
性は感じていましたが、事例を紹介いただいて引き締まる思いです。

フォーラムに対する主なご意見・ご要望
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

21 無職 60 男性 タイムリーなテーマで内容は非常に有益でした。また、講演者の方々も非常に分かりやすい説
明で、今後の地震対応を考えさせられた一日でした。

22 会社員 30 女性 東日本大震災から1年9ヶ月経ち、薄れていた危機感を再度感じることができた。

23 無職 60 男性 有意義な時間でした。身近な課題として生活に組み入れていきます。

24 教員 40 女性
お話をお聞きしてて、危険が迫っているのにその危険が大き過ぎて自分も人も無力に思えてき
ました。災害は必ず来るので、復旧に備えた暮らしに変えていく必要があるように思いました。
阪神大震災の経験を思い出すと同時に、子どもを守ることを真剣に考えようと思いました。

25 ― 30 女性 地震が身近な問題に感じられました。日本や世界で災害が起きた時に、少しでも役に立って活
動できるようになりたいと思いました。

26 会社員 60 男性 津波に縁のない地域に住んでいます。行楽で行った先で遭遇した場合に、その場所の津波被害
の受けやすさを事前に把握しておくことの大切さを再認識できました。

27 主婦 50 女性 興味関心があるテーマだったので非常に参考になりました。意識を変える必要があり、これか
らの生活に活用していきたいと思いました。

28 無職 40 女性 最近よく耳にする“南海トラフ地震”について分かりやすい言葉で教えていただけてよかったで
す。私の自宅にはパソコンがありません。今後困ることがたくさんありそうですね。

29 その他 50 女性
地震に関する知識や災害に対して自ら備えておく必要性を確認できてよかったです。過去のこ
ととして忘れず、被災地の現状を情報として正しく伝えることの大切さを感じました。外出先
から自宅へ帰るための手段についても知っておく必要があると思いました。

30 その他 50 女性 とても分かりやすく説明していただきました。いつ来てもおかしくない地震、自分でできるこ
とは何かと考えさせられました。人としてのつながりが大切だと改めて感じました。

31 主婦 ― 女性 県のホームページなど見て、地震対策をしっかりしなければとより一層思いました。

32 無職 60 男性 具体的解説で大変明快でよかったです。

33 その他 30 女性 研究や実践に基づくお話をしていただき勉強になりました。ありがとうございました。

34 会社員 50 女性 最新の研究成果を分かりやすく話していただけて有意義でした。

35 無職 60 男性 東海地震が予測されるため大変参考になるテーマでよかった。

36 会社員 ― 男性 大変良い企画でした。市民としてありがたいことを教えてもらった。

37 無職 70 男性 南海トラフ巨大地震について非常にためになる内容の話が多く、参考にしたいと思った。

38 主婦 70 女性 新聞、テレビなどで色々地震についての報道とか知識を得ていましたが、今日のフォーラムで
初めて知ったことが多々あり、参加してよかったです。ありがとうございました。

39 会社員 30 女性 映像をとおしての説明はよかった。

40 会社員 30 男性 今、東海地方でフォーラムを開催したのだから、被災時の非常袋に常備しておくべきものを再
認識させるなど、対処方法も教示してほしかった。
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放射線と生命との関わり
―ヒトにとって何が危険か―
Radiation and Life： What is hazard for human?

京都大学原子炉実験所名誉教授
内海　博司＊

Hiroshi　　Utsumi　

渡邉毅主任研究員：定刻となりましたので、
椙山人間学研究センター平成 24 年度第１回
人間講座を開催したいと思います。最初に開
催の挨拶を椙山女学園の森棟公夫理事長から
申し上げます。

森棟公夫理事長： 4 月から理事長になりまし
た、森棟公夫と申します。はじめてお目にかか
る方々、沢山いらっしゃいますが、よろしくお
願いいたします。前理事長の椙山正弘先生は、
そちらにお座りになられていらっしゃいます
が、学園長として学園に残っておられます。椙
山人間学研究センターは、椙山女学園 100 周
年を記念いたしまして、設立された研究セン
ターでございまして、今年で 7 年目になりま
す。今回は、京都大学名誉教授の内海博司先生
を講演者として、平成 24 年度第 1 回人間講座
を開催いたします。

内海先生の略歴はスライドにも紹介してお
りますが、放射線の影響に関してずっと研究
をなさってこられた先生でございまして、今
回の講演の主たるテーマも、放射線の影響を
科学的に研究するということが主たる懸案、
本日の講演の背後にある研究理念でございま
す。福島原発事故や、その他の大きな放射線の
影響ということは、色んな所で議論される状
況でございますが、学術的な立場に立って放

射線の影響をどのように考えられているのか
ということを、じっくりと内海先生のお話の
中から聴いていただきたいと思います。私は
京都大学名誉教授でございまして、京都大学
におりましたときから、内海先生と親しくし
ており、今回の講演は現在のような状況にあ
って、非常に意義深いと考えている次第でご
ざいます。ご清聴いただきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

渡邉毅主任研究員：本日の司会進行を、椙山
人間学研究センター主任研究員、渡邉が務め
させていただきます。はじめに本日の講演者、
内海博司先生のご紹介をさせていただきます。
スライドで示しておりますし、お手元のレジ
ュメにも記載されていますので、そちらをご
参照いただければと思います。私自身、内海さ
んとは大学院に一緒に入りまして、当時動物
学専攻で内海さんは放射線生物学を、私は自
然人類学を専攻しておりました。以来大学を
共にし、大学院を出た後も 20 年くらい前でし
ょうか、いわゆる同期生会・クラス会という
のを、我々仲間が 8 人ほどいますが、イーグル
会という名称をつけて、これまでに 4 回開催
してまいりました。

今日は東日本大震災の福島原子力発電所事
故を受けて、放射線の何が本当に怖いのかと
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いうことをお話いただきます。内海さんは放
射線影響について、誤った情報ばかりが流さ
れていることを非常に残念に思っておりまし
て、多くの人たちと本当のエビデンスに基づ
いた議論をやりたいということを伺っており
ます。今日は内容的にはやや専門的な面が出
てくるかと思いますが、丁寧な説明をされる
と思いますので、１時間半よろしくお願いし
ます。

1.　今日のトピックス
内海博司教授：ご紹介にあずかりました内海
博司です。多くの内容を準備していますので、
略歴は省略して先に進ませていただきます。
今日は 1 から 11 までのトピックスを用意し
ましたが、時間の都合で省略するかと思いま
す。

1. 放射線影響に関する間違った情報による
混乱

2. 放射線？放射能？電離？励起？
3. 放射線は生命に危険だが進化の中で、生

命は抵抗性（耐性や DNA 修復系）を獲得
4. 放射線の単位と放射線防護
5. 福島の原発事故でのいろいろな数値
6. 内部被ばく（1）ヨウ素 / 内部被ばくは外

部被ばくより危険か？
7. なぜ放射線は怖い？　高線量被ばく / 低

線量被ばく
8. 学問の遅れによる間違った解釈 / 放射線

影響の無意識の拡大解釈
9. 内部被ばく（2）特にセシウム
10. 低線量・低線量率放射線の確率的影響

にしきい値？
11. 大気圏核実験 / 旧ソ連の放射線廃棄物

の海洋投棄

まず、放射線影響に関する間違った情報が
蔓延し、正しい情報を受け取れなかった人た
ちが混乱したり、不安になったりしているこ
とを話します。次に、放射線について正しく理
解するには、生命が地球上で誕生した頃、さら
に宇宙の始まりまで遡りたいと思います。福
島事故による放射性セシウムが、初めての汚
染被ばくだと恐怖感を煽られ、「怖い、怖い。」
と騒いでいます。かつて戦勝国の大気圏での
核実験競争によって、福島の事故前から大量
の人工放射性セシウムが世界中にばらまかれ
ていました。しかし米国の核実験は悪い、中国
は良いなどと政治的な取り上げ方はしたが降
下する放射性物質については取り上げず、農
作物や魚介類から体内にセシウムを含む放射
性物質を取り込んでいました。本日は、私の講
演を参考にして皆さんが「正しい放射線の知
識を持ち、正しく放射線を怖がって」欲しいと
思っています。

2.　放射線影響に関する間違ったマスコミ情
報による混乱

マスコミは、「正しい内容より売れる内容」、
「放射線物質が出なかったという報道より出
たという報道」、「安全である報道より危険で
あるという報道」をしがちです。科学記者の教
育とマスコミの本質的な改革を期待していま
す。しかし、本来報道も商売ですので「かわら
版」的になりがちです。悪いことには、間違っ
た報道をしてもなかなか修正してくれません。
この情報の大河から真実を拾い出すのは至難
な技となっています。

例えば 2011 年 12 月 28 日に某テレビ局が
「追跡！真相ファイル：低線量被ばく揺れる
国際基準」という番組を放映しました。これ
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を見るまではエビデンスを重んじた科学的
な報道をする公共放送だと信頼していまし
た。ところが自分が良く知っている内容が放
映されて初めて、虚偽情報が意図的に流され
ている事実に気付き本当に驚きました。例え
ば、「低線量率被ばく」と「低線量被ばく」とい
う用語の違いを説明しないまま、意図的に混
同させていました。「低線量被ばく」とは、「被
ばくした放射線の線量が少ない被ばく」のこ
とです。一方「低線量率被ばく」は「単位時間当
たり放射線量が低い被ばく」で時間の関数が
入り、放射線障害を修復する時間も入り込み
ます。福島原発事故のような被ばくは、放出さ
れた放射性物質による「低線量被ばく」で且つ

「低線量率被ばく」です。一方、広島・長崎の原
爆による大量の放射線を一瞬にして受けた被
ばくは、「高線量被ばく」や「低線量被ばく」も
ありますが、全て「高線量率被ばく」です。全
く異なる現象です。それにもかかわらず、こ
の番組では「低線量率被ばく」と「低線量被ば
く」を混同することによって、意図的に虚偽情
報を流していました。更に悪いことには、元
国際放射線防護委員会 (ICRP： International 
Commission on Radiological Protection) の委
員が喋っている英語の翻訳で意味のすり替え、
事実の隠匿、音声記録の改竄などの情報操作
がされていました。そこで ICRP 日本人委員
が全員で抗議しましたが応ぜず、現在「放送倫
理・番組向上機構」に提訴しています。

3.　間違いだらけの出版物
東日本大震災（2011.3.11）以降に雨後の竹の

子のように出た放射線に関する出版物には、
間違った記述が多くありました。例えば、
2011 年 5 月 4 日に発行された『世界一わかり

やすい放射能の本当の話』という解説本は、執
筆者はみな報道関係者で、ほとんどが文系で、
残念ながら多くの誤りがみられます。この本
には「DNA は 2 本の鎖状の物質で成り立っ
ていますので、損傷を受けるのが片方だけで
あれば自己修復されます。しかし、2 本とも
傷つけられると修復は不可能になり、細胞分
裂が不可能になっていきます。」と書かれてい
ますが、これは現在の科学的知識からすれば
間違っています。

ヒトを含めた生物は DNA 二重鎖切断を修
復します。私自身の研究が DNA 二重鎖切断
の修復機構の研究でした。本講演では DNA
の構造、DNA とは何か、どのように DNA 二
重鎖切断が修復されるのか等について解説し
たいと思います。

2011年 6月 1日に発行された『原発のウソ』   
は、著者が DNA 修復さえ知らず、古い放射線
影響の知識をもとに間違った主張をしていま
す。
『ちょっと DNA に傷がついた程度でも、そ

の傷が細胞分裂で増やされていくわけですか
ら、「全く影響がない」ということは絶対に言
えません。「人体に影響がない程度の被ばく」
などというのは完全なウソで、どんなわずか
な被ばくでも、放射線が DNA を含めた分子
結合を切断・破壊するという現象は起こるの
です。』

このような「絶対」とか「完全」という言葉の
多用は、学者は特に気をつけている表現です。
これはプロパガンダの表現方法です。このよ
うな間違った放射線影響についての本が、本
屋に山積みにされ、著者がテレビに出演した
と言うだけで信用され、買い求められていま
す。テレビ主演という権威付けで、間違った知
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識が信用されている現実は非常に残念です。
テレビに出演させるかどうかを決める報道責
任者の見識が問われています。

4.　放射線影響の模式図

図1.　動物細胞への放射線影響の模式図

この図 1 は、放射線が動物細胞に当った場
合の放射線影響の模式図です。放射線が物質
に当たると電離が起こります。細胞の核の中
には、染色体 DNA があります。DNA は図の
ように二重の鎖状構造になっています。ヒト
の細胞ですと 46 本の DNA がありますが、こ
の DNA が（体）細胞分裂する時には、それぞ
れが倍加して 92 本となり、一対の染色体は両
方向に引かれて、娘細胞に 46 本ずつ分配され
ます。もし、この二重鎖 DNA が切れて修復さ
れなければ、染色体も切れたままで分離する
時に取り残され、一部の DNA の遺伝子情報
を失うことになります。その結果、その情報を
受け取れなかった細胞は死ぬことになります。

5.　DNAの構造と機能
図 2 は、DNA の構造と機能の模式図です。

DNA は、T、A、C、G の 4 つの塩基から成り、
T と A、C と G が水素結合でペアを作り、二
重の鎖状構造になっています。この二重鎖
DNA の水素結合がはずれ、ジッパーのよう

図2.　DNAの構造と機能

に分かれ、それぞれ一本鎖の DNA になりま
す。その一本鎖 DNA の A に対しては T 塩基
が、C に対して G 塩基がペアを作り、更にお
互いに繋がっていきます。別れたもう一方の
一本鎖 DNA を元に二重鎖 DNA が作られま
す。これを「複製」とよび、1 本の二重鎖 DNA
が全く同じ２本の二重鎖 DNA となります。
「生命」を定義できるしょうか？　私が受験

勉強をしていた頃は、「生命」とは「子どもをつ
くる」、「食べ物を食べてウンチをする、つまり
新陳代謝をする」、「呼吸をする」といった種々
な能力を持たねばならないと思われていまし
た。学問が進んで「自分と同じものをつくる能
力」というのが、生命の本質ということになり
ました。先程の DNA 分子自体が「複製」する
能力を持つので、DNA は生命を具現化した
究極の生体高分子だと言えます。このような
概念に至ったのは、鉱物のように結晶になる
タバコモザイクウイルスの発見と、それが
DNA（とタンパク質）だけの生命体だと判明
したからです。この発見により、生命と無機物

（非生命）の境は不明瞭になりました。後ほど
触れますが動物と植物の差もほとんどなくな
りました。更にはバクテリアの遺伝病と同じ
遺伝病に私たちヒトも罹ることが判明して、
遂にはバクテリアとの差も縮まりました。生
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命の誕生・進化と相まって、DNA 原理が全
ての生命体で働いているからです。

DNA の解説図（DNA の構造と機能）に戻
ります。既に説明しましたが、二重鎖 DNA が
半分に別れて、同じ DNA が二つできるのが

「複製」です。2 段目の図は、DNA の作業用
コピー（メッセンジャー RNA）を作り（転写）、
3段目はこのRNAの塩基を3つずつ（コドン）
を順番に読み、アミノ酸に「翻訳」されます。4
段目はアミノ酸を連ねて「タンパク質が合成」
される模式図です。つまり DNA 自身は、その
生物固有のタンパク質を作る情報や何時どれ
だけ作るかなどが書かれた生命の設計図なの
です。そしてタンパク質が生体内で「酵素」と
して働き、その生命固有の特色を造っている
のです。

DNA を構成する塩基の数や順番を明らか
にすることを「解読」すると言いますが、最近
ヒト遺伝子（DNA）が全て解読されました。驚
いたことに、全 DNA 中には、ほんのわずかし
かタンパク質を作る情報（コード）が含まれて
いませんでした。ヒトでさえたった 2 万 2 千
ほどのタンパク質の情報しかなく、逆に他の
生命体でも 2 万位持っていました。他の生物
と私たちヒトでは、その DNA 量には大きな
差があるにもかかわらず、生きるために必須
の情報は、あまり差が無いことに驚かされま
す。

私たちがニワトリの肉や牛の肉を食べると、
直接人間の筋肉になるのではなく、一度アミ
ノ酸にまで分解され、腸から吸収された後、再
び人間の筋肉の情報に合わせて作り直されて
います。生命を造るあらゆる情報が DNA に
は書かれています。だから DNA の情報（塩基
の配列）が狂ったりすると（突然変異）、色んな

異常を起こすことになります。それだけに
DNA は生命にとって、とても重要な生体高
分子なのです。

6.　DNA2 本鎖切断の修復機構 

図3.　DNAの 2本鎖切断修復.
ヒトを含めた動物細胞での2種類のDNAの2本鎖切断修復
経路. 2本鎖切断などDNA損傷の情報はチェックポイント
機構を司るATMやp53に伝達され，細胞周期の停止やアポ
トーシス誘導等の一連の細胞応答が起きます. 組換え修復
はDNA合成期とG2期に働き、相同もしくは姉妹染色体上
の相同配列DNAと組換え反応を起こして正確に修復しま
す。端末結合修復は全細胞周期で働くが、少し誤りがちな修
復系と考えられています。このATMは図13の毛細血管拡
張性運動失調症の原因遺伝子です。また、ｐ53はアポトーシ
スを制御する遺伝子です。

DNA 二重鎖切断の修復系の模式図が、図 3
です。放射線が当って二重鎖が切断されると、
その修復の仕方には少なくとも 2 種類あるこ
とが現在知られています。１つは切れた部分
を直接結合して元に戻す「端末結合修復」と、
非常に複雑な治し方である「組換え修復」です。
細胞分裂の準備をしている DNA 合成期には、
全く同じ情報を持つ二重鎖 DNA が 2 組存在
し、複製中には近くに存在します。そこで切断
された DNA 部分は、他方の DNA の一部を
切り取って修復し、切り取った部分は再度作
り直すという非常に複雑な修理が組換え修復
です。このようにヒトを含めた生命体は、
DNA 二重鎖が切れたとしても、この 2 組の
修理方法で治しています。このような修復の
知識は、約 20 年前には明らかになっていまし
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た。

7.　自然放射線と人工放射線
自然放射線も人工放射線も吸収線量が同じ

なら、その放射線影響は同じです。しかし、先
程紹介した『世界一わかりやすい放射能の本
当の話』に、「自然放射線と人工の放射線は違
う」と誤情報が書かれています。

一般に「人工○○」と「自然○○」というと、
「自然○○」が良いと考える自然崇拝のような
考え方があります。食べ物でもそうですね。自
然のものだったら良く、安心だと思っている
人が多いのですが、大きな間違いです。自然の
物には色んなものが含まれ、人体にとって毒
になるものも沢山あります。

更に同じ本に「識者が必ず口にする自然放
射線。人工の放射線と同じではありません。人
間は何万年もかけて、自然放射線に順応して
きたのです。」と書かれていますが間違いです。

更に「『人は自然状態でもカリウム 40 など
の放射性物質により内部被ばくしている。だ
から、多少の放射性物質が体内に入っても、大
きな問題ではない』といわれていますが、本当
にそうなのでしょうか？　実は、太古から自
然界に存在する放射性物質に関して、人間の
身体はその付き合い方を心得ており、すぐに
体内から尿などで排出することができるので
す。しかし、セシウム 137 やヨウ素 131、スト
ロンチウム 90 などは、体内の臓器や骨などに
留まり放射線を放出し続けます。」と書かれて
います。いかにも本当らしく聞こえますが、間
違っています。

私たちの体を維持するのに必須イオンであ
るカリウムには、放射性同位元素のカリウム
40 が必ず 0.0117％含まれているので、常に体

の中に存在することになります。
15 節で詳しく述べますが、宇宙は 137 億年

前に大爆発（ビックバン）を起こして誕生した
と考えられています。そして最初の太陽が誕
生し、核融合が始まり、水素やヘリウムを使い
切って約 60 億年前に大爆発を起こし、現存す
る全ての元素ができたと考えられています。
その中には、当然放射性物質も沢山あります。
例えばウランは 45 億年が半減期なので、当時
のウランは現在の 2 倍、カリウム 40 は 13 億
年が半減期なので、当時のカリウム 40 は現在
の 10 倍量ありました。私たち地球は、いわゆ
る死の灰の塊ですから、その他多くの放射性
物質を含んでいます。この 46 億年前の地球の
誕生から、混沌の 10 億年後には始原生命が海
で誕生し、その生命は放射線被ばくを受け続
けていました。

生命を生んだ太古の海はナトリウムを多く
含み、我々の血液はその名残でナトリウムを
多量に含んでいます。しかし細胞の中は、ナト
リウムとカリウムの濃度が逆転していて、そ
の濃度差故に、細胞の中にナトリウムが入り、
カリウムが出ていくので常にエネルギーを使
って、ナトリウムを櫂だしカリウムを取り込
んでいます。だからカリウムに含まれる一定
量の放射性カリウム 40 の放射線で常に内部
被ばくを受け続けています。

8.　カリウムとセシウム
周期表のカリウム 40 と同じ列にセシウム

137 があります。それぞれβ（ベータ）線、γ
（ガンマ）線を出しますが、β線のエネルギー
を比較すると、セシウム 137 は 0.514MeV で、
カリウム 40 は 1.33MeV とずっと高いです。
エネルギーも高く空間線量に寄与するγ線は、
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セシウム 137 は 0.662MeV で、カリウム 40 は
1.46MeV と２倍以上強いです。体重 60kg の
人は、カリウム 40 から 1 秒間に 4,000 ベクレ
ル（Bq）の放射線を浴びていることになりま
す。また 1 個のカリウム 40 原子の崩壊で生じ
るβ線が体内で走ると、約 250 個の細胞を貫
通することになります。だからカリウム 40 の
崩壊で体全体では、1 秒間に 100 万億個の細
胞が被ばくしていることになります。生命に
とっては、セシウム 137 も、カリウム 40 も区
別なく、全て被ばくなのです。

9.　 セシウムによる空間線量

図4.　セシウムの半減期と空間線量
福島原発事故での134Csと137Csの生成比は約1：1で、その半減
期は約2年と30年です、更に、放出されるガンマ線による（地
表から1ｍでの）空間線量率への寄与は、約73対27です。

福島原発事故ではセシウム 134 とセシウム
137 の 2 種類が 1 対 1 の割合で放出され、「セ
シウム 137 の物理的半減期は 30 年」が強調さ
れますが、セシウム 134 の半減期が 2 年で、空
間線量への寄与が大きいこと等は報道されま
せん。怖がらせているとしか思えません。

図 4 の右上の物理的半減期の図からは、2
年経つとセシウム 134 は半分になりますが、
セシウム 137 はほとんど減らず、全体で約 75
％の減少、しかも 4 年経っても約 62％しか減
少しないことになります。

しかし、セシウム汚染の場合、生活圏の空間
線量という地表から 1 ｍの位置における放射
線の強さが重要になります。図 4 の左図に、空
間線量の減少と経過時間を示しています。半
減期 2 年のセシウム 134 は、半減期 30 年のセ
シウム 137 よりエネルギーが高く、空間線量
率への寄与は、セシウム 134 が 73％、セシウ
ム 137 が 27％です。このセシウム 134 が 2 年
で半減するので、除染しなくても 2 年経つと、
空間線量は約 63％、4 年も経つと約 45％以
下になります。このような福島県民にとって
重要な知識を報道すべきだと思います。

10.　私が推薦したい本
放射線影響についてもっと勉強したい方々

には、私の恩師でもある大阪大学医学部の名
誉教授の近藤宗平先生の著書『人は放射線に
なぜ弱いか』を推薦したいと思います。一般向
けですが、学問的にも信頼がおける内容だと
思います。ただ難点は「放射線ホルミシス」に
ついて言い過ぎているかと思います。その点
を踏まえながら、ぜひ一読をお勧めします。
「放射線ホルミシス」とは、低線量の放射線

照射によって生物の成長・発育の促進、寿命
の延長などの効果をもたらす現象をさしてい
ます。例えばゾウリムシを鉛で囲って放射線
被ばくをしない部屋で飼うと、ゾウリムシは
早や死にしますが、そこに外界と同じ線量に
なる放射線源を置くと普通に長生きする事実
から、低い放射線被ばくが刺激となって長生
きに役立っていると考えられています。薬の
世界で「毒も少量なら薬になる」という事実も
あり、放射線ホルミシスがヒトにも起きてい
る可能性や報告もあります。しかし「少しくら
い被ばくしたほうが良い」と考えだすと管理
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上問題になりかねません。ホルミシス現象が
存在すると思いますが、ヒトについてはまだ
十分なデータは蓄積されていないという立場
を私はとっています。

最近出版された本では、小島正美さんの『誤
解だらけの放射線ニュース』、畝山智香子さん
の『「安全な食べ物」ってなんだろう？』、この
2 冊は非常によく書けています。

毎日新聞記者の小島正美さんの本は、様々
な問題に触れています。我々研究者も反省し
なければならない点が、指摘されています。そ
の１つに、日々更新されていく科学分野にお
ける情報のあり方が挙げられています。

科学研究が進むにつれて、情報が新しく更
新され、当時は正しいと思っていたことが、そ
の後間違っていたと判明することが多々生じ
ます。そういった過去と現在の情報の正誤を
しっかりと検証して、当時の情報が現在では
誤情報となっているのを常に修正する必要が
あります。そのような話も書かれています。

砂糖がなく甘いものに飢えていた私たちの
子どもの頃、人工甘味料サッカリンが現れ、ジ
ュースや食べ物に入れて飲食しました。とこ
ろが、サッカリンがバクテリアで突然変異を
起こすことが見つかりました。当時の科学常
識では、バクテリアで突然変異を起こす物質
は、高等動物ではがんを起こすと考えられて
いました。そこでネズミに大量のサッカリン
を食べさせると膀胱がんができました。そん
なに大量のサッカリンを人間が摂取するはず
がないのに、サッカリンの使用は禁止になり
ました。ところが最近、サッカリンで膀胱がん
ができた理由が明らかになりました。大量の
サッカリンを食べさせられたネズミ、特に雄
のネズミの膀胱で、サッカリンの結晶ができ、

それが膀胱を刺激して膀胱がんを発生させた
ことが判明しました。

現在、サッカリンは発がん性物質リストか
ら削除され使用が復活しています。サッカリ
ンが禁止にならなかったら、どれだけ肥満や
糖尿病が防げたでしょう。それらの治療に莫
大な費用が掛かっているのは皮肉なことです。

このように、情報が良いにせよ悪いにせよ、
一度その情報がインプットされると、中々新
しい情報に更新するのには時間が掛かります。
科学技術の進展は何十年も経つ場合と、数年
後には解明されることもあります。更新され
ていく情報について、専門家がしっかりと説
明しなければなりません。当然、政府や厚生省
などは使用禁止処置や説明義務があります。
しかし、残念ながら水俣病、薬剤エイズや、ア
スベスト肺線維症などの多発をみる限り、そ
れが実行されていないのが日本の現状です。

畝山智香子さんの本には、同様な食べ物に
関する話が多数載っています。

11.　電磁波の分類
放射線、放射能、電磁波と、いろいろ呼び方

がありますが、これも非常に困っていること
です。放射線といえば、原子力村が原子力のた
めに、電離放射線だけを指す用語に狭められ
ています。我々のように放射線の生物影響を
研究している者は、放射線とは、粒子の性質と
波の性質をもち、その波長が異なる（エネルギ
ーが異なる）電磁波であるという広い概念と
して使っています。電磁波とは、超低周波から
γ線まで全てを含む概念です。その中の放射
線と呼んでいる電離放射線は、ほんの一部で
す。

波長の短い順に、或いはエネルギーの高い
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順に並べると、γ線、X 線、次に紫外線、太陽
や殺菌灯からくる紫外線です。我々研究者は
バクテリアの珍しい突然変異体をとるため、
或いは修復機構を調べる目的で、これらのエ
ネルギーの高いγ線、X 線や紫外線を良く使
います。それより長波長の電磁波は、太陽から
くる可視光線、次が温かい赤外線、そしてマイ
クロ波、マイクロ波は衛星通信や携帯電話や
電子レンジに使用されています。携帯電話と
電子レンジは波長がよく似ています。電子レ
ンジでは、その波長のエネルギーを水分子が
受け取って、水分子の熱運動に変えています。

 12.　放射能と放射線

図５．　光と放射線、懐中電灯と放射性物質
放射能は放射線を出す能力を表す言葉で、放射能の強さは
ベックレルです。

放射線は放射性物質から放出されますが、
そのような性質を「放射能」と呼びます（図５）。
放射能の強さはベクレル（Bq）という単位（一
秒間に原子核が崩壊する数）で表されます。政
府高官が良く使っていた「放射能汚染」という
言葉は間違いです。「放射線を出す能力の汚
染」では、何のことか一切分かりません。「放射
性物質による汚染」というのが正しい表現で
す。

懐中電灯は可視光線を出します。光の強さ
を表す単位はカンデラで、放射能のベクレル

に相当します。ここでは懐中電灯が放射性物
質に相当し、出る光が放射線に相当します。光
源から距離の２乗分の１で、光の強さ（ルック
ス）は弱くなります。電離放射線の強さ（吸収
線量単位：グレイ（Gy）、シーベルト（Sv））は、
光と同様に、距離の２乗分の１で弱くなりま
す。光を遮ると影ができます。これは、光エネ
ルギーを遮蔽したことになります。同様に放
射線も鉛のような重い原子で、遮蔽すること
ができます。

物質の吸収線量のグレイは、1kg の物質に
1 ジュールのエネルギーを与える電離放射線
の吸収線量（SI）単位です。電離放射線は種類
やエネルギーにより、異なった生物影響を持
つので、同じ尺度で評価するために「等価線
量」が考えられています。等価線量は、グレイ
に放射線荷重係数を乗じて得られ、その単位
はシーベルトです。この放射線荷重係数はガ
ンマ線、X 線、ベータ線は１、中性子線とアル
ファ（α）線は 20 です。更に発がんや遺伝影響
などの確率的影響は臓器によって異なるため
に、身体全体で平均化した「実効線量」が考え
られています。実効線量は等価線量に組織荷
重係数を乗じて得ますが、この単位もシーベ
ルトです。このようにシーベルトには等価線
量と実効線量の 2 種類あって、更にそれが単
位時間当たりなのか、総量なのかということ
が抜けて語られることが多く、放射線の人体
影響を議論する場合の混乱要因となっていま
す。

13.　放射線の遮蔽
アルファ線は、ほとんど空気中では飛びま

せんし、紙一枚で遮蔽されますので外部被ば
くは問題になりません（図 6）。生体内では、細
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胞の直径にあたる約 10 マイクロメーターは
飛ぶので、内部被ばくでは問題となります。β
線は紙を通過しますが、皮膚で止まります。γ
線は紙も皮膚も通り骨まで達します。そこで

図6.　放射線の遮蔽の模式図
α線、β線、γ線、X線などは、電子の多い物質（鉛やコンク
リートなど）で遮蔽できます。しかし、中性子線は、中性なの
で原子核との弾性衝突でのみエネルギーを失うので、原子
として一番小さい水素原子を多く含む物質（水、材木など）
で遮蔽されます。

病院のレントゲン室は、γ線や X 線の遮蔽の
ためにコンクリート壁を厚くして、ドアには
鉛を使用しています。

放射線が物質で遮られるかどうかは、原子
の構造についての知識があると理解しやすい
ので、後ほど原子の模式図で詳しく説明しま
す。

原子は原子核とその周りに電子を持ち、原
子核はプラス、電子はマイナスに帯電し、全体
として電気的に中性になっています。放射線
が物質にあたると放射線のエネルギーを原子
の電子の運動エネルギーとして渡して減衰し
ます。つまり原子番号の大きい、電子を多く持
っている原子が放射線をよく遮蔽します。電
離放射線は通過力が高いので、骨折時のレン
トゲン写真や、がん健診での CT 検査、飛行場
での荷物検査に使用されています。一方、紫外
線は皮膚表層までしか達しません。しかし、皮
膚を赤くただれさせたり、皮膚がんを起こし
ます。

少し脱線しますが、原爆や原発で放出され
る中性子の話をします。中性子は陽子と共に
原子核を構成する粒子で、プラスの電気をも
つ陽子と同じ質量を持つが、電気的には中性
です。そこで電気的な力では引き止められず、
物質の中を素通りしますが、原子核と衝突す
ると玉突き衝突の原理でエネルギーを失いま
す。当たった粒子が大きいと跳ね返されます
が、小さい粒子だとエネルギーを渡して減速
します。そこで原子として一番小さい水素原
子を多く含む物質が中性子を一番遮蔽する効
果があります。

広島・長崎の原爆のとき、水素を沢山含ん
でいる木と紙と土でできている日本家屋に住
んでいた人は、中性子による被ばくは遮蔽さ
れて減少しましたがγ線は遮蔽されずに被ば
くしました。一方、コンクリートに住んでいた
人は、γ線は遮蔽されましたが、中性子線は遮
蔽されずに被ばくしました。

シーベルトの計算で、中性子の放射線荷重
係数が 20 であると言う意味は、中性子は体の
中でγ線より密な電離を起こし、その生物効
果が約 20 倍という意味です。このような修正
をしているので、シーベルトは放射線の種類
や内部被ばく、外部被ばくにも関係なく、使え
る線量単位になっています。

14.　電離や励起した電子や原子は有害
原子核の模型と「電離」や「励起」の模式図が

図 7 です。原子核を中心に電子が太陽系の惑
星のように回っています。ヘリウムの原子核
はプラスの陽子２個と中性の中性子２個から
成り、周りにはマイナスの電子を 2 個持って
います。ヘリウムの電子が無い状態がα線で
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図7.　電離と励起の模式図
水素原子の直径は約10-10m、原子核はその1万分の1（10-15m）。
仮に原子核をサクランボの大きさまで大きくすると、原子
の大きさは、甲子園球場くらいになります。

す。一般に安定した原子は、原子核の陽子の数
と電子の数は同じで± 0 になっています。し
かし、電子（マイナス）が自由電子として飛び
出すと、残された核はプラス（プラスの原子）
に成らざるをえません。この状態が「電離」で
す。このプラスイオンである原子と自由電子

（マイナス）は、電気的に不安定、つまり物理化
学反応をし易くなります。遺伝情報を担う生
体高分子である DNA の原子や分子内で電離
が起きたり、DNA が電離した原子や電子と
出会うと、DNA 鎖の結合が切れたり、新し
い結合が生じることがあります。このような
物理化学反応の結果が、γ線や X 線の生体内
で生じる障害の実体です。

もう少しエネルギーの低い紫外線は、エネ
ルギーを電子に与えますが、受け取った電子
は軌道から飛び出すほどのエネルギーではな
いので、エネルギー順位が高い軌道に移るこ
とになります。こういう電子状態を「励起」と
呼びます。この状態の原子も非常に反応性が
高いため、他の原子や分子と結合したり、結合
が切れたりすることになります。紫外線があ
たると、細胞の DNA 内の塩基同士（T と T）
が新しい結合（TT ピリミジンダイマー）を作

ることがあり、それが紫外線障害の実体です。
例えば、よく着る服が色褪せてくるのも、紫外
線の作用によるものです。

このように放射線による健康障害の原因は、
生体高分子 DNA に生じる物理化学的な変化
なのです。DNA 分子以外の生体高分子、例
えばタンパク質などに傷ができても、殆ど細
胞の生死や発がんなどには関係しません。

15.　宇宙カレンダーと生命の誕生
現在問題になっている放射性物質のウラン

やカリウム 40 などが何故地球上に存在する
のか、あるいは何故生き物たちが同じ原理で
働く DNA を共有しているのかを理解するに
は、私たちの先祖や宇宙の始まりまで遡る必
要があります。

私たちの先祖を遡ると、ヒトとサルの共通
の先祖に辿り着きます。さらに遡ると植物と

図8.　宇宙カレンダー
宇宙の始まりから今日までを1年に縮めてみると、ヒトが誕
生して、ホンの一瞬しか経ってないことが認識でます。ビッ
グバン宇宙モデルは、約137億年前に生まれた宇宙が膨張し
ながら進化したと考えられてます。
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動物の共通の先祖がいて、最後には生命が誕
生の頃の原始生命体（バクテリア？）にまで遡
れます。

我々の宇宙は 137 億年前に大爆発（ビック
バン）を起して誕生しました。我々が今見てい
る太陽も、後 45 億年ぐらいすると大爆発を起
こすそうです。

億年という単位は理解しにくいので、宇宙
の始まりから今日までを、一年に直した図 8
を用意しました。現在を 12 月 31 日の除夜の
鐘を聞いている時刻だとすると、全ての元素
は約 6 ヶ月前に生じたことになります。初期
太陽の死の灰が集まった塊が、あるものは太
陽となり、あるものは地球や月となり、その地
球から我々の先祖である生命が誕生しました。
人類は 12 月 31 日の午後 10 時 30 分に生まれ
たことになります。我々は生まれて 1 時間半
しかたっていませんが、爬虫類は 12 月 23 日
に生まれていますので、1 週間以上も長く生
きている大先輩ということになります。

当然ながら、我々の先祖は今の 10 倍以上の
放射線を浴びていましたし、宇宙からの放射
線も今よりも強く浴びていました。そういっ
た環境を乗り越えた生命が、今日まで生き続
けているのです。

16.　生命にとって二大毒物：酸素と放射線
約 45 億年前に地球が誕生した時には、酸素

は単独では存在していませんでした。酸素と
いうのは非常に反応性に富んでるので、全て
他の元素と結合していたと考えられています。

遊離酸素を作り出したのは、シアノバクテ
リアやラン藻という光合成をする生命体のお
かげです（図 9）。健康講座などのセミナーで
必ず聞くと思いますが、酸素というのはラデ

図9.　生命にとっての二大毒物：酸素と放射線（γ線や紫外線）
ブドウ糖を分解する際、酸素が無いと2ATPしか産生でき
ないが、酸素を使うと38ATP産生できるようになりました。

ィカルをつくる悪役で、「老化を促進する」と
か「がんをつくる」と聞いているかと思います。
生命体にとって酸素は、その反応性が高い故
に、生命を脅かす毒であり脅威でした。しかし
一方酸素は、生命体にとって、非常に有益な元
素でもありました。ブドウ糖を酸素なしで分
解すると、たったの 2 個のエネルギー源

（ATP）しか作れませんが、酸素を使うと 38
個も作れます。このように酸素を上手く利用
できるようになったからこそ、動き回る動物
が誕生できたのです。

さらに、遊離酸素がない時期の地球にはオ
ゾン層が無いため、太陽からの紫外線が今の
何千倍も降り注いでいました。遊離酸素が放
出され、オゾン層が形成されたお陰で、紫外線
が急激に減少しました。皮膚がんなどにもな
らないで生きられる低い紫外線量になった訳
です。これらは酸素の恩恵なのですが、酸素は
反応性が高いため、遠い先祖の生命体にとっ
て猛毒として働き、当時の生命体のほとんど
が死んでしまったと考えられています。幸い
なことに酸素の毒性を緩和し、その酸素傷害
を修復する能力を獲得し、紫外線にも耐えう
るしたたかな生命体がいて、生き残ったと考
えられています。その子孫である私たちは、当
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然、それらの修復能力を受け継いでいるので
す。

現在の地球は磁場を持っていますが、地球
が誕生した頃には磁場はありませんでした。
地球の内部に地球ダイナモという発電機のよ
うなものが活動始めて地球に磁場ができたこ
とが、最近の地質研究で明らかになりました。
この地球磁場ができたおかげで、地球の周辺
部に放射線をトラップする、バン・アレン帯
という層が形成されました。宇宙ロケットや
人工衛星がこの層を通過する時に、大量の放
射線を浴びることが知られています。このバ
ン・アレン帯のおかげで、宇宙からの放射線

（宇宙線）が大幅に減少しました。また、オゾン
層ができたおかげで、紫外線量が減少して、生
命体が海から陸に上陸できた考えられていま
す。

17.　色素性乾皮症
私が大学生の頃は、まだ近代生物学の誕生

の頃で、全生命体が DNA を本当に持ってい
るのか、バクテリアから人間までその DNA
原理が使えるのかと言うことが疑問視されて
いました。

大学院生となり、バクテリアが紫外線の損
傷を修復する能力を持つという発見がありま
した。この図 10 の左図は、横軸が紫外線の量
で、その数値は普通目盛になっています。右に
行くほど、紫外線量が多いことを示していま
す。縦軸は生存率を示していて、対数目盛にな
っています。紫外線を受けていない状態の生
存率を 1 と標準化して現しています。対数目
盛ですから、その 10 分の 1、100 分の 1 とい
う目盛りになっています。野生型とよばれる
バクテリアは、紫外線を多く受けても中々死

図10.　バクテリアとヒトの放射線高感受性の病気について
色素性乾皮症の患者は、紫外線高感受性、除去修復欠損症、
劣性遺伝病、高発がん性、しかし正常な電離放射線感受性と
いう性質も持つ病気です。この性質をクリーバー博士が除
去修復欠損であることを発見（1968）し、バクテリアもヒト
も同じ病気（遺伝病）に罹るというので有名になった。

にません。ところが、紫外線に弱く直ぐ死んで
しまう紫外線高感受性のバクテリア、つまり
バクテリアの突然変異体が見つかっていまし
た。これは紫外線が作った傷を治せない病気
である突然変異体でした。

その後ヒトの細胞が体外で培養できるよう
になり、ヒト細胞が実験で使えるようになり
ました。ヒトの正常な皮膚細胞を一部取り、培
養したヒト細胞に、紫外線を当てると、野生型
のバクテリアより低い線量で死にますが、バ
クテリアの紫外線感受性の突然変異体より強
いことが分かりました（図 10 の左図）。高発が
ん性で劣性遺伝病として知られていた色素性
乾皮症という皮膚がかさかさになる病気が知
られていました。皮膚が日光に曝されると赤
くなり、痕がシミになり、後には皮膚がんにな
るという大変な病気です（図 10 の右の写真）。
既に、明治の頃にはこの病名は医学書には出
ていました。培養した患者の皮膚細胞は、正常
なヒト皮膚細胞に比べて、紫外線に高感受性
でした。その後、この色素性乾皮症患者の細胞
は、紫外線の傷を治せないことで紫外線に高
感受性なっていることが、1968 年クリーバ
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ー博士によって発見されました。
この発見によって、バクテリアもヒトも同

じ病気に罹るということから、バクテリアか
らヒトまで同じ DNA 原理が働いていること
が認識されました。不思議なことに、この患者
は X 線やγ線などの電離放射線には、正常な
ヒトと変わりませんでした。つまり紫外線の
傷は治せないが、電離放射線の傷は治せると
いうことです。

18.　紫外線損傷の克服

図11.　紫外線損傷のDNA修復のいろいろなモデルと光回復
光回復モデル、除去修復モデル、複製後修復のモデル。右図
では、光回復酵素の修復の仕方を模式化している。

DNA 修復の模式図（図 11 の右図）が示す
ように、二重鎖 DNA は互いに A と T、C と
G とでペアを作っていますが、紫外線で励起
されると、横に並んだ T と T が共有結合して
紫外線損傷であるチミン二量体（ピリミジン
ダイマー）を作ります。DNA を複製するとき、
単独の T と T は、A と A として読めますが、
このピリミジンダイマーは、修復されない限
り、A と A には読めません。読めないと
DNA 合成ができないので細胞は死ぬか、適
当に読んでしまうと変な DNA となった細胞
が生じ、最後にはがん化することになります。

この難問を解決する「光回復」と呼ばれる素
晴らしい修復機構があります（図 11 の右図と

左図の左側）。バクテリアからカンガルーまで
は、光回復酵素という修復酵素を持っていて、
紫外線でできたピリミジンダイマーを、長波
長である可視光のエネルギーを使って、T と
T とに元に戻すことができます。この光回復
酵素は常に DNA の健全性を見回り、紫外線
の損傷を修復している重要な酵素です。非常
に残念なことですが、ヒトも含めた哺乳類だ
けが進化の途中で、この光回復酵素を失って
しまったようです。ただし、ヒトは「除去修復
系」という効率の良い修復系を持っています

（図 11 の左図の中央）。
DNA 上にこのような紫外線の損傷がある

と、常に見回りをしている除去修復酵素がき
て、その損傷部分を含む DNA を切り出しま
す。DNA は二本鎖ですから、もう一方の
DNA鎖を見ながら、元通りに修復するのです。
もう少し複雑な損傷ができた場合には、より
複雑な「組換え修復系」を利用して紫外線の傷
を治しています ( 図 11 の左図の右側）。

19.　修復機構と寿命

図12.　修復機構と寿命の関係

この図 12 は紫外線の修復機構と寿命との
関係を示した図です。除去修復では除去した
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DNA 部分を再生するので、放射性同位元素
で標識した DNA 素材を入れておくと再生
DNA に取り込まれます。すると放射性同位
元素から出た放射線が写真乳剤中の銀を析出
させ、現像すると銀粒子の黒点となります。細
胞核の黒点の数が多いと修復能力が高いと判
断しています。模式図は、象の皮膚細胞を培養
したときの実験を示しています。生物の寿命
を縦軸に銀粒子の数を横軸にしてプロットす
ると両者が相関して直線になりました。この
相関図から、私たちヒトが他の生物に比べて
長生きなのは、紫外線の傷を修復する能力が
高いからという結論になります。

更に、ヒトは酸素による損傷に対しても、非
常に修復能力が高いということが報告されて
います。活性酸素を消去する SOD（スーパー
オキサイド・ディスムターゼ）酵素の活性と
寿命との関係を調べると、ヒトの SOD 活性
が一番高く、寿命も一番長いことが知られて
います。

このようにヒトは他の動物に比べて、紫外
線や酸素による DNA 損傷に対して、非常に
修復能力が高いことが理解できたかと思いま
す。一般に動物の細胞を取り出し培養してい
ると、いつの間にか、がん化してしまいますが、
人間の正常細胞はがん化せず、老化して死ん
でしまいます。培養ヒト細胞に放射線を当て
て、がん化させた研究者は未だにいません。

20.　毛細血管拡張性運動失調症
毛細血管が拡張して運動ができなくなり、

がんを多発する劣性遺伝病（図 13 の右の写
真）の毛細血管拡張性運動失調症（AT：
ataxia telangiectasia）についてお話します。
この患者が、がんを発症して放射線治療を受

図13.　毛細血管拡張性運動失調症（AT)
毛細血管拡張性運動失調症（AT:Ataxia telangiectasia)は、
電離放射線高感受性、劣性遺伝病、高発がん性、しかし正常
な紫外線感受性という性質も持つ病気です。図3に出ていた
ATMはこの病気の原因遺伝子です。

けると、がん細胞は死にましたが、周辺の皮膚
も死んでしまい、潰瘍を起こしてしまいまし
た。

これを不思議に思い電離放射線に弱いので
はと思った研究者が調べたところ、新発見が
ありました。図 13 の左図は、横軸が電離放射
線（X 線）の線量、縦軸が生存率です。左図を見
て分かるように、この患者（AT）の皮膚細胞
は、正常なヒト皮膚細胞に比べて電離放射線
に高感受性です。先ほどの色素性乾皮症患者
の細胞は、X 線の損傷修復能力は正常でした。
この患者の細胞は、X 線の損傷修復能力は欠
損していましたが、紫外線に対しての修復能
力は正常でした。

このようにして、我々ヒトを含めた生命体
は、紫外線に対する修復機構と、電離放射線に
対する修復機構とを持つことが判明しました。
このような特殊な病気の患者さんから頂いた
貴重な皮膚細胞を用いて研究が進み、DNA
修復という概念が生まれてきました。例えば、
この病気の原因遺伝子（ATM）は、図 3 に出て
きた DNA2 本鎖切断修復を制御している遺
伝子の１つでした。その後、さまざまな病気を
もつ患者からの皮膚細胞の提供を受けて、正
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常なら隠されて見えてこない修復機構が解明
され、その病気の本態研究も進められていま
す。

21.　電離放射線の作用機構
「電離」という物理現象は 10-15 秒で起こり

ますから、放射線が当たった時点で電離とい
う現象が起きたと考えられます。次にラジカ
ル反応という物理化学的な反応が動き出しま
す。前もって防御機構が備えられていなけれ
ば、これらの現象は防げません。

私のような放射線生物学者が研究している
のは、“ 分 ” とか “ 時間 ” オーダーの現象で、
修復現象や生死、突然変異などを研究してい
ます。実験動物を用いた発がん研究は、何十年
という時間スケールで研究されています。放
射線の生物影響についての話も、「その研究者
が、どの時間レベルを対象に、どんな研究をし
ているのか、使っているものは実験動物か、細
胞か、DNA レベルか」ということは非常に
重要です。 

放射線を浴びたとしても、放射線が直接
DNA に傷をつける確率は低いものです。私
たちの体の 70％以上が水で占められていま
すから、放射線は水にエネルギーを渡して、酸
素ラディカルをつくり、その酸素ラディカル
が DNA を間接的に傷つけます。ただ幸いな
ことに、我々の先祖にあたる生命体は、酸素に
対する抵抗性や紫外線の修復機能を獲得して
いるので、放射線が生成する酸素ラディカル
にも同様に働き、放射線の損傷を軽減してい
ます。間接作用による放射線損傷は、全体の
50 ～ 80％くらい生じていると考えられてい
ます。

22.　細胞の進化（共生説）
我々の先祖にあたる最初の生命、始原細胞

が誕生した後に、光合成をする細菌や、酸素を
使える好気性細菌、鞭毛を持つ細菌（現在の梅
毒の病原体であるスピロヘータ）などと共生
したと考えられています。スピロヘータの尻
尾の形態（図 14 の左の写真）は、植物の精子や
動物の精子、繊毛とそっくりで、共通の先祖に
共生したと考えられています。

この図 14 の右図の模式図のように、まず酸
素を使うミトコンドリアと一緒になり、次に
鞭毛を持つ細菌と共生し、それが菌類や動物

図14.　細胞進化における共生説
細胞核のDNAは線状であるが、ミトコンドリア、葉緑体
はバクテリアと同様な環状DNAを独自に持ち、細胞核の
DNAとは独立して分裂します。鞭毛・織毛の断面には微少
管が周囲に２本づつ9組、中央に2本ならぶ 9(2)+2 構造をし
ています。

の先祖になったと考えられています。その生
き物に、更に光合成ができるバクテリアと共
生したのが植物の先祖になったと考えられて
います。

トリコモナス菌はミトコンドリアの先祖で
あると考えられています。私たちの先祖だっ
た生物が、現在まで生きているのです。無下に
バイ菌を悪として除菌を勧めるようなコマー
シャルなどは、自分のご先祖さまに唾を吐く
ようなものですから、良いとは思えません。
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23.　放射線や放射線類似物質の障害と修復
私たちは電磁波を用いる研究だけでなく、

抗がん剤などを用いて、何故効率良く細胞を
殺すかの研究をしながら、普通では見えない

「火事場のばか力」というべき修復機構につい
ての研究もしています。図 15 は、DNA 障害
を作る物理的・化学的物質と、それらの障害
を治す修復系との関係を示したものです。X
線がつくる DNA 損傷も、抗がん剤（シスプラ
チンやマイトマイシン C）が作る DNA 損傷
も同じような損傷を作ります。それらの損傷

図15.　放射線や放射線類似物質の障害と修復
X線照射されたヒトや動物細胞の平均致死線量(Do)は、約
1,000mSvです。その線量では、細胞当たり約60万個の分子
が損傷を受け、細胞の約1％に当たるDNAの損傷は約数千
個という計算になります。その主なものは、塩基の損傷、塩
基遊離によるAP部位、1本鎖切断(SSB：約1,000個)、2本鎖切
断(DSB：約30個)、DNA-DNAやDNA-タンパク質の架橋結
合などです。

は DNA 二重鎖切断修復系の 1 つである「組
換え修復」系で治されます。私たちの体は、放
射線損傷だけを治しているのではなく、様々
な DNA 損傷も効率良く治しているのです。

列車事故を事前に防ぐため、車両や線路な
どを点検・修理する人たちがいるように、体
内にも常に DNA を点検・修理する DNA 修
復機構があるお陰で、私たちは健康に生きて
いるのです。人が住まない家屋はカビや雨漏
りなどで、たちまち形をなさず崩れていきま
す。人の顔は今日も昨日も同じように見えま

すが、顔の皮膚細胞は日々更新されていて同
じではないのです。

24.　生体防御機構と発がん過程の抑制
発がんを抑制する生体防御機構が多段階に

なっていることを示す模式図（図 16）です。放
射線を受けると「抗酸化物質」が働き、DNA
損傷を与える間接作用を防御します。できた
DNA 損傷には、「DNA 修復系」が働き、それ
を修復します。さらに、ひどい損傷であると治
すより細胞を抹消したほうが良いと判断する

図16.　生体防御機構による発がん過程の抑制

「アポトーシス」機能により、細胞を抹消しま
す。アポトーシスは、多細胞である生物の必須
の機能として用意されています。例えば、ヒト
胎児の発生段階で、手には水かきがついてい
ますが、水かき細胞に自殺せよという指令が
来て、水かき細胞は死んで指が完成します。ア
ポトーシスした細胞は無駄にされず、分解さ
れた細胞材料は再利用されます。

我々の体には、アポトーシスや、免疫系が働
き、がんになる危険性のある細胞を除くとい
う何段階もの発がん抑制機構を備えているこ
とが、この模式図から理解できるでしょう。こ
のアポトーシスを制御している遺伝子が、図
3 の DNA2 本鎖切断を制御している遺伝子
p53 であることも判明しています。
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放射線を浴びて発がんを起こすまでには最
低でも 20 年以上かかることが知られていま
す。がん年齢と言われる 40 歳過ぎる頃の免疫
系が衰えた頃に一致して、がんが現れるので
す。白血病以外で、放射線特有のがんはなく、
あるがんが放射線によるのかどうかを明らか
にすることはできません。

25.　自然発生するDNA損傷の種類と傷
福島の事故以来、電離放射線だけが DNA

に傷をつけ発がんを起こすとして不安に思っ
ているかも知れません。しかし、私たちの体の
DNA は、電離放射線の被ばくがなくても、
様々な原因により常に傷を受けています。

例えば紫外線ですと、真夏の昼の太陽の下
に 1 時間居ると 1 個の細胞に 10,000 個の
DNA 損傷（ピリミジンダイマー）ができます。
ただし、正常なヒトはその損傷を全て治して
います。そうでなければ皆皮膚がんになって
いるでしょう。

酸素は 1 時間あたり 1 個の細胞に 55 個の
傷を作ります。一本鎖切断という、電離放射線
と同じようなことが、1 時間に 1 個の細胞内
に 2,000 個の傷を作ります。

放射線を受けなくても、1 日に細胞あたり、
DNA1 本鎖切断は 50,000 個、DNA の塩基損
傷は 20,000 個、そして修復が難しいと言われ
ている DNA2 本鎖切断さえも約 10 個できて
います。1,000 ミリシーベルトの放射線で約
30 個の DNA2 本鎖切断が生じることが報告
されているので、100 ミリシーベルトでは約
3 個の DNA2 本鎖切断できることになります。
放射線が照射されなくとも、10 個前後は何
事もなく毎日修復しているのですから、それ
が 3 個くらい増えても、無理なく修復してい

ると考えるのが普通でしょう。ましてや 100
ミリシーベルト以下の電離放射線による
DNA 損傷は、それほど心配する必要はない
と考えています。

26.　自然界の放射線
自然界からの年間当たりの放射線被ばくは、

宇宙から 0.4 ミリシーベルト、大地から 0.5 ミ
リシーベルト、ラドンから1.2ミリシーベルト、
食物から 0.3 ミリシーベルトで、年間（世界平
均）約 2.4 ミリシーベルト被ばくしています。

体重 60kg の日本人の体内に存在する放射
性物質の種類と量は、約 4,000 ベクレルの放
射性カリウム 40、約 2,500 ベクレルの放射性
炭素 14、500 ベックレルのルビジウム 87、そ
の他もろもろの放射性物質（鉛 210、ポロニウ
ム 210、セシウム 137、トリチウム）を数えると、
約 7,000 ベクレルの放射性物質で被ばくして
います。だから遺体を火葬すると、何千ベクレ
ルという放射性物質を放出していることにな
ります。

京都の五山の送り火で「500 ベクレルのセ
シウム汚染した松を燃やしたら、琵琶湖が汚
染する」という数名の過剰反応の意見に振り
回されて、科学でなく政治判断で中止を決め
た京都市長は全国に醜態をさらしました。遺
体を燃やすと何千ベクレルもの放射性物質を
放出していることも知らずに、この間違った
行政判断は、福島市民を貶め、京都市民に不信
感を植え付けることになりました。

空気中には窒素が約 70％あり、宇宙線に含
まれる 2 次放射線である中性子が、この窒素
にぶつかって、放射性炭素 14 が常に造られて
います。そこで太古から現代まで空気中には、
炭素 14 が一定量存在しているのです。この炭
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素 14 が植物の光合成により取り込まれるの
で、植物もそれを食する全生物の体の中にも
一定比率で炭素 14 が存在することになりま
す。

それを利用したのが年代測定です。古い木
片が遺跡から出ると、炭素 14 の残存量を測定
して、何百年前に伐採された（死んだ）のか判
定して、古い木片の年代測定がされています。
木は伐採された時点で、炭素は新陳代謝を受
けないので、木片中の炭素 14 は崩壊していく
だけになることを利用しているのです。

図17.　世界各地の大地から受ける年間自然放射線量
世界平均　0.5ｍGy/年　（　　）内は最高値

図 17 に示すように、日本は世界の中で地面
から受ける自然放射線量は低い方になります。
インドのケララ州や中国の陽江などは日本の
0.43 ミリシーベルト / 年に対して 10 倍ほど
高い値を示しています。これは地球が誕生し
た時に、ウランなどが不規則に分布したため
です。イランのラムサールは、ラジウムの値が
非常に高いです。そういう高自然放射線地域
で健康調査（コホート研究）をしても、そのよ
うな土地に住んでいる人たちのがん死亡が高
いとか、短寿命であるといったデータは見つ
かっていません（図 23 参照）。

27.　放射線防護の基本（外部被ばく）

図18.　外部被ばくの防護の3つの基本
距離による防護、時間による防護、遮へいによる防護

放射線はどうやったら防げるのでしょうか。
大事なことなので簡単に触れます。放射線防
護、特に外部被ばくの防護の基本を図 18 示し
ています。「放射線から距離をとること」、「放
射線をうける作業時間を短縮すること」、「放
射線を遮蔽すること」、この 3 つが基本です。

28.　恐怖の感じ方とリスクとの関係
日本人にとって放射線の怖さは、1945 年 8

月の広島・長崎の原爆及び 1954 年 3 月のビ
キニ環礁の水爆実験による第五福竜丸の被ば
く事故の惨劇によります。そこで、日本人が

「放射線は怖い」ものだと思うのは当然かも知
れません。更にスリーマイル島及びチェルノ
ブイリ原発事故が拍車をかけました。

リスク認知の第一人者であるポール・スロ
ビック心理学教授がまとめた研究では、一般
の人びとの「恐ろしい・怖いとの判断」は、「恐
ろしさ」「未知性」「リスクにさらされる人数

（災害規模）」の 3 つに由来するとの報告をし
ています。

例えば、「よく分からないものや新しいもの
は、よく知っているものよりも怖いと感じ
る。」、「人工的なもののリスクは、天然に存在
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するものより怖いと感じる。」、「何年か経って
から病気になるものは、実際よりも怖いと感
じる。」、「遺伝的影響を後の世代に与えるリス
クは、実際よりも怖いと感じる。」、「不公平に
分配されたリスク」、「個人的には避けられな
いリスク」、「科学的に解明されていないリス
クは、実際よりも怖いと感じる。」など「放射
線」は、これら全てが当てはまっています。「異
なる情報源から矛盾する情報が伝わる」こと
もスロビック教授は挙げていますが、今回の
福島原発事故にも当てはまります。

恐怖心とはそういうものだと達観し、正し
い知識・情報を身につけていても、間違った
情報に惑わされず正しく怖がることは、如何
に難しいかを痛切に感じています。

29.　専門用語の難しさ

図19.　疫学用語の難しさ
約2.5km以内で被ばくした人全体では、白血病は2倍の増加。
他方がんは1.1倍くらいの増加。しかし人数ではがんの方が
白血病より5倍くらい多い

私の話している言葉も専門用語が沢山あり、
難しいかと思います。専門分野特有の用語で
ある「相対リスク」や「過剰相対リスク」という
疫学用語は、私にも難解です。放射線生物学で
の「低線量」や「低線量率」と同様に、門外漢に
はスッと頭に入ってきません。

疫学用語の解説図（図 19）の左上図は、被ば

く後の年数とがん死亡率を比較したものです。
グラフの「被ばく群」が放射線に被ばくした人
達、「対照群」が被ばくしなかった人達です。当
然年齢が上がるにつれ、がん死亡率は両群と
も上がります。ある年齢をとると、被ばくした
人達は一般人より早めにがんを発症していま
す。
「被ばく後のある年数」での「がん死亡率

/100 万人」において、対照群が A で、被ばく
群が B の場合、被ばく群 B から対照群 A を
引いたのを「過剰絶対リスク（EAR： excess 
absolute risk）」、この過剰絶対リスクを対照
群 A で除した値を「過剰相対リスク（ERR： 
excess relative risk）」と定義されています。
そして被曝群Ｂを対照群Ａで除した値を「相
対リスク（RR： relative risk）」と呼んでいま
す。何故このような複雑な定義がされている
のかというと、後で詳しく述べるように、ヒト
に関する放射線被ばくのデータは広島・長崎
の日本人のデータしかありません。しかし一
般人のがん死亡率は国によって大きく異なる
ので、どうにかして欧米人の放射線被ばくの
推定にも応用したいということで、種々の定
義のリスクが考えられ、どの定義が現実に合
うかが検討されているからです。

ここで「相対リスクは 2 倍です。」と言うと、
2 倍ものがん死亡者の増加で怖いと思います
が、一般人の白血病の死亡人数自体は 100 人
ほどですので、絶対リスクの推定過剰人数は
100 人となります。ところが固形がんの死亡
数の相対リスクが「約 1.1 倍になります。」と
言うと、たいしたことは無いと感じるかも知
れません。しかし、一般人の固形癌死亡者数は
5,000 人ほどですから絶対リスクの推定過剰
人数は 500 人ということになります。このよ
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うに相対リスクの 2 倍と 1.1 倍と言う数値は、
絶対リスクの実数とは異なるので、数字のマ
ジックになりかねません。専門用語を知らな
いと、誤解しかねません。

30.　原爆死に関与した爆風・熱線・放射線
広島・長崎で原爆が爆発したとき、「爆風」

「熱線」「放射線」が放出されました。中性子線
によって、新しい放射性物質も作られました。
原爆の爆風で約 50％、熱線で約 35％、そして
残りの約 15％が放射線によって亡くなられ
たと報告されています。爆発後、黒い雨が降り、
それに含まれた放射性物質でも人々が被ばく
したと考えられています。

福島原発事故関連のテレビを観ていて「こ
れは原爆の何十発分に相当します」などと言
って恐怖感を煽っている自称学者がいました。
しかし私には「何故、何十発分に相当するの
か。」という理由が分かりませんでした。実は
原発と原爆に使われているウランの量を比較
していたのです。

原爆の恐怖を借りて、人々に放射線の恐怖
をまき散らしているだけで、福島の事故対策
の情報にもなりません。逆に、福島で被ばくさ
れた人たちを、悲惨な原爆被ばく者と同等の
立場に引きずり下ろし、差別を引き起こして
いることは、非常に残念です。

31.　広島・長崎の被ばく者の追跡調査
世界中を探しても、ヒトに対する放射線影

響で信頼に足るデータは、残念ながら広島・
長崎の被ばく者の調査データしかありません。
広島・長崎の被ばく者は約 20 万人いたそう
です。その 20 万人から本籍などの条件を満た
す 12 万人が長期の追跡調査の対象になりま

した。被ばく者の線量分布は 2.5 グレイ（Gy
とシーベルトとは、γ線の場合は同じです）か
ら 0.005 グレイを被ばくした人達を被ばく者
として、0.005 グレイ以下は被ばく線量ゼロ
群（対照群）として、1950 年から今日まで追
跡調査がされています。

各被ばく者が何処に居て、どのくらい被ば
くされたかという被ばく線量が検証されてい
ます。これまでにも原爆実験や、戦争の真似事
で多くの人たちが被ばくしているのですが、
どれだけ被ばくしたのかという被ばく線量が
検証されていないので、結果的には、広島・長
崎のデータしか信頼できるものがないのが現
状です。

日本全国、各都道府県で、がんの死亡率は大
きく異なっています。その原因は環境要因だ
と考えられています。

がん死亡というのは、人々の生活習慣や食
べ物などが影響しています。広島・長崎の原
爆被ばく者のデータを何と比較するかと言え
ば、同じ環境で生活する広島・長崎の人たち
をコントロールに取らざるを得ません。

白血病は、被ばく後 10 年以内にピークを迎
え、その後は減少していきます。固形がんは
徐々に出てきて、現在でも続いています。白血
病は放射線被ばくと関係しますが、白血病以
外のがんは、普通のがんと見分けがつきませ
ん。何十年後になって発がんしても、それが放
射線に被ばくしたからだと同定することは不
可能です。

放射線被ばくによる発がんは、どうも自然
に生じているがんを、少し早めに出現させて
いると、解釈されています。

後で述べますが、年間 100 ミリシーベルト
で生じる放射線発がんで、放射線特有の「が
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ん」はありませんし、地域差が大きい現状で、
0.5％の発がん率の上昇を検証することは不
可能に近いことです。

32.　原爆被ばく者の疫学データの信頼性
広島・長崎の被ばく者の疫学データだけが、

唯一信頼されるデータというのは、総計約 12
万人もの対象と長期間の追跡調査をしている
ことが挙げられます。1950 年以来今日まで
ずっと続いています。大体男女もほぼ同数あ
って、疾病や職業が限定されていないこと。そ
れから被ばく線量域が広いこと。個人被ばく
線量推定の精度が高いということです。

総計約 12 万人もの対象といえば、すごいと
感じますが、疫学研究では 12 万人程であると
いうことになります。100mGy、つまり 100
ミリシーベルト以上のリスクは、少なくとも
信頼できますが、それ以下の被ばく線量にな
ると誤差が大きくなり、被ばくされていない
人たちと有意の差がなくなります。10 ミリ
シーベルトのリスクをハッキリさせるには、
60 万人規模の調査対象者が必要になります。
今後、それほどの規模でヒトが被ばくするの
は人類が滅亡するような事態しか考えられま
せん。現在、原発従業員の追跡調査が続けられ
ていますが、性別や年齢層が限られていて、ヒ
トの放射線影響の推定には、広島・長崎の原
爆被ばく者の疫学研究データに頼ることにな
ります。

放射線影響で明らかなことは、100 ミリシ
ーベルト以上であれば、直線的にがんが増加
するということです。ただし、がん・白血病、
突然変異などの「確率的影響」は被ばく線量が
ゼロでも、現在の死因の約 30％ががんで亡く
なるという高い自然発生頻度ですから、放射

線影響と区別するのは難しい限りです。一方、
急性障害で見られる熱傷、下痢、出血、白内障
などの「確定的影響」は 500 ミリシーベルト以
下では、見つかっていません。この 500 ミリシ
ーベルトという値を「しきい値」と呼んでいま
す。この確定的影響の自然発生頻度はゼロで
す。

33.　直線しきい値なしモデルと防護
図 20 は、実測値を入れた黒点（●）と防護の

ために考えられた直線いき値無し（LNT モ

図20.　防護のために考えれたリスクモデル
発がんの直線いき値なしモデル（LNTモデル）。防護のため
には、100ミリシーベルト以下の線量も問題にしています。
急性被ばくで1％、低線量被ばくで0.5％の増加を想定

デル：Linear Non-Threshold）仮説の実線を
同時に示したものです。100 ミリシーベルト
以上では、どうやら直線で近似しても、おかし
くないようですが、100 ミリシーベルト以下
では、実測値の黒点（●）は、ゼロを示したり、
少し上に上がったりしているので、本当に影
響があるのか無いのか、よく分かりません。
ICRP の見解は、「100 ミリシーベルト以下で
は有意の発がんリスクはなく、リスクは実証
できないほど小さい」と表現しています。

しかし、放射線防護のためには、何か目安に
なる数値が必要になります。そこで高線量か
ら 100 ミリシーベルト以下に直線的を延ばし
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て、1 ミリシーベルト / 年を一般人、20 ミリ
シーベルト / 年を放射線従事者という数値を
目安線量として、一般人や放射線を扱う人た
ちの健康を守ろうと提言しています。

しかし、これらは原爆による急照射（高線量
率）による被ばくです。福島原発事故での放射
性物質による被ばくは、緩照射（低線量率）被
ばくにあたります。低線量率被ばくの人体影
響としては、高自然放射線地域のデータがあ
るのですが、そのデータを使わず、原爆被ばく
者の放射線影響の 2 分の 1（点線）と高めに設
定されています。

この値の根拠は、後で詳細に述べる予定の
メガマウス実験のデータです（図 21 参照）。第
2 は、医学分野で良く知られたがんの放射線
治療での分割照射での細胞の回復現象を基礎
にしています。発見者の（私の恩師）故エルカ
インド博士の名を冠したエルカインド回復と
呼ばれています。この分割照射は、正常組織の
保護のため、がんの放射線治療において１度
に大線量を照射するのでなく小線量を数十回
照射するのに活用されています。

ICRP が、「線量限度」という放射線の線量
の目安数値を準備した理由は、1895 年のＸ
線発見後、直ちに医療に使われ、当時の放射線
科医に健康被害が起きたことによります。そ
して 1934 年に、X 線とラジウムへの過剰暴
露からの健康被害を防ぐ目安線量（許容線量）
が提示されました。その目安線量を守ったお
陰で、その後放射線科医に健康被害は見つか
っていません。

放射線は科学の発展と共に、放射線科医ば
かりでなく、原子力関係や放射線重合に携わ
る従業員や、医療器具を滅菌する会社など多
くの人たちが放射線を使うようになりました。

現在は、そういう人たちの健康を守るための
目安線量としても用いられています。

しかし、ICRP は目安線量を決めたが、あ
る線量を被ばくしたから、がん患者がどれだ
け増えるというような使い方をしないように
と、強く警告しています。

一方、フランス科学・医学アカデミーでは、
低線量と高線量とでは、生物影響が異なる（放
射線適応応答、バイスタンダード効果、アポト
ーシスなど）と言う最新データを考慮して、
ICRP の LNT 仮説とは異なる「しきい値が存
在する」という「しきい線量仮説」を提唱し、そ
の実証研究を続けています。

34.　第五福竜丸の悲劇 
科学的知見は常に更新されています。科学

の急速な進歩により、最高の科学水準で得た
データさえも、1、2 年経つと間違っている
ことが沢山あります。特に専門家と称する人
たちは、謙虚でなければなりません。しかし残
念なことに、自称専門家に限って古い知見を
もとに堂々と異見を述べて、社会混乱を招い
ているのは困ったことです。

原爆が落ちた当時は、「放射線は突然変異を
起こす能力がある」、「放射線の障害は修復が
できない」、「下等生物の突然変異は、高等動物
の発がんと同じである」というのが、一般的な
生物医学の認識（作業仮説）でした。ヒトを用
いた実験はできませんから、抗菌剤、農薬、薬
などの開発において、バクテリアに突然変異
を起こす物質は、ヒトでは、がんを起こす危な
い物質という認識でした。

吉永小百合が主演して有名になった「夢千
代日記」というテレビドラマでは、ドラマ化す
るときに脚色され、原作とは異なる筋書きに
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なりました。原作は胎児被ばくでしたが、ドラ
マでは原爆 2 世という設定になりました。広
島・長崎の原爆 2 世で、白血病が増加したと
いう報告はありません。被ばく者の悲劇を伝
えるつもりで事実と異なるいい加減な脚色を
したため、それを観た多くの人たちに、被ばく
2 世も白血病になるという誤った認識を抱か
せ、被ばく者を差別する一因になりました。

故意ではありませんが、最近まで第五福竜
丸の久保山さんの死の原因は、放射線という
ことになっていました。第五福竜丸の乗組員
総勢 23 名でした。外部線量は 1 ～ 3Gy（1,000
～ 3,000 シーベルト）でした。当時、ネズミを
用いた実験から、大量の放射線を受けると造
血系が破壊され貧血になるが、輸血をすれば
助かるというデータを持っていました。しか
し、現在の放射線生物・医学からすれば、輸血
をする必要はない被ばく線量でした。残念な
ことに当時用いられた輸血の主流は売血でし
た。そのほとんどが肝炎ウイルスに汚染され
ていました。久保山さんは肝炎で亡くなられ
ました。2004 年までに他の乗組員 12 人も死
亡しましたが、肝がん 6 名、肝硬変 2 名、肝繊
維症 1 名、大腸がん 1 名、心不全 1 名、交通事
故 1 名と報告されています。

当時としては最善の医療を行ったのですが、
残念ながら、結果としては間違っていたので
す。

35.　LNT 仮説とマラー博士の実験 
1927 年にマラー博士が X 線照射で人工的

にショウジョウバエの突然変異体を作り、ノ
ーベル賞を受賞しました。この快挙から「放射
線は突然変異を起こす能力がある危険なも
の」と認識されました。ショウジョウバエの突

然変異は線量に比例して直線的に増加しまし
た。更に線量率（単位時間当たりの放射線量）
を変えても、突然変異率は変化しませんでし
た。

この実験が有名だったため、放射線を一度
に急照射しても、ゆっくりと緩照射をしても
突然変異率が変化しない（線量率効果が無い）
ので、放射線による DNA 損傷は修復されず
蓄積すると解釈されました。更に効果が直線
になったので放射線防護の LNT 仮説の根拠
になりました。

しかし、マラー博士の実験は、ショウジョウ
バエの精子に放射線を照射する方法でした。
現代の放射線生物学では、精子は修復能力が
ないということが分かっていますので、線量
率効果が無いのは当然です。修復機構を持つ
ショウジョウバエの体細胞は、線量率を下げ
ると障害は軽減され、更に線量を下げると突
然変異を起こさない「しきい線量」が示唆され
ています。

36.　マウスの放射線誘発突然変異
この図 21 は、マウスの放射線誘発突然変異

を調べたアメリカのラッセル博士の有名なメ
ガマウス実験です。10 年以上の年数と 300
万匹を超すマウスを用いた、誰も追試ができ
ない大がかりな実験でした。線量率を下げる
と突然変異率も約半分ほどに低くなりました。

福島のように低線量をゆっくりと被ばくす
る放射線影響には、このマウスデータの 2 分
の 1 が用いられました。

正しい判断でしょうか。そもそも、ヒトとマ
ウスの寿命や修復能力、放射線感受性も大き
く異なります。これを参考にヒトに適用する
のは間違っています。このマウス実験に使わ
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図21.　マウスの精原細胞に誘発された突然変異の線量依存性
線量に依存して、直線的に増加している。閾値はないと思わ
れている。線量率が低くなると誘発突然変異が低くなって
いる。ラッセルが10年以上の年数と300万匹を超すマウスを
用いて、7種類の遺伝子座で実験した。
●990ミリグレイ/分、○0.010.86ミリグレイ/分、△0.09ミリグレイ/分。

れた線量率は、福島に比べて非常に高いこと、
修復能力のない精子を含めた生殖細胞への放
射線照射による突然変異を調べた実験でした。
マウスの生殖細胞の突然変異のデータがヒト
の体細胞の発がんのデータには応用できると
は考えられません。

その後、マウスの体細胞を用いた放射線照
射実験では、線量率を下げると突然変異率は
非常に低くなり、マウス個体での白血病の発
症実験も低下することが判明しています。

メガマウス実験は放射線の遺伝的影響を懸
念して行われた大実験でした。しかしながら、
マウスのデータとは異なり広島・長崎の被爆
者の遺伝的影響は見出されていません。実験
データを参考にする場合に、もともと何を目
的として実施されたのかということを考慮す
ることが非常に重要です。

37. 発がんについて
発がんという事象は、マウスを用いた実験

から遺伝的要因が環境要因よりも強いと考え
られていました。しかし、今はむしろ環境要因
が多いと考えられています。一昔前の日本人

図22.　がんの発生原因
環境がつくる癌がある。遺伝する癌がある。感染する癌があ
る。

は、胃がんや肝臓がんの発症率がアメリカ人
より高く、アメリカ人は結腸がんの発症率が
高かったので、遺伝的要因だと考えられてい
ました。しかし、結腸がんの発症率の低い日本
人がアメリカに移民して生活を始めると、結
腸がんの発症率が上がり、胃がんや肝臓がん
は下がることが判明しました。更に日系二世
は、アメリカ人とほとんど変わらない発症率
となりました。

がんの発生要因の一番手は、図 22 に示すよ
うに食べ物（食事）です。「食事」が全体の 35％、

「タバコ」30％、そして、「ウイルス」、「出産」、
「アルコール」、「公害」という順で、環境要因が
重要であることは明らかです。

放射線によって発がん率が 1％増加すると
して国会デモが起きましたが、受動喫煙をす
るからと、タバコに関するデモは日本では起
きていません。タバコは嗜好品だし、止めよう
と思えば止められるから、放射線汚染には逃
げ場がないからという反論は良くわかるので
すが、30％と 1％の差は大きいように思いま
す。

38.　高自然放射線地域住民の疫学調査
私が主任研究員をしている（公財）体質研究
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図23.　ケララでの累積線量と白血病を除く全がんのリスク
高自然放射線地域住民の疫学調査（インドのケララ州）　L 
.Wei & T. Sugahara

会が、インドのケララ州で行っている疫学研
究の成果が図 23 です。トリウム 232 とその
崩壊生成核種を多く含む黒色のモナザイトが
線源となり、土地から受ける年間自然放射線
量が非常に高くなっています。

ここの自然放射線量は平均値が 3.8 ミリシ
ーベルト / 年で、最高値は 35 ミリシーベルト
/ 年です。福島では、1 年当たり 1 ミリシーベ
ルト以下を居住区域と決められましたが、ケ
ララでは約 4 倍の線量で生活していることに
なります。図 23 は、被ばくの累積線量が 680
ミリシーベルトに達する被ばくにも関わらず、
その相対リスクは横軸に平行で、白血病を除
く固形がんの発がん率は上昇していません。
早死にするという報告もありません。参考に
すべきだと考えます。

39.　食品の暫定規制値
食品中の放射性物質の暫定規制値を、どの

ように決めたのでしょうか。食品から１年間
に被ばくしても問題ないとした 5 ミリシーベ
ルトを、5 品目に均等に振り分けました。そ
して、それぞれの品目の摂取量などを考慮し、
基準値が算出されました。この基準値を少し
でも超えたら危険であるといった数値ではあ

表1.　放射性核種に関わる日本、各国及びコーデックスの
指標値
コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易
の確保等を目的として、1963年に設置された国際的な政府間機関

りません。しかし、政府が１度決めると牛肉の
廃棄に繋がりましたし、福島の人たちを苦し
めています。

表 1 は、各国の放射性核種に関わる指標値
です。例えば「肉」に注目しますと、1,000 ベク
レルの国が多くあり、さらにアメリカに至っ
ては、沢山肉を食べるのに、1,200 ベクレルで
も良いとしています。それを日本は 500 ベク
レルと決めて、わずか 15 ベクレル上回っただ
けで、危ないと言って新聞で取り上げ騒ぎ立
てました。あの肉は全て処分されましたが、誰
も勿体ないとは言いませんでした。

一年間の摂取を 5 ミリシーベルトに抑える
のが食品の国際的な基準ですが、その汚染し
た牛肉を約 2 頭分（600 キロ）食べると 5 ミリ
シーベルトになります。誰がそんなに食べら
れるでしょう。この値とは CT スキャン 1 回
分（約 6.9 ミリシーベルト）にも達しません。

殺された牛も、それを丹精込めて飼育して
いた人たちも可哀想です。美味しい肉なのに
非常に勿体ないことです。「正しく怖がる」こ
との難しさを痛切に感じます。
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40.　チェルノブイリで何が起きたか
吸収線量が同じなら、生物影響も同じです。

しかし福島の原発事故後、自称専門家やマス
コミが、「外部被ばくより、内部被ばくの方が
危ない」というデマ情報を流しました。

この表 2 は、チェルノブイリで放射性ヨウ
素が付着した牧草を食べた牛の乳を介して、
内部被ばくした子どもの甲状腺がんの過剰相
対リスクについて、5 つの種々のアプローチ
で行った内部被ばくの疫学研究と外部被ばく
研究を比較しています。外部被ばくは、子ども

（15 歳未満）が原爆や白癬治療、肥大胸腺の治
療、扁桃腺の治療、小児がん治療などにより、

表2.　内部被ばくと外部被ばくの同等性（小児時の被ばく
による甲状腺がんの例）

甲状腺に外部からの放射線を受けた場合の甲
状腺がんの外部被ばくの過剰相対リスク

（Ron 他）のデータです。この表は、内部被ばく
と外部被ばくの過剰相対リスクが同じである

（有意の差がない）という貴重なデータです。
実は、内部被ばくと外部被ばくの影響が同

じになるように、種々の係数を考え線量計算
をしていたのですが、これらの研究によって、
内部被ばくと外部被ばくのリスク計算が間違
っていないことが証明された貴重なデータで
す。

41.　胎児期での被ばくのリスク
一般に放射線発がんの相対リスクは原爆の

被ばく者の研究により、若年ほど高くなるこ
とが知られています。成人と比較して、小児
期・思春期までは高線量被ばく（500 ミリシ
ーベルト以上）による発がんのリスクはより
高いです。しかし、低線量被ばく（5 ～ 500 ミ
リシーベルト）では、年齢層の違いによる発が
んリスクの差は明らかではありません。

成人期に発症するがんについての胎児被爆
者の研究から、胎児被ばくのリスクは小児被
ばくと同等か、あるいはそれよりも低いこと
が示唆されています。

何故なら、胎児にもし放射線が当たったら、
修復せずに、先ほど図 16 で説明した「アポト
ーシス」が働き、被ばくした細胞を自殺させ、
その代わりに、正常は細胞によって補完して
いるからです。

42.　航空パイロットのがん死亡率
福島事故で放射線に敏感になっている割に

は、地上より多くの放射線を浴びる飛行機に
乗ることには無頓着です。一般人はたまに乗
るので大丈夫だと思われますが、航空パイロ
ットはどうなのでしょう。しかし、パイロット
のがん死亡率の表 3 を見る限り、危なそうに
は見えません。これは欧州 7 カ国の 19,184 人
の男性定期航路便パイロットの 1960 ～ 1997
年間の調査です。

表3.　航空パイロットのがん死亡率
欧州7カ国の19,184人の男性定期航路便パイロット（1960～
1997年間の調査）。SMR (standardized mortality ratio)=標
準化死亡比。
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むしろ累積線量が多くなるにつれて、
全がん死観察数は 116、79、98、72 と下がっ
ているようにも見えます。全がん死の標準化
死亡比（観察数をがん死期待数で除した数値）
は、低くなっています。これをホルミシスだと
いう研究者もいます。また累積線量が多いと
死亡率が高いとか、がんになり易いことはな
いようです。

43.　大気圏内核実験
1950 年から 60 年代には、大気圏内核実験

が行われました。それによって世界中の大気
が死の灰で汚染され、多量の放射性物質が降
り注ぎました。現在は減ってきていますが、日
本は通常の自然放射線の 1,000 倍から 1 万倍
のセシウムやストロンチウムで汚染されてい
ました。核実験による日本人の食べ物の汚染
と体内汚染が図 24 に示されています。

図 24 の上図が示すように、我々が飲食して
いた日本産ビールと白米のセシウム 137 の汚
染は、大気圏内核実験によるセシウム 137 の
降下量の変化と一致しています。世界中の
人々がセシウムにまみれた食事をしていまし
た。その結果、日本の成人のセシウム 137 の体
内汚染量（図 24 の下図）も 1964 年頃は 550 ベ
ックレルほどもありました。不思議なことに、
これらの報告がされても、誰も気にしません
でした。

44.　旧ソ連の放射線廃棄物の海洋投棄
また、旧ソ連が崩壊したときに、旧ソ連の大

量の放射性廃棄物もありました。旧ソ連及び
ロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄は、北
洋海域（バルト海、白海、バレンツ海及びカラ
海）及び極東海域（日本海及びカムチャッカ半

図24.　大気圏内核実験による食べもの汚染と体内汚染
日本産ビールと白米のセシウム137及び降下量の変化（左
図）、成人のセシウム137体内量の年次変化。ギガベクレル
=109ベクレル

島南東岸沖）でした。北洋海域の投棄物質の発
生源は、北洋艦隊及びムルマンスク船舶公社
の原子力艦船であり、極東海域の投棄物質の
発生源は太平洋艦隊の原子力艦艇です。北洋
においては、1959 年から 1992 年にかけて水
深 12 ｍから 380 ｍの海域に、液体放射性廃
棄物 23,768 Ci（879TBq）、及び固体放射性廃
棄物 15,502Ci（573TBq）が投棄されました。極
東海域（ウラジオストクの日本海）においては、
1966 年から 1992 年にかけて水深 1,100 ｍか
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ら 3,700 ｍの海域に、液体放射性廃棄物
12,337Ci（455TBq）、 固 体 放 射 性 廃 棄 物 
6,812Ci（252TBq）が投棄されました。これら
の放射性廃棄物の核種構成、固体放射性廃棄
物のパッケージ方法についての詳細は判明さ
れていません。ここで示した TBq（テラベッ
クレル）という単位は、ゼロが 12 個繋がった
1012 ベックレルですから、如何に多量の放射
性廃棄物であったかを知ることができます。

この情報は、平成 4 年 12 月末以来、旧ソ連・
ロシアが極東海域において放射性廃棄物の投
棄をしていたとの報道がなされていました。
これに対して外交ルートを通じて、事実関係
についてロシア側に詳細な情報提供を要請し
ていたところ、4 月 2 日に至ってロシア側が
旧ソ連の放射性廃棄物の海洋投棄の問題に関
する政府委員会（Yablokov 委員会）の調査結
果を取りまとめた白書を公表したものです。

福島事故と異なり、マスコミが大騒ぎしな
かったので、知らぬが仏で当時も現在も日本
海に行き海産物を喜んで食べています。
「知る権利」は非常に大切です。そして「知っ

た上で、正当に怖がる」ことが一番大切です。

45.　原発の問題
3.11 の福島事故後、日本の原子力発電を止

めようという動きもあります。世の中に「完
璧」な技術は存在しませんし、技術は利用しな
がら「完璧」を追求するしかありません。放射
線汚染のリスクと化石燃料のコストや、次世
代への負担としての核燃料の後処理について
も考慮する必要があります。日本人は簡単に
善か悪か、白か黒かを決めたがるのですが、こ
の世は白から黒の間にはいろいろなグレイ色
が存在しています。

事故以来、日本の原発だけを考えがちです
が、中国の黄砂や公害物質が日本に降り注い
でいるように、グローバル化した世界では、日
本の周辺国である韓国や中国の原発状況も考
える必要があります。韓国や中国は図 25 のよ
うに、どんどん原子力発電所を作っています。
例え日本国民の総意で、日本が原子力発電を
止めたとしても、隣国で事故が起きたら日本
は非常に危険な位置にあることを理解しなけ
ればなりません。

私たちは、福島原発事故の責任を追及して
責任者に土下座させて終わるのでは無く、事
故原因を究明して、様々な安全性対策を考え
ると共に、非常に難しいことですが、グレイ色

図25.　韓国と中国の原発事情
計画中、建設中、運転中を示している。上が韓国、下が中国。

［出典］上図、（社）日本原子力産業協会：原子力年鑑 2012年
版（2011年10月）、p.127
下図、デビア総合研究所
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の判断をする必要があるでしょう。
物理学者の寺田寅彦氏の随筆に出た「正当

に怖がることはなかなかむつかしい」と言う
言葉どおり難しいと思いますが、放射線に関
する正しい知識・概念を身につけて、「正しく
恐れ」て、行動して欲しいと願っています。

準備した話が多すぎて時間を超過してしま
い、まとまりのない話となりました。

ご清聴ありがとうございました。

ものを怖がらなさ過ぎたり、
怖がりすぎたりするのはやさしいが、
正当に怖がることはなかなかむつかしい。
　　　　　　- 寺田寅彦 -
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生活からみた人間の本性
―3.11以後の動き―
What is human’s life in the nature? －Thinkings after March 11, 2011－

名古屋学院大学リハビリテーション学部教授
木村　光伸
Koshin　　 Kimura

渡邉毅主任研究員：定刻の 17 時 30 分になり
ます。椙山人間学研究センター平成 24 年度第
2 回人間講座を開催したいと思います。会を
始めるにあたって、椙山女学園の森棟公夫理
事長から開会のお言葉をいただきます。

森棟公夫理事長：椙山女学園理事長の森棟で
ございます。よろしくお願いいたします。椙山
女学園では学園創立 100 周年を記念いたしま
して、椙山人間学研究センターを設立いたし
ました。椙山人間学研究センターでは椙山女
学園の教育理念であります「人間になろう」と
いう考え方に基づきまして、様々な研究を広
げていくとともに、大学の構成員だけではな
く、広く皆さま方にお声をかけて、さまざまな
ご講演などにご参加いただくという事業をや
っております。年に数回の椙山人間学研究セ
ンターの研究発表を行っておりますので、今
回初めてお越しになられた方も、前回すでに
ご参加いただいた方もいらっしゃると思いま
すが、今回のご研究発表ならびに、今後の人間
講座にもご参加いただきたいとお願いする次
第でございます。どうぞよろしくお願いいた
します。

渡邉毅主任研究員：本日の司会進行を本セン
ター主任研究員、渡邉が務めさせていただき

ます。はじめに本日の講師、木村光伸先生をご
紹介したいと思います。

木村先生と私はかなり古くからの知り合い
で、偶然、木村先生の指導教授で森林生態学を
やっていらっしゃった四手井先生という、広
い意味では今西門下の一員と思いますが、四
手井先生が日本モンキーセンターの所長をさ
れていた時代があります。その頃に木村先生
も、日本モンキーセンターでサルの研究に参
加されていました。我々がアマゾンの調査チ
ームをつくり、私にとっては 3 回目のアマゾ
ン調査に出かける折に、偶然、木村先生とご一
緒しました。帰りの飛行機にエア・サイアム
という安切符を持っていましたら、会社が潰
れてしまって、どうしようかとロサンゼルス
を駆け廻って、日本の航空会社にはお金を持
って羽田空港まで来ないと切符を発券できな
いと言われてしまい、結局すったもんだで帰
ってきた記憶があります。

木村先生は現在名古屋学院大学で、リハリ
ビテーション学部の学部長をされております。
その前には、名古屋学院大学の学長も勤めら
れました。COP10 など色々な国際条約関係
の会合でも、要職を務めていらっしゃいます。
様々な著書などもおありですが、特に紹介し
ておきたいのは、数年前に「総合人間学会」と
いう学会がつくられました。今年は第 7 回の
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研究大会がありましたが、木村先生は、設立当
初から「総合人間学会」の理事を勤められ、
様々なシンポジウムを企画しては、1 冊の本
にまとめ、「総合人間学」という新しい学際的
な領域を一生懸命進めようと頑張っていらっ
しゃる先生です。

今日は「総合人間学会」のシンポジウムで、
3.11 以後どういうことがあったのかを巡って
議論がありましたが、その内容も踏まえてい
ただきながら、『生活からみた人間の本性』と
いうテーマでお話を伺いたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。

（スライド番号は (  ) 内）
木村光伸教授：(1) 改めまして、皆さん、こん
にちは。名古屋学院大学の木村光伸と申しま
す。

スライド(1)スライド(1)

渡邉先生、私はいつも毅さんと呼んでいま
すが、毅先生から過分のご紹介をいただきま
した。恐縮しております。

私は学生時代、農学部林学科というところ
で、森林生態学の勉強をしたということにな
っております。そのときの先生が先ほど名前
が挙がりました四手井綱英先生です。日本の
それまでの林学というのは、木材生産の学問
でしたが、四手井先生は木材生産をするにし

ても、森のことがよく分からなければダメだ
ろうとお考えになられて、「造林学」研究室を

「森林生態学」という名称に変えて、生態学的
に森を研究していらっしゃいました。

私が大学に入りましたのは、1968 年、もう
随分昔ですが、ちょうど大学紛争が始まった
頃でした。私は 5 年間学部におりましたが、試
験は 1 年生の春に 1 度受けたきりで、後はほ
とんど試験も受けずに、卒業する直前になっ
て事務室から呼び出されて、「木村くん卒業す
るんだって？」「はあ、そのつもりです。」「じゃ
あ、どれとどれの単位がいるの？」と言われて
卒業要件分をお願いしました。ですから私の
成績表はおおむね「優」です。本当にいい加減
な事をやっていたなと思いますが、一方では
自分たちのやりたいことを学部や学科を超え
てやれたような気もします。

1970 年頃、ちょうど 70 年安保が終わって
落ち着きはじめた頃に、四手井先生はこんな
ことを言い出しました。「世の中みんな、自然
保護、自然保護と言い出して、猫も杓子も自然
を大事にせんといかん、人間は自然を壊す存
在だ、などと言っているけれども、さて人間だ
けが自然を壊しているんだろうか？他の動物
と森との関係はどうなっているのだろう？」
四手井先生はこういうことをお考えになられ
て、それ以前から森林生態学の院生や学生に、

「熊の研究をしたらどうだ。」とか、「ミミズの
研究はどうだろう。」とか、「毛虫の研究をして
糞の量を数えてみると面白いことが分かるか
もしれんな。」とか言って、研究室全体でいろ
いろなことをやっていらっしゃいました。そ
の中でどういうわけか、私は、その頃、研究室
の講師であった荻野和彦先生に「ちょっとニ
ホンザルを見る気ないか。」と言われました。
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3 年生の中頃に、ニホンザル研究の発祥の地、
宮崎県の幸島に行って「しばらく見ていらっ
しゃい。」という話になって、これは面白いこ
とになったな、と思いました。そうして「当分
帰ってこんでもいいから。」と言われて島に放
られたわけです。

そこでニホンザルが実際にどんな暮らしを
しているのか、当時ニホンザルについては社
会構造の研究が随分進んでおりまして、ボス
ザルがどうのとか、親子関係がどうのとか、世
代交代がどうなっていくのかとか、少しずつ
分かっていましたが、いわゆる生態学的な意
味でおサルさんが一体何をどれだけ食べて、
どんな風に森と繋がっているかということは、
ほとんど分かっておりませんでした。

私は森の中を歩きながらおサルさんのお尻
をずっと追いかけて、どのサルが今日は葉っ
ぱを何枚食べたとか、どこでハゴロモという
昆虫を摘み食いしたとか、をできるだけ克明
に記録しました。一方で、森の生産力、自然の
中で森がどれぐらい葉っぱを出して、花や果
実を付けるのか、木が太っていって、総量とし
てどれくらい植物として生産しているか、そ
して、おサルさんがそれをどれぐらい利用し
ているか、をバランスシートで調べました。当
時は生物経済学という名前で呼んでおりまし
たが、動物と植物の関係学を研究したわけで
す。

幸島というのは小さな 35 ヘクタールくら
いの島で、戦前からおサルさんがいましたが、
戦後は研究のために多くのエサが撒かれてお
り、数がどんどん増えて、私が調査に参りまし
たころには、100 匹を超えておりました。

35ヘクタールに100匹のおサルさんがいる。
これはどうみても、おサルさんの数が過剰だ

な、と直感的に思いました。実際に調べてみま
すと、小さく見積もっても植物生産量の 10 分
の 3 くらいはおサルさんが壊している。しか
もおサルさんは、壊した植物をみんな食べて
いるわけではありません。サルというのはと
っても贅沢ですから、2、3 枚の葉っぱの先
端部分だけを食べるために、枝を 1 本折った
りします。それも植物の側からみたらロスで
すから、そういうバランスシートを考えると、
10 分の 3、つまり 30％くらいはそういう形で
無くなっているだろう、ということを卒業研
究と称してやっていました。ただ、これには難
しい点もありまして、植物もしたたかで、折ら
れたら折られた分だけ、また芽をだして、再生
し増加します。何もない時より、多く生産しま
す。だからそう簡単に話は終わりませんが、そ
ういった研究をやっておりました。

その後、いくつかの縁があって四手井先生
に日本モンキーセンターで仕事をしたい、と
いうお話をしました。渡邉先生がおっしゃっ
たのと、ちょっとお話の順序が違いますが、紛
争中の大学での大学院進学に嫌気がさしてい
た私が卒業間際に「日本モンキーセンターの
研究部と学芸部で勉強したい。」と四手井先生
に申し上げたところ、「君、なんであんな所へ
行きたいのや。あんなところ行っても大変だ
ぞ。給料なんて誰もくれないし。」とか言って、
それでも推薦状を書いてくださいました。実
際に行ってみると、四手井先生の言われた通
りで、本当に何もくれないのですね。ただ、当
時の研究員の先生方は皆さんとても親切で、
さらに隣には京都大学霊長類研究所もありま
したから、所属だとかルールとかに関係なく、
自分なりにやりたいことを勝手気ままにする
ことができたわけです。



Journal of Sugiyama Human Research 2012 097

第２回　人間講座『生活からみた人間の本性―3.11以後の動き―』

それで、非常に面白かったので、5 年間無
給で、日本モンキーセンターで勉強させてい
ただきました。日本モンキーセンターに所属
して 2 年経ちましたら、四手井先生が定年で
大学をお辞めになって、ご自身が「あんなとこ
ろ」とおっしゃていた日本モンキーセンター
の所長を勤めることになりました。ああ、やっ
と私も人並みの暮らしができるのかなぁ、と
思っていましたら、着任された早々に「木村く
ん、君はもうここに 2 年もいるんだから、人間
到る処青山ありやぞ。」と言われました。おま
えそろそろどっかいけということですね。そ
ういう最中にいろいろなご縁がありまして、
南米のコロンビアにある熱帯林の調査を始め
させていただきました。

本当に最初は悲惨で、帰りの飛行機の切符
もないお金もない、そんな中で渡邉先生はと
ても優しくて、「木村君、結婚したてで南米に
きて、帰りに土産の一つも買う金もないの
か。」と言ってお土産を買ってくださいました。

「これ持って帰れ。」って言われて、本当に涙が
出るような話でございました。

それやこれやで、おサルさんの研究と森の
調査というのを、平行してやることができま
した。これは私自身にとってはとても良かっ
たことですけれども、研究者としてみれば、お
まえは何の研究者だということになりますね。
要するに、霊長類学をやっているのか、森林生
態学をやっているのか？僕は両方やっていま
すと言いたいのですが、どちらから見ても中
途半端に見えたのだと思います。

そうこうしているうちに、名古屋学院大学
に職を得ました。ところが、そこは経済学部し
かない大学でございまして、経済学部の学生
に一般教養の生物学とか、科学史とか、文化人

類学とか、持てそうな科目は手当たり次第持
たされましたが、どれもピンときません。かと
いって、自分が興味を持っていることだけを
教えても、学生はほとんど関心を持ちません
ので、せめてゼミだけでもまともにやろうと
思って、経済学部でしたから「地域」というキ
ーワードを使って、地域研究をやりましょう
ということにしました。地域研究ですが、商店
街の研究をやったり産業発展の研究をやった
りするのではなく（後にはそのようなことも
万博研究などと絡めてやるようになるのです
が）、地域の中で人間がどんなふうに暮らして
いるのか、あるいは自然とどんな関わり合い
をもっているのかを中心に調べましょう、と
いうゼミをいたしまた。その頃はそれを「生態
学的地域構造論ゼミ」などと長ったらしい名
前を使っておりましたが、後にだんだん面倒
くさくなって「地域生態論」と縮めて呼ぶよう
になりました。今でもそれを使っています。

ですから、私自身の興味の範囲というのは、
おサルさんであれ人間であれ、生物の一員と
してどう暮らしているのかということです。
例えば、サルならサル同士の中でどう生きて
いるのか、ということと同時に、サルが周りの
環境とどういう関係をもって生きているのか
ということです。その両方が分からないと分
かったことにならないだろう、という風に思
ってきました。それは人間の場合も全く同じ
で、人間の生活する「地域」というのは、人間関
係の集大成ですが、その周りにある自然との
関わりを考えないと、人間というものは存在
し得ないわけですから、そういう意味では地
域というのはネイチャー・カルチャー・コン
プレックスであると私は見ています。自然と
文化、生業、そして歴史、あるいは人間活動の
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複合体としてちゃんと見なければなりません。
その辺から先程のご紹介の中で渡邉先生がお
っしゃった「総合人間学」という話になってい
くわけです。それが今に続いています。

このところ人間とは何だろう？ というこ
とを、再度考え直さなければならない時代に
入ってきた、という気がいたしておりまして、
その様な話をあちらこちらでさせていただい
ていております。特に、東日本大震災、俗に
3.11 と言っておりますが、3.11 以降、いろい
ろなところで、いろいろな人が、いろいろな見
直しを考えなければいけない、ということを
言うようになりました。

ある社会学者は「あの 3.11 は構造災だ」と
言っておられます。構造的な災いである。つま
り、一つひとつ何が原因で、何がどうなって、
その因果関係の結果こういうことが起こった、
というのではなく、それはそうですが、それが
一つではなくていろいろな複合的な要素が絡
まりあって、結果として、あのような大災害を
引き起こしてしまったということです。そう
なりますとその原因は何か？ と一つに特定
できませんから、誰が悪いのか？ という話を
したときに、東電も悪いでしょう、国も悪いで
しょう、原子力村の住人たちも悪かったので
しょう、と言いつつも、でも、東電の電気を使
った人はどうなるのでしょうか？ という話
になってきます。この構造災というストーリ
ーを聞いて、私自身とてもこの概念は厄介な
ものだと思っています。何らかの社会的構造
がキーワードだというこの問題を突き詰めて
考えると、結局みんなが悪いということにな
るのではないかということです。そうだとし
たら、私たちの何が問題だったのか、という根
本をきちんと見直さなければならないと思っ

ています。
それと、もう一つは、今、脱原発の動きが世

の中で進んでいます。どうやら政府だけは原
発推進を担保しておきたいようですが、巷の
有識者はみんな一様に脱原発を掲げています。
私自身も脱原発は大いに賛成ですが、そのと
きに、では一体私たちの生活をどうしていこ
うとしているのか？ということを突き詰めて
話をしておかなければならないと思うのです
ね。しかし、現実には、そういう話を抜きにし
て、代わりに何のエネルギーを使うのか？ と
いう代替エネルギーの話に 3.11 の直後から
突き進んでしまっています。今は日本では風
力発電はよくないようで、太陽光発電の推進
話ばかりですね。なぜ風力発電がダメで、太陽
光発電がいいのかというと、別に日本では風
が吹かなくて風車が回らない、そんな話では
ありません。理由はただ一つ、太陽光発電をや
った方が日本の企業が儲かるからです。日立
や東芝や三菱やそういった原子力産業は国内
では半分失敗しましたが、現在でも着々と海
外に原子力の輸出契約を結ぼうとしています
から、それなりに立ち直っていくのかもしれ
ません。それと太陽光パネルを作っている企
業、特に家電で失敗した「パナソニック」とか

「シャープ」なども、きちんと立ち直っていく
ようなシステムができあがって、太陽光パネ
ルで発電して、家庭で電気を自給自足できて
よかったな、という話で終わればいいですが、
本当にそういう形でエネルギーを使う生活を、
私たちはこれからも続けていくのでしょう
か？ あるいはエネルギーの大量消費に基づ
く市民生活そのこと自体を見直すのでしょう
か？ という問いかけがなかなか進んでいき
ません。それが 3.11 問題で一番重要なところ
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だと私は思っています。ですから、エネルギー
をこれからも使って生活していくということ
であれば、「そのエネルギーを使って生活して
出てくる歪みについても、これからずっと皆
さん責任を持っていきますよね？」というこ
とを、問い直していかなければならないだろ
うと思っています。

3.11 は未曾有の大災害でしたが、この未曾
有という言葉は曲者で、つまり、誰も気がつか
なかったというだけの話かもしれません。科
学者というのは現金なもので、大災害が起こ
りましたら、「ホレ見たことか、おれ、昔から警
告していたじゃないか。」と言い出して、平安
時代がどうの、もっと前がどうの、そんな可能
性は全部分かっていたよ、と言いはじめます。
あるいは、地質学者はあちらこちらに新たな
断層を発見してくれるわけです。それどころ
か原子力発電所の敷地内にすら非常に危ない
ところが見つかったという調査発表があった
りして、今まで何をしていたのかということ
を改めて再考察しなければならなくなってい
ます。それはそれで結構なことだと思います
が、そういう形で発表して後から付け足して
いくような話の進め方は、私はちょっと問題
ではないかと思います。純粋な研究としては
正しいことかと思いますが、しかしなぜそん
な構造で科学が現実の後追いをしているのか
ということも、考えておかなければならない
のかもしれません。

（配布のレジュメ参照） 本日のレジュメの
１ページ、プロローグの所に私の気持ちを少
し書いておきました。「総合人間学会」のシン
ポジウムでも同じことを書きましたが、私、
1977 年に渡邉毅先生に助けてもらって、日本

に逃げ帰ってきて以来ずっと、2002 年まで
南米のコロンビアを中心に現地調査をやって
おりました。1976 年から 77 年の後 10 年近
く空白がありますが、その後はほとんど年に
2、3 回南米に行っていまして、ずっと熱帯雨
林でアカホエザルというおサルさんを観察し
ておりました。

今日はその調査の話はしませんが、森の中
でキャンプを営んで寝泊りをしておりますと、
時々夜中に物凄い大轟音とともに、ドサーっ
と木の倒れる音が聞こえてきます。南米の熱
帯雨林というのは、非常に大きな木でも 100
～ 150 年くらい生きていればいい方だと私は
考えています。日本の木は、最大まで成長しま
すと、屋久杉のようなものは別ですが、大体
250 ～ 300 年ぐらい森の中で生きています。
ですから、四手井先生はいつも「君らが森へ行
って大きな木を見つけると、必ず周りの人は
おまえが専門家やと思って、『この木はいった
い何年ぐらいでしょう？ 』と聞いてくる。そ
の時は周りをぐるっとみて、その中で一番大
きかったら『250 年』と言えば、大体当たっと
る。」と言ってました。私はそういう木を実際
に伐倒調査したことないので、嘘か本当か知
りませんが、多分本当なのだと思っています。

そういう意味から言いますと、南米の熱帯
林の樹木というのはそんなに歳を取っていま
せん。彼らには肥大生長の年周差がないので
年輪がありませんから年代を正確に押さえる
ことができません。最近は、放射線同位元素な
どを使うと分かるようですが、見た目では分
かりません。せいぜい 100 年だと思います。そ
うすると 100 年に 1 度ドサッとある 1 本の木
が倒れます。1 本の木が倒れますとその周り
の、蔓などが絡んでいる木も引き倒されたり
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しますので、大体直径 50 メートルくらいの穴
が開きます。そこにまた光が差し込みますと、
次の世代が育っていくという、典型的な植物
遷移のパターンを遂げます。教科書的に言い
ますと、植物遷移というのは、森の中では小さ
な木から大きな木まで層をなしていて、大き
な木が倒れるとその下の小さな木が大きくな
る、と平面的に書いてありますが、実際の熱帯
雨林ですと、1 本の木が倒れるとまず巨大な
穴が開きます。穴が開きますと当面はみんな
困ります。

例えば、おサルさんはこれまで、その木の上
を通っていたわけです。サルというのは樹上
をデタラメに歩いているのではなく、この枝
からこっちの枝に行って、そこから向こう側
にポーンと飛んでいって、という様な通り道
をちゃんと作っているのです。それがいろい
ろなところで交差していて、他の樹上性の動
物も似たり寄ったりの移動様式をもっていま
す。また、鳥類の例ですと、コンゴウインコの
仲間のように、毎日必ず同じ木にやってきて
集まって鳴くということをしているものもい
ます。そういう彼らにとっての日常生活の場
としての環境が激変してしまったわけです。
三陸沖津波がやってきたのと同じです。そこ
でまた最初から生活基盤を組み立てていかな
ければなりません。

しかし、彼らがそれでもやっていけるのは、
人間のように財産を持っていないからです。
もともと裸一貫ですから、留まる木をちょっ
と変えれば済みます。とはいうものの木が倒
れたら、どの動物も右往左往します。右往左往
しながら、少しずつ平衝状態ができて、小さな
森、小さな植物と動物との関係がだんだん大
きくなって、また 100 年後くらいに立派な大

木になって倒れるということを、どうやら繰
り返しているようです。

そういう自然全体の生態的な相互関係の中
で、かつて私たち人間自身も同様の生き方を
していました。何百年かに 1 回、あるいは何千
年に 1 回、大噴火が起こったり、地震が起こっ
たりしながら、それによって犠牲になる人も
いれば生き残る人もいて、生き残った人はそ
の記憶を次に伝えたでしょうし、近世になっ
たら文字にも残したでしょう。三陸地方です
と、明治以降 3 回も 4 回も大津波に襲われて、
同じ場所で同じような被害が起こっているわ
けです。いかに私たちの記憶というものが曖
昧なのか、あるいは逆に私たちの土地に対す
る執着がいかに強いものであるのかというこ
とを思わせますが、そういう人間独特の感性・
感覚・行動様式は一体どこから出てきている
のでしょうか？

動物の生活を観察することから学んで分か
るような動物からそのまま引きついできた人
間性の一部分、人間が人間としてできあがっ
てきたプロセスで獲得してきた人間らしさ、
そのあたりを少しずつ仕分けしながら、私た
ちはどういう生活上の選択肢でこれから環境
と向き合うのか、いわゆる環境問題ではなく、
私たちの生きている周りの世界とどう向き合
うのか、ということを考えたいと思っており
ます。

(2) この写真は、私の一生を時系列に並べた
ものです。一番右にいるのが数年前の私で、一
番左側が、今まさに卵巣から卵が飛び出そう
としているところです。もちろん、これは私の
じゃありませんけれども、私の卵が見えると
面白いですね。この卵はニホンザルです。ずっ
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スライド(2)スライド(2)

と以前に日本モンキーセンターでニホンザル
の生殖生理研究（和秀雄研究員）のお手伝いを
したときの写真です。その次に、イヌと同じ格
好をして座っているのは、私が 2 歳の時で今
から 61 年前の私です。どこの平原かと思うか
もしれませんけれども、京都の町の真ん中で
撮影されたものです。その次が、渡邉先生に連
れられて南米に行ったり帰ったりした頃の少
し前、25 歳くらいの私でして、この頃が一番
よかったなぁ、というような気がいたします。

こんな風に、ヒトというのはどんどんと変
わっていくものです。これを成長とか発達と
かいろいろな呼び方をいたしますが、この一
個の人間がこんな風に変わっていく。その一
つひとつの段階で人はどんな風に周りと関わ
っているのか、ということがまず一つの問題
です。それが人類の生態学的位置をきちんと
見定めるポイント、個体発生としてみるやり
方だと思います。

(3) 左側の写真は、有名なアイスマンです。
イタリアからオーストリアに抜けるアルプス
の途中で行き倒れになったまま、氷の中に埋
っていたもので、1991 年に発見されました。
下が本物の写真です。この春、復元図ができま
して、ある日私が大学に行きますと、研究室の

スライド(3)スライド(3)

扉にこれが拡大コピーして貼ってありました。
「なんで俺の写真がこんな所に。」と思ったの
ですが、誰かの悪戯でした。彼は 5300 年前の
人だと言われています。後ろから弓矢でやら
れていて、左の肩甲骨の裏側に矢尻が残って
いるのだそうで、そういう形で死んだ人、つま
り歴史の中で何か意味のある生活をしていて
亡くなった方ですね。それが 5300 年後の私と
よく似ていますね。この写真を比較するのに
私にしようか渡邉毅先生にしようか、どっち
でもいいなぁと思ったのですが、毅先生の写
真が入手できなかったので私にしましたが、
皆さんのイメージでは渡邉毅先生にしておい
てもらいたいですね。

どうして、こういう写真をお見せするのか
と言いますと、私自身も歴史を持って生きて
います。その中で環境といろいろな関わり方
をします。もう少し大きな流れで考えると、ア
イスマンの子孫が私という意味ではありませ
んが、ホモ・サピエンスの大きな流れの中で
人は環境と様々な関わりを持ってきました。
その現代の一事例が私です。

もっと前へと遡っていくと、人類の起源ま
でいってしまいますが、そこまでいかないに
しても、一定の時間の中で私たちヒトはどん
どん変化してきました。しかも、その変化は他
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の生物一般がしてきた進化の道筋とは少し違
っていました。それは何かというと、ある時点
から文化を持った存在として私たちが生きて
きたということです。文化を持った存在の系
統発生と言いますか、文化的進化の流れを片
一方で考えていかないといけないと思います。

スライド(4)スライド(4)

(4) のスライドでは人類史の中で、私たちは
何をしてきたのか、少しおさらいをしておき
ましょう。まず、私たちがなぜヒトと定義され
るのかというと、それは二本足で歩くことを
最大の特徴としています。皆さんご存知かと
思いますが、ホモ・サピエンスというのは、理
性のある存在という意味で、アリストテレス、
今から 2400 年も前のギリシャの哲人がすで
に考えていたようなことです。人類というの
は頭がいいから、あるいは知恵があるから、他
の動物とは異なってものを考えるから人間な
のだ、という風に考えられておりました。

しかし、化石の研究などからみると、それは
ちょっと違う話なのであって、頭というのは
随分後になってから大きくなったもので、も
とは小さな頭に人間らしい腰や足を持ってい
たということが徐々に明らかになってきます。
つまり、手足が役割として分離し、足が足とし
て働くようになってきた。前足、後足ではなく

て、手と足という風に分かれてきたのが、人類
の始まりだろうという具合に今では考えられ
ています。ただし、二本足で歩いたからといっ
て、いきなり人間になったというわけではな
く、二本足で歩いても、当初は生活の質として
見れば動物そのものだったでしょう。大きな
動物に追われ、小さな動物を狩り、そして、野
生植物を採取しながら生きていく生活様式。
これはもう想像の域を超えませんが、その生
活は、ある程度の社会性をもった一般の動物
の生活とほとんど変わらないものだっただろ
うと思います。

その中で劇的に変わってくるのは、私たち
が農耕牧畜を始めた頃でしょう。もとは自然
物を採って生きていくというのが、人間の基
本的な生き方だったのです。どの動物も自然
物を獲得して生きているわけです。それは消
費者（従属栄養生物）としての動物の本性に過
ぎません。しかしながら、私たちが農耕や牧畜
をするようになってからというもの、自然の
社会化あるいは自然から人間自身が引き離さ
れていく、疎外されていく、つまり自然と一体
として生きていくことがだんだんできなくな
っていきました。ここのところは、できなくな
っていったのか、しなくなっていったのか、意
見が分かれるところだと思いますが、結果と
して自然から離れて、意識的・自覚的に生物
的生産、牧畜とか農業をして、自分たちが生活
する糧を人為的に生産し始めました。このあ
たりからどうも生活の質が変わっていったの
だろうと思います。

ホモ・サピエンスの最初から、そういうこ
とが行われていたわけではありません。そう
いう意味ではホモ・サピエンスがすぐに近代
化したわけではなさそうです。しかし、ホモ・
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サピエンスという今からおよそ 20 万年前に
生まれた人類は、農耕牧畜化こそしていませ
んでしたが、かなり意図的にいろいろな行為
をしていたのではないか（それこそが人間ら
しい社会性の獲得なのでしょう）と、私はひそ
かに思っています。

それが、今から 1 万年とか 9 千年とか前の
話になりますが、農耕牧畜によって確実に人
間と自然というものが、二つの存在となって
分離されてしまいました。それまで一体であ
ったものが分離されてしまったということが、
非常に大きな問題だと思います。ホモ・サピ
エンスのホモ・サピエンスらしさというのは、
それ以降どんどんと進んでいったのでしょう。

その後、人間は住みやすさ、いかに快適に住
めるかということを追究していった歴史に集
約できるかと思います。これは一方では集落
さらには都市の誕生のような形で現れてきま
す。「二次的環境」というのは、こういうことで
す。私たちは環境との関係で生きています。普
通の生物・動物は環境のあり方に応じて、自
分の身体つきを変えることで環境に適応して
きました。これがいわゆる自然選択による進
化です。人間の祖先もヒト化の過程でそうい
うことをしていたのですが、ある時から外界
に対する変化を遮断し、間にワン・クッショ
ン置くようになりました。例えば、服を着るの
もそう言えるでしょう。また、今夜はとても暑
いのに、この教室が涼しいのはエアコンをつ
けているからですね。つまり、自然そのものと
は別の環境を間に挟むことによって、私たち
の身体の形態や生理的特徴をそのまま持続さ
せてきました。

そういう意味では二次的環境を創ることに
よって、いわゆる生物らしい自然選択による

進化に歯止めをかけてしまった、と言うこと
ができるのではないかと思っています。

さらに、それは産業革命以降の社会の中で、
自己の欲望が無限に拡大するような形で人間
自身のコントロールが困難な状況を迎えます。
ところで、欲望って何でしょう？ 自己って何
でしょう？ 無限に拡大するってどういうこ
とでしょう？ 実はこの問題をきちんと議論
しておかないと、私たちがこれからどちらへ
向かっていくのか、ということがはっきりし
てこないのです。

現在の人間は、そもそもお金がないよりあ
った方がいい、そういう存在だと前提して考
えますと、私たちの社会は当分ほとんど変わ
りません。では、お金ができる前はどうだった
のでしょうか？お金をつくったことによって
何が変わったのでしょうか？お金、お金と言
いますが、最近はほとんど現金を使いません。
私は今日地下鉄と JR といろいろ乗ってきま
したけれども、考えてみたら一回も現金を使
っていません。今日現金を出したのは、先ほど
お茶を自販機で買った時だけです。これだっ
て今はカードで買える時代です。

そうすると現金を出して売買してきた時と、
今とでは、どれくらい私たちの欲望のあり方
は変わったのでしょうか？そういうことも、
きっちりと考えていかなければなりません。
社会科学者はいろいろなことを教えてくれま
すが、なかなか本当に私たちの欲望がどうい
う具合に人間の存在に影響を与えているのか、
ということについては答えを示してくれませ
ん。

ですから、私たちはそういう進化、これも進
化だと思いますけれども、人間が文明化して
きたことを含めた進化の歴史の先に何をこれ
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から見出していくのか、あるいは今まで何を
見出してきたのかということがいま最大の問
題だと思います。

スライド(5)スライド(5)

(5) サルがヒトになったことで、何がよかっ
たのでしょう？ 皆さんサルより人間のほう
がいいですか？ サルになったことがないか
ら、分かりませんよね。ここが問題です。サル
とヒトと両方経験した人がいたら、どちらが
いいとか、ヒトになるとこういうところに問
題がある、などと教えてくれますが、それが分
かりません。分からないから、霊長類学などと
いう怪しい？学問が繁盛するわけで、多くの
研究者が、おサルさんはいかなる条件で困難
な暮らしをしているのかということを世界中
飛び回って研究しているのです。私も南米で
それをやってきました。

分からないながらにも、サルとヒトの行動
を比べてみると、人間らしさが見えてくるの
ではないかと思います。比較というのは科学
の最もベーシックな手段でありますが、一番
怪しい手段でもあります。二つのものを比べ
ると、必ずどこかに違いがあって、答えが出て
きますが、その答えがどんな意味を持ってい
るのかということについては、単純に二つの
ものを比べただけでは分からないからです。

男と女なんてまさにそうです。私たち男性か
らみたら、女性なんて実に不可解な存在です
が、女性からみたら「男性なんて本当に単純
ね。」という話かも知れません。そういう事例
もいくつか交えながら、一体どういう風にサ
ルとヒトが区別されているのかを考えてみた
いと思います。

スライド(6)スライド(6)

(6) これは人類進化の初期段階を示したス
ライドです。ホモ・サピエンスが生まれる前、
何がいたのかと言いますと、ネアンデルター
ル人や北京原人、ジャワ原人がいた、今から
80 万年くらい前でしょうか。それより遥か前
には、アウストラロピテクスという猿人がい
ました。アウストラロピテクスはアフリカヌ
スというのが、20 世紀初頭に南アフリカで
発見されて、それ以来ずっとアフリカが「人類
進化のゆりかご」と言われてもてはやされて
きましたが、実はそれよりもさらに古い人間
らしい化石が、次々と見つかっています。

1970 年代にエチオピアでアファール猿人
というのが見つかりました。これは三百数
十万年前の女性の骨と言われており、ルーシ
ーというニックネームが付いています。身体
の相当部分がまとまって出土する化石という
のは珍しいです。たいていは歯一本とか、下顎
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の一部とか、大腿骨の切れ端といった一部分
のみが発掘されます。しかし、古生物学者はそ
ういうもの見つけると、きちんと一人前の格
好をつくりあげていきます。それは復元の仕
方によって微妙に違ってきますので、例えば
ラマピテクスなどでは復元の仕方について大
論争になったこともあります。

さて、このアファール猿人の発掘は、私たち
の発想を根底から変えました。それは先ほど
も申し上げましたように、ホモ・サピエンス
は頭が良い、人類は頭が良くなったから進化
してきたのだ、という見解を覆しました。なぜ
なら発掘されたアファール猿人の頭骨は非常
に小さく、脳容積も 350cc くらいと非常に小
さかったのです。ところが骨盤から下の形状
を見ますと、これは明らかにきちんと二本足
で立って歩いています。ヒトと比較して、頭は
40％、腰は 70％、足は 80％などという言い方
をした人がいましたが、そのように人類は足
で歩くことから進化したということを見せて
くれました。

それからさらに、1990 年代に入って、アル
デピテクス、ラミダス猿人というのがやはり
エチオピアで見つかります。これは一昨年に

「サイエンス」というアメリカの科学雑誌で特
集が組まれました。この写真もそこから借用
しています。ラミダス猿人は、アファール猿人
に比べると、明らかにプロポーションが違い
ます。2 本足で立って歩いていたには違いあ
りませんが、ご覧のように、手が本当に長くて、
指なんかで見ますと、チンパンジーやゴリラ
のような感じがします。足もそれに近いよう
な気がいたします。ですから、アファール猿人
のようにきちんと 2 本足で歩いていたかどう
か、若干怪しいところです。歩いていても時々

手をついていたのかも知れない、ということ
も考えられたりしています。

ともかく、今から 500 万年前にはすでに二
本足で歩く存在があったということです。そ
うしますと、これより前に私たちヒトの系統
になっていく生物と、チンパンジーのような
ものになっていく系統の共通の祖先がいて、
そこで分かれた。そこで分かれたというのが
一体何年前かというのは、まだまだ決着がつ
かないのですが、少なくとも 500 万年以上前
だろう、という推測がつくわけです。

骨格だけでなく、最近では遺伝子レベルで
現生生物の比較をして、ずっと系統をたどっ
ていくというやり方もあります。そういうや
り方でやりますと、やっぱり 500 万年よりち
ょっと前あたりに、チンパンジーの仲間とヒ
トの仲間は分かれたのだと報告されたことも
あります。そう考えますと、随分昔に二本足の
生活が始まった。その頃からずっと私たちは
何を蓄積していったのか、そして、その中でど
のように頭を大きくしていったのか、という
ことを考えなければならないという風に思わ
れるわけです。

今から 700 万年以上前の人類と思われる化
石がアフリカのチャドから見つかっている、
という報告もあります。これは本当に断片で
すから、よく分かりませんが、そうするともっ
と昔に遡ることも可能かもしれません。あま
り古い化石の年代を競争していても仕方あり
ませんから、ともかく、ある一定年度古いとこ
ろで、チンパンジーと人類は分かれた。人類は
スタートを切ったのだということを、今日は
申し上げるに止めたいと思います。

(7) ところで、チンパンジーだってですね、
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スライド(7)スライド(7)

頭いいよ、ということがよく言われる。京都大
学では、「アイ・プロジェクト」というチーム
研究を、かれこれ 30 年以上続けていらっしゃ
います。チンパンジーの知的能力について、最
近は認知能力という言い方をしていますが、
多様な視点から調べられています。これまで
に「もの」の命名、色彩の認知、数の概念、言語
的コミュニケーションの基礎、道具の使い方
とか共同など、多様なことが調べられてきた
わけでありますけれども、最近は人間とどっ
ちが賢いのか？ という話を彷彿とさせるよ
うな実験結果まで出てきています。ただし、人
間と違ってチンパンジーは彼らの環境世界の
中で、必要な情報を取る最適なやり方で物事
をどうやら覚えているらしい。人間はどうや
らそういうやり方をしなくなったらしい。そ
れは単純に頭がいいか悪いかではなく、社会
のあり方あるいは社会から情報を得る方法上
の違いと言ってもいいかもしれませんが、そ
ういうものに関係しているようだと思います。

(8) そろそろ私が経験したサルや人間の話
に進んでいきたいと思います。例えば、これは
最北限のニホンザルです。下北半島でおサル
さんがポツンポツンと冬の寒い最中に木にも

スライド(8)スライド(8)

たれ掛かって昼寝をしているところです。
ニホンザルに限らず、霊長類の全般的な生

活というのは、100％自然に依存した生活です。
自然に依存しているゆえに、自然の中だから
こそ得られる自由な生活をしているわけです。
そう言いますと、ボスザルに支配されて大変
じゃない？ と思われるかも知れませんけれ
ども、そういうのも含めて、サルの社会の自由
気ままな生き方というのが発達してきました。
しかし、私たち人間は、その自然の中ゆえの自
由な生活というものからテイクオフしてしま
った、離れていってしまった、というように考
えるべきではないかと思っています。

スライド(9)スライド(9)

(9) では、人間らしさって何でしょうか？ど
こから出てきたのでしょうか？ 一つは、私た
ちが自然の脅威から、どのように解放されて
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きたかということと関係があると思います。
もっとも、どんなに自然の脅威から解放され
てきたといっても、東日本大震災 3.11 は起こ
ってしまいました。人間は自然の脅威から無
限に遠ざかりたいと一生懸命努力しますが、
最終的に遠ざかり切れるものではないのかも
知れません。けれども自然の脅威からの解放
を一生懸命試みてきたに違いありません。

それからもう一つ、人間は飢えることのな
い生活を求めました。これは非常に重要なこ
とかも知れません。飢えることのない生活を
私たちは実現してどんどん文明化していきま
した。でも、どういうわけか毎年冬になります
と、名古屋駅前でも飢えて亡くなる方がいら
っしゃる。そういう問題は人間一般の話とは
関係ないのか？それはその人が人間らしくな
い生き方をしたからなのか？決してそうでは
ないでしょう。私たちはそういう人たちを含
みながら、あるいは世界中を見ますと、常に何
千万、何億の人が飢えているわけですね。そう
いう人たちも含めて人間全体として、今の人
間社会を生きているわけですから、人間は飢
えることのない生活を求めつつ、なお実現し
てはいないということになりますね。

それから、とりわけ近代以降、繋がる命の実
感というものを私たちはだんだんと強く持つ
ようになりました。これは「死」をきちんと理
解し、生きる「生」というものを理解する力を
つけてきたということだろうと思います。そ
の時に私たちは個という存在、一人ひとりと
いう存在に非常に大きな意味を持ち始めたの
ではないでしょうか。

全体として非常に曖昧な言い方をいたしま
すが、人間は文化的な生活と快適さをどんど
ん求めていった。快適さというのが非常に曲

者でありまして、どういう状態になったら完
結するのでしょうか？ 快適さには終わりは
ないのかもしれないし、ひょっとしたら別の
快適さのところへ入り込んでしまっているの
かもしれない、ということも考えられます。

スライド(10)スライド(10)

(10) ここから少し時間を頂いて、私が巡っ
てきた地球のあちこちの写真を、見ていただ
きたいと思います。

これはアマゾンの熱帯林、私たちの調査地
のコロンビアのマカレナというところを、空
から見たところです。まさに「緑の絨毯」と呼
ばれるようなところであります。この中で何
が起こっているかですね。

(11) リスやイグアナがいる、そういう風景
であります。

スライド(11)スライド(11)
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スライド(12)スライド(12)

(12) クロホエザル、これはメキシコで撮っ
てきた写真ですけども、こんなものがのんび
りと暮らしている森もあります。

スライド(13)スライド(13)

(13) ただし、雨季になりますと、河川近くの
熱帯雨林は部分的にはこんな風に浸水してし
まう。バナナなんか植えていますと、みんな枯
れちゃったりするので、人間にとっては非常
に大きな問題がありますけれども、そういう
中で自然というのは折り合いをつけてやって
きた。ですから、この辺に住んでいるアリは、
ちゃんと木の上に巣を作るわけです。アリだ
から地面に穴掘ってというわけにはいかない
ような場所があって、それをアリも承知して、
生活の中でいつになったら雨が降って地面は
水浸しになるということを知っているわけで
すよね。一年ごとに起こることですから、そん

なに長い周期ではありませんけれども、アリ
にしてみたら大変なことかもしれません。

スライド(14)スライド(14)

(14) ところがですね、アマゾンというのは
「未開の地だ。」と言いますけれども、最近にな
って実は半分くらいはもう人が踏み込んだこ
とがあるところだ、ということがだんだん分
かってきました。特にブラジル・アマゾンで
研究している人たちは、どこへ行っても人間
の痕跡というものがあるらしいということを
発見しました。それは単にそこにたまたま人
間が来て、木を切っていたとか果物を採って
いたということではなくて、持続的に畑を作
っていたということも含めて、非常に広範に
人間活動が行われていたらしいのです。

私のマカレナ調査地の近傍でも同様で、私
は森の一部で石器を発見いたしました。これ
はおそらく石器としては非常に新しい、今か
らせいぜい 500 年くらい前にいたインディオ
たちが作っていたものだろうと思います（マ
カレナには私たちが調査を始める少し前まで
極めて少数のティニグア族というインディオ
がいたことが分かっていますし、彼らが残し
た岩絵なども発見されています）。あるいはも
っと最近まで続いていたのかもしれません。
私の発見は、石器を見つけたというよりは、石
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器を作っている場所を見つけたというべきで、
石器を採った後の破片がたくさん残っている
ところでありました。そういう現場を見ます
と、最近は人口過剰世界などと言いますけれ
ども、人間の数がそんなに多くなかった頃で
すら、人々は世界中で様々な活動をして、自然
との間で様々な交換をしてきたんだというこ
とが分かります。そして、それが交易という形
式を通してアマゾンの広大な地域に拡散して
いたのかもしれません。

スライド(15)スライド(15)

(15) 熱帯雨林の奥地でも今はこういう風に
木を簡単に切っています。

スライド(16)スライド(16)

(16) この写真は樹木を切り倒して焼畑をし
ている場所です。日本ですと燃え残りをあら
かた綺麗にしてから、作物を植えますが、ここ

ではこのまま植えていまして、どんなものを
栽培しているかというと、これはトウモロコ
シです。火入れしたところにそのまま種をま
いて、トウモロコシができます。

スライド(17)スライド(17)

(17) もちろん、こんなぼろぼろのトウモロ
コシですけれども、これで十分に食用として
出荷したりすることができます。

スライド(18)スライド(18)

(18) こういうような焼畑をやっていきます
と、何年か経つと使えなくなってしまう。よく
地力が落ちて使えなくなると言いますけれど
も、私は違うと思います。熱帯雨林だって十分
地力があって、地力が落ちるのではなくて草
や低木が生えてくるから処理ができないので
はないかと考えています。背丈は低いけれど
も密林というか、とげだらけの植物に覆われ
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たブッシュになってしまって、それをもう一
度切り払って何かしようと思うよりは、隣の
木を燃やしたほうがよっぽど楽だということ
だろうと思います。そんなことをやっていま
すと、このように見渡す限り木を切りつくし
てしまうのですね。そうなるとしょうがない
から、これはインドから入ってきたセブ種の
牛ですけれども、肉牛を放し飼いにいたしま
す。

1977 年に日本人がやっていらっしゃる非
常に広大な牧場に、渡邉先生たちと自家用飛
行機に乗って、出掛けたことがあります。一万
頭くらい牛を飼っていると一年間に千頭くら
い子牛が生まれて、利息 10％の投資などとい
う信じられないくらいのことが可能なのです
ね。とりあえず、牛だけ放牧しておけばいいわ
けです。というようなわけで、コロンビアのア
マゾン・オリノコ流域の熱帯林やその北に広
がるジャノスと呼ばれる大草原地帯は、そん
な具合にどんどん開拓されていっています。

スライド(19)スライド(19)

(19) 私どものマカレナの調査地というのは、
国立公園の真ん中にありますが、80 万ヘク
タールくらいの大きな国立公園の中で、こう
いった開墾とともに不法伐採が絶えません。
自然資源庁（INDERENA）、今は環境省と組

織が大きくなりましたけれども、そういう行
政機関があって、その駐在事務所がマカレナ
にもあり職員も常駐しています。通常は 3 人
くらいが家族と一緒に住み着いているのです
が、80 万ヘクタールに 3 人の監視員ですか
らね。何よりも困るのが、しばしば彼らには給
料が届きません。それから網の目状になった
河を調査して回るのですけども、舟がありま
せん。舟を借りるとしても、ガソリンが買えま
せん。ないない尽くしでしょうがないから、私
たちの調査に「おい、乗っけてくれ。」とか言っ
て、乗ってくるわけです。乗ってきて僕らのキ
ャンプで飯食って、さっさと帰るだけです。そ
んな感じですから、密猟者や不法伐採者がど
んどん入り込んでどうしようもない状態です。

それを一番抑止力として止めてくれていた
のが、実はコロンビア革命軍（FARC）という
ゲリラ組織でありました。我々のキャンプに
もしょっちゅうやって来て、近くでチェンソ
ーの音がしますと、すぐに飛んでいってチェ
ンソーを取り上げていました。不法伐採業者
は刃渡り 1 ｍを超えるような、私たちではち
ょっと持てないような大型のチェンソーを使
っていましたが、ゲリラ組織がちゃんと取り
上げる、あるいは税金を取り立てる。ゲリラ組
織は軍事組織ですから、非常に暴力的で誘拐
をしたりして、私たちもそういう目に何度か
遭いかけました。そういう危険な組織だけれ
ども、少なくとも自然を守るという意味では
大変大きな貢献をしてくれていたなと今にな
って思います。

(20) こんな所で仕事しておりまして、真ん
中の椰子の葉っぱを吹いた家、これが 1975 年
から 1977 年まで使っていた建屋です。右上の
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スライド(20)スライド(20)

写真はそれがトタンに変わり、雨水を受ける
桶なんかもつけられまして、これが 1996 年か
ら 1997 年ぐらいです。そういう調査基地に長
い期間住んでおサルさんを追っかけたり、森
林を調べたりしていたわけです。

スライド(21)スライド(21)

(21) ただ、それ以外にもすることはたくさ
んあって、例えば我々の調査地の周りには
点々と人が住んでいる。国立公園の中に堂々
と人が定住していて、しかも、その土地は土地
の所有権がないにもかかわらず、使用権が売
買されたりする非常にヘンテコな状態でした。
そういう中で一体誰が森を守り、誰が壊して
いくのでしょうか？

確かに実際にはここに住んでいる人たちが
森を壊しているのですけども、なぜそんなこ
とが起こるのかということを、みんなで考え

ましょうということで、時々そういう人たち
に呼びかけて集会を持ったりしてきました。
この写真では真ん中で私が下手なスペイン語
でお説教をしているところです。そうすると
住民たちの多くは「自分の子どもたち、孫たち
の時代もここで暮らしたい。」と話します。皆
さんそれぞれに食い詰めてこんな辺鄙なとこ
ろへやってきた人たちです。大半はインディ
オではありません。侵略者たる白人の末裔が
圧倒的です。そういう人たちにとって、町を離
れて田舎にきて、田舎の村からまた手漕ぎの
カヌーでわずかな食糧や日用品だけをもって、
何日もかけて行き着いた先に、小さな畑を作
ってそこで生きていく。そういうささやかな
生活すら実はあんまり保障されていないとい
うことがあるわけですね。そんな現状を誰が
守って誰がそういう生活を破壊しているのか
ということを、一緒に考えようよ、ということ
を呼びかけて、月に 1 回の住民集会などに参
加したりしておりました。

答えはなかなか出てきませんけれども、全
員でそういうことを考えようとしているわけ
です。少なくとも日本で私たちがボーっと暮
らしているよりよっぽど真面目に、自分の住
んでいる場所の将来について考えていること
を実感しました。

(22) ここからはアジアの話に変わります。
これはチベットのラサの一番大きなお寺（大
昭寺）で、一昨年、沢山のラマ教のお坊さんが
虐殺された場所です。本当にこういうところ
にやってきて、お金も何もない人たちが五体
投地の礼拝をやるわけですね。極端な人は家
を出てからこのお寺にたどり着くまで、例え
ば 3 ヶ月とか 5 ヶ月とか、あるいは 1 年近く
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スライド(22)スライド(22)

かかるわけですけれども、中には、ずっと一歩
一歩五体投地をして、礼拝をして、立ち上がっ
て、また一歩進んで五体投地をして、ボロボロ
になってやってくる。そういう人たちも少な
からずいます。この写真自体に大して意味は
ないのですけれども、こうして生きている人
たちは一体何を望んでいるのでしょうか？

スライド(23)スライド(23)

(23) こういう人たちが一体どういうところ
で暮らしているのかと見に行きますと、例え
ばこんな風景の中で暮しています。これは私
が子どもの頃に見たような風景だなあって思
います。皆が集まってきて、脱穀をしています。
これは麦です。

(24) あるいは小さな川の中で洗濯をしてい
て、ここから水を運んでいったり、横で馬が糞

スライド(24)スライド(24)

したりしている、という風景がありふれてい
る。私たちだって、ついこの間まで経験してい
たような風景が今でも残っていて、こういう
人たちがラサのお寺に行って、平伏して自分
たちの今の生活ではなくて、輪廻の世界観で
すから、次の生活なのかもしれませんけれど
も、そういうことを祈って、そして幸せだとい
う風に感じているわけですね。

スライド(25)スライド(25)

(25) この写真は場所が変わって、内モンゴ
ルです。日中戦争中に今西錦司先生が内蒙古
の調査隊で踏査されたのとほぼ同じルートを、
残念ながら東側の大興安嶺の方へは行けませ
んでしたが、西側のルートをジープで走った
ことがあります。そのときの風景ですけれど
も、非常に綺麗ですね。今西先生がとてもいい
草原があって、草丈が高くて、西へ行けば行く



Journal of Sugiyama Human Research 2012 113

第２回　人間講座『生活からみた人間の本性―3.11以後の動き―』

ほど、だんだん乾燥していくと書かれていて、
全くその通りだという感じを抱きながら歩き
ました。しかしながら、そういう今西先生が見
た美しい草原は残っていても、そこに住む素
朴な人たちという雰囲気は、もはやほとんど
ありません。

スライド(26)スライド(26)

(26) まだモンゴル国の方には若干残ってい
るようですけれども、中国領の内モンゴルの
方はほとんど円形のテント（ゲルあるいはパ
オ）で移動生活をするということはなくなり
まして、大半は定住させられて、その土地を政
府から借りて、地代を払って、そこで放牧をし
ている。それが内モンゴルの人たちの遊牧民
と呼ばれる生活になっているのです。

左下はナーダムという 7 月に行われるモン
ゴル最大の民族の祭典（もともとは宗教行事）
です。それぞれの地域で行われるのですが、そ
れも今では中国共産党の表彰式、昨年一年間、
一番沢山羊の子どもを育てた人たちとかです
ね、そんな舞台になってしまっているわけで、
本来の姿とは随分変わってしまっている。本
来は騎馬の青年たちも今ではバイクを乗り回
しているような有様です。ですから、「自然と
ともに暮らす。」というのは、言葉としては大
変面白い話ではありますけれども、現実とし

てはそんなことはどんどん無くなってしまっ
ています。

スライド(27)スライド(27)

(27) これは 2006 年にタイのチェンマイか
ら北西に行って、ミャンマーとの国境に近い
ところまで入っていった村の様子の写真です。
トタン屋根の家があって、そこまで道路が来
ていて、トヨタの非常に古い、いつの頃か分か
らないようなトラックがあったりする。そこ
でお土産の民俗工芸品みたいなものを作って、
皆さん生きているわけです。観光客がこうい
う所にやってきて、タイの少数民族ってこん
なのか、というように見物して帰るわけです。
この写真は 2006 年ですが、私はその 12 年前、
1995 年にも同じところを訪問したことがあ
ります。

(28) その時の風景はこちらです。点々と山
の中に竹でできた家があって、そこに民族衣
装を着た人たちがいるというのが、もとの形
でした。そのときには、ここまで行くのに普通
の車では行けなくて、チェンマイから 2 時間
くらい車で行って、そこから特殊な車に乗り
換えてもう 1 時間くらい行って、後は歩いて
行かなければなりませんでした。今は最後ま
でツアーで行けるようになっているのですね。
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スライド(28)スライド(28)

日本人のツアーというのがちゃんときていて、
「お土産買いませんか？」と現地の人たちが日
本語でガイドをするような状態になっていて、
たった 12 年でこんなに変わっちゃうのかと
思います。確かに現金生活はできるようにな
ったかもしれないし、電気も来ました、小学校
も建ちました。でも、これが本当に彼らの幸せ
なのかなと、非常に複雑な思いがいたします。

スライド(29)スライド(29)

(29) タイの西北部を少し北の方にあがりま
すと、ゴールデントライアングルと言って、タ
イとミャンマーとラオスの三国の境界域で昔
からアヘンの密造地域がありました。タイは
もうアヘンを追放しました。軍が入って、みん
な焼き払ったのですね。何回も何回もそれを
やっていますから、確かに先ほどの村へ行き
ましてもアヘンは一つも見つかりませんでし

た。ああ良かったなぁ、と思っていましたら、
小さなビニールハウスがありまして、何気な
く中に入ってみたら、写真の左側全部マリフ
ァナです。皆さんがホームセンターへ行って、
花の苗を買うと黒いビニールのポットに苗が
入っていますが、マリファナがまさにそうい
う具合に並んでいるのです。これをどこに出
荷するのかな？ とびっくりしたのですけれ
ども、これを村のどこかで植えつけています。
あるいは苗として売っているのかも知れませ
ん。アヘンを追放しても、マリファナになった
ら何も変わらないよなぁ、というような思い
がいたしました。

その背景で、村は竹の村からトタンの村に
変わりました。竹の村とトタンの村の違いを
一番感じたのは雨の音です。1995 年に行っ
た時は、雨が降りますと竹に当って、柔らかい
“ パタパタ ” という音で、ああ雨が降ってきた
ね、というようなことでありました。2006 年
に行った時は、スコールが “ バチバチ ” と激
しい音を立てて、とても隣の人と話ができな
いくらいでした。これでは民族音楽だって廃
れていって、その代わりにロックの音楽をラ
ジカセでガンガン聞くという生活に変わらざ
るを得ないのでしょう。

(30) これはカレン族の棚田です。タイとミ
ャンマーの国境に近いところです。カレン族
は勇猛果敢な反政府勢力として有名でしたが、
最近ミャンマー政府と軍事休戦をいたしまし
た。とはいうものの、もともとこういうところ
で象を使って平和に生活をしていた人々です
から、決して好戦的な人間性を持っていたわ
けではありません。すべては政治がなせる禍
とでもいえるでしょう。
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スライド(30)スライド(30)

スライド(31)スライド(31)

(31) メコン川での水浴。これもタイとラオ
スの国境です。左下の写真がこれ丁度ゴール
デントライアングルの真ん中でして、手前側、
私はタイにいます。向こう側がミャンマーで
す。この川がメコン川で、メコン川の真ん中か
ら、右（東）に砂洲があります。それがもうラオ
スです。一枚の写真で 3 国撮れるという珍し
い風景です。こんな状態でありました。

(32) チェンマイの近くにチェンライという
小さな町があります。そこへ行きますと魚を
いっぱい売っている。メコン川の魚ですけれ
ども、よく皆さんがテレビなどでこういう生
活を見ますと、「貧しいけれども、豊かな生活
をして本当に人々は幸せに暮らしていまし
た。」などというナレーションが入るわけです。

スライド(32)スライド(32)

「貧しいけれど、豊かな生活」ってどういう意
味？ と、いつも不思議に思います。彼らは貧
しいのでしょうか？ あるいは彼らは豊かな
生活をしているのでしょうか？ では、皆さん
もやってみましょう。「貧しいけれども、豊か
な生活」。そんなことが果たしてできるのでし
ょうか？ 精一杯生きている人たちを茶化し
ちゃいけないと私は思います。

ついでながら、左下の写真を見ていただき
たいのですけれども、竹で編んだ小さな籠が
たくさん売られている。タイでもラオスでも
ミャンマーでもやっぱり同じようなものが売
られています。インドにもこういう習慣があ
ります。これ一体何を売っているのか、ご存知
の方いらっしゃいますか？
受講者：小鳥です。
木村光伸教授：その通りです。小鳥を売って
いるのです。何のために売っているのです
か？
受講者：放すことによって幸せがくると言わ
れています。
木村光伸教授：そうです。よくご存知ですね。
放すことによって幸せがくる。要するにこれ
は、仏教の考え方ですよね。命をここで一つ解
放することによって、解放した人間の徳を讃
えてもらえる。それなら初めから捕まえなき
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ゃいいのに、と思いますけれども、そう言って
はいけないのですね。こういうのが彼らの生
き方としてあるわけです。私たちだってやり
ますよね。鯉を放したりする。それの東南アジ
ア版です。

スライド(33)スライド(33)

(33) これはメコン川の夕日。大変美しい、美
しいけれども貧しいという生活ですね。

スライド(34)スライド(34)

(34) それでは、モダンにすればいいのか？
これはバンコクのチャオプラヤ川という首都
の真ん中を流れている大きな川ですが、チャ
オプラヤ川は昨年大洪水を起こしました。こ
の中心部はなんとか助かりましたけれども、
これよりも北側は全部水没いたしました。で
は、どうすれば自然の脅威から人間は自由に
なれるのでしょうか？ ここで再び、今日の最

初の設問に戻ってきました。モダンな都市を
建設すればいいのでしょうか？ そうではな
いとタイ中部で起こった、この水害事件は語
っています。

スライド(35)スライド(35)

(35) いよいよ日本に戻って考えましょう。
　これは愛知県の「海上の森」の棚田です。耕
作する人もいなければ、森を管理する人もい
ないような状態があって、でも名古屋の人は
ここへ出かけて行って、「自然っていいよね。」

「こういう所で暮らしてみたいよね。」って言
います。私はここで「海上の森の会」というの
を作って会長を何年かやっておりました。い
ろいろな人をご案内する度に、「こんなところ
でいつも生活できればいいですよね、先生も
幸せですよね。」っておっしゃるので、「じゃあ
明日からここに住んでごらん。」と言うと必ず
っていうくらい「いやちょっと私には・・・。」
と口を濁されます。私だって嫌です。

(36) 日本の都市近郊ではこういうヒノキや
スギの人工林を、ろくに管理せずに放置して
いるのですね。奥山も同様です。
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スライド(36)スライド(36)

スライド(37)スライド(37)

(37) 海上集落には昔からの住人はすでに一
所帯もいません。でも、昔から村にある弘法堂
ですとか馬頭観音ですとか、そういう所には
毎日ご飯を供えに来る人がいたり、水を替え
に来る人がいたりします。すでに村を離れた
人々が素朴に信仰で繋がっているのです。こ
れは一体何でしょうか。決して、この海上の地
域というのは豊かではありませんでしたけれ
ども、それでもこういう生活が成りたってき
たわけです。

(38) 日本の森の歴史を考えますと、人々が
集中して生活を営み、だんだん周辺の自然と
付き合いが深まっていくと、逆に自然の人工
化が加速していくというプロセスを踏んでき
ましたが、決してそれは緩やかではありませ

スライド(38)スライド(38)

んでした。
例えば京都の東山山麓というのは、もう平

安時代に切りつくされて、そして松林になっ
てマツタケが一杯採れて、アカマツの風景が
京都の東山を代表する自然の景観となりまし
た。それが京都の文化と上手い調和を織り成
してきたというわけです。私は子どもの頃、京
都の上賀茂神社の近くにおりましたから、上
賀茂神社の裏山（丁寧に言うと社叢林）で毎日
遊んでいましたけれども、もう 100％禿山で
した。風化花崗岩でボロボロ崩れるような赤
土の山でありました。それが 1980 年頃からで
しょうか、立ち入りが禁止になって規制され
て若干植林もされたようですけれども、最近
行って見ると、「立派な森だね。」という感じが
いたします。

あるいは京都へ行かれたら、四条通を散策
して八坂神社の方へ歩いて東を見てください。
あそこに歴史的な松林が（主として落葉の）雑
木林に変化した風景が現出しています。比較
的最近までその移行期といえるような時期が
あって、私が子どもの頃はそうでしたし、渡邉
先生が京都大学にいらっしゃった頃もそうだ
ったと思います。とにかく山の地肌がまだま
だ透けて見えていました。大文字の大はどこ
からでも見えていました。
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ところが今は、完全にシイの林に変わって
いまして、5 月のＧＷぐらいに行きますと、
山全体が真黄色です。シイの若葉と花で、風景
が一変してしまった。だから、平安時代や鎌倉
時代、あるいは江戸時代や明治時代も含めて、
その人たちが見ていた平安京の東山と、今、私
たちが見ている東山は景観的には全く違うの
です。日本の森は非常に速いスピードで変わ
っていくのです。人間が生活をするために切
って、そして、それが長い間持続してきたので
すが、その生活パターンを燃料革命と称して
止めた途端に、また山は元へ返った。そうする
と人為的な干渉が入る以前、平安時代より前
の時代にはあそこには照葉樹林、ドングリの
実るシイの林があったのでしょうか？ それ
は分かりませんけれども、そんなことを考え
ざるを得なくなります。

スライド(39)スライド(39)

(39) さあ、今日は非常に駆け足でいろいろ
な話をしてきましたけれど、人間というのは
どのように自分自身と自分の周りを変えてき
たのかということを、もう一度振り返ってみ
たいと思います。私はそのような変化を人間
の側の問題として見た時に「自己家畜化」とか

「自己人為淘汰」という言葉で呼んできました。
「自己家畜化」とは、人工環境に対して、人間が

適応していくプロセスの結果として起こった
ことです。つまり、人間は自然環境の中で生き
てきたはずなのに、その周りを人工環境で固
めました。先ほど「二次的環境」という言い方
もいたしましたけれども、同じことだと考え
ていただければ結構です。人工的な環境に変
えて、その変えた環境にいかにフィットする
かという形で人間の生活の仕方を変えます。
生物としてのヒトの形態はあまり変えなかっ
たけれども、人間の生活の仕方はガラッと変
えてきた。それは自然が移り変わることにつ
れてではなくて、自分たちが作った環境に適
応するように変わってきた。そして、さらにそ
れを受けて人工環境を変えていく、変わった
人工環境に馴染むために、私たちの生活スタ
イルを変えていく。そのような相互作用の連
鎖が人間のあり方を規定してきたと考えるこ
とができそうです。

最近の社会を見てもコンピューターが出て、
携帯電話が出て、すでに世界は多機能の電子
端末に取り囲まれています。学生と話をしま
すと、携帯電話はもうほとんど誰も持ってい
ません。皆スマートフォン（スマホ）です。授業
中に「携帯電話を仕舞いなさい」。と言うと、

「先生これはスマホですから。」とか言って、嫌
味なことを言うのですよね。「何でもいいから
片付けろ。」と怒りますけれども、最後は新し
い文化についていけないものは怒鳴るしかあ
りません。

そんな風にして、私たちの生活自体はどん
どん変わっていく。あるいは世代的について
いけなくなると、そこで取り残されてしまう。
そういうデジタル・ディバイドみたいなこと
がさまざまな場面で起こってしまうわけです
ね。そのように自分たちを変えてきた。これが
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「自己人為淘汰」という風に私が呼んでいる一
つの法則です。
「自己人為淘汰」の前提は、私たちが自然を

人間の都合のいいように変えてきたというこ
とですが、その中心はおそらく食料などの自
己生産のシステムでしょう。田んぼや畑とい
うのは自然そのものではありません。あれは
壮大な人工物です。そういうものに私たちは
自然を感じるほどに、自然との関係を希薄に
してきたというように言わざるを得ません。

ところで、困ったことに「自己人為淘汰」に
は、主体的な目的や方向性がないです。自分た
ちの文化というのは、ある方向に向かって発
展しているという具合に見えるかもしれない
けれども、その時々に自分たちが作った社会
システムに、今度は自分たちが合わせるため
に、自分たちの生活の仕方を変えていかなけ
ればいけない。それの繰り返しです。ですから、
主体的な目的や方向性、目標とする到達点が
ありません。偶然正しい方向を向いて、「自己
人為淘汰」が進んでいるとすれば、それは偶然、
社会的形成の方向が正しかったことの結果に
過ぎない。我々が正しい方向性を向いていっ
たおかげで社会がうまくいっているというわ
けでは、残念ながらなさそうです。

(40) では、人間は一体何になろうとしてい
るのか？ゴーギャンは、「われわれはどこから
来たのか われわれはなにものか われわれは
どこへ行くのか」というテーマを作品に仕上
げました。数年前に名古屋ボストン美術館に
この作品来ましたね。ご覧になったでしょう
か？非常に大きな作品でした。

さて、一体私たちは、何になろうとしている
のでしょうか？　

スライド(40)スライド(40)

スライド(41)スライド(41)

(41) そこで 3.11 の話題で、最後を締めくく
らせていただきたいと思います。あれは確か
に未曾有の大災害でありました。想定外だっ
たと言いますが、想定外とは一体いかなる認
識かということをもういっぺん考えていかな
ければいけません。

3.11 の中心は、本当は地震が起こって津波
が起こって、土地にしがみついて形成され、維
持されてきた住民たちの文化の総体が破壊さ
れたということだけれども、私たちの目線は

「福島」に向かってしまいました。つまり、最大
の問題点は原子力発電所の破壊です。ではあ
そこに原発がなかったら、3.11 はもっと小さ
なもので終わったのでしょうか？私はそうは
思いません。いやそのように思ってはいけな
いのです。偶然「福島」が 3.11 の意味を非常に
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強調して見せてくれたに過ぎないというよう
に思います。

私たちは頭を大きくして、賢くなって、理性
と知恵を持って、動物原則から自分を解放し
て、「自己人為淘汰」の結果、沢山の文化・文明
を創り出してきましたけれども、その中で一
番私たちが間違っているのは、人間が生き延
びるためには何をしてもよいのだと、あるい
は人間は他にあらゆる犠牲を強いてでも、私
たち自身が生き延びることを選択する、そう
いう自由を獲得しているのだという錯覚を抱
いていることだと思います。自分が生き延び
るためにさまざまなことをした結果、本当に
生き残れるかというのは、実に不確定な話な
のですが、どうやら私たちはそういう風には
考えられない。

ですから、私たちはもう一度、社会のあり方
総体を考え直す時期に来ていると思うのです。
そういう意味では、「頑張ろう日本」、「立ち上
がれ日本」というのは、元に戻そうというので
すから、あまり褒められた話ではなく、「変わ
ろう日本」じゃないといけないと思うのです。

もちろん、そんなこと言うと、津波で犠牲に
なった人たちに対して大変酷な話なのかも知
れません。それでも日本全体がどういう方向
性を求めるかという時には、「頑張ろう」や「立
ち上がろう」ではなくて、もう一度新しい人間
関係を再構築して、人間らしい繋がり方を取
り戻しましょうということが必要なのだと思
います。

最近、「絆」という言葉がやたらと使われま
す。私の所属する名古屋学院大学は、昨年、百
数十名の学生を 3.11 のボランティアに送り
出しました。今年もまた同じか、それを越える
学生たちがボランティアを希望して、この夏

に行こうとしています（すでに行って、この次
は春休みの活動が控えています。そしてこれ
は終わりそうにありません。）。それ自体はと
てもいいことだと思いますが、「行った先で、
壊れた絆を何とか取り戻してあげたい。」など
ということを学生たちが言ってきます。私は、

「そういう小洒落たことを言うんじゃない。お
まえさんが行って、絆がとり戻せるんだった
ら誰も苦労はせん。絆というのは自分たち自
身で紡ぎ直さなきゃどうしようもないのだ
よ。」と言います。さらに、「自分たち自身で絆
を紡ぎ直そう、もう一回作ろうとするような
気持ちを持ってもらえるような、少し安心し
た生活のお手伝いができればそれで充分なん
じゃないでしょうか？」と学生たちに言うの
ですが、中々分かってもらえない。「先生は現
場に行かないから。」などと言われてしまいま
す。だからこそ、私たちは 3.11 からもう一回、
本当の意味での「自由の復権」というのを考え
なければならないのではないかと思います。

スライド(42)スライド(42)

(42) つまり、人間の生き方というのは自分
たちで決めましょうという話ですね。

最近、五木寛之の『下山の思想』というのを
読みました。皆さんの中にもお読みになった
方いらっしゃるかもしれませんが、その中で
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一番大事なのは、最初から二者選択を考えて
生きるのは止めようよ。善か悪かとか、白か黒
かとか、儲かるか儲からないか、とかですね、
そういう価値判断の世界はもうすでに失われ
てきているのだということが書かれていて、

「目から鱗」でした。

スライド(43)スライド(43)

(43) 私たちは 3.11 をきっかけにして、はっ
きりと悟りました。それは、現代の人間は進ん
でいく方向を見失っているということです。
どんどんと文明化をしてきた、あるいは文化
的な仕組みや便利な機械装置を作って、私た
ちは豊かに暮らせるようになったと思ってい
るけれど、本当に進むべき道というのはどこ
だったのでしょうか？ そもそも「進むべき
道」などというものは存在するのでしょう
か？　

どうして、そのように思うのかと言います
と、人間は生物として持っている当たり前の
ものを一つ失いました。それは生態学的地位
です。つまり、他の生物と有機的に関係を多様
に取り結びながら自分の位置を確認すること
を忘れてしまいました。人間にとって他の生
物は利用するもの、または自分にとって具合
の悪いもの、というようにしか見なくなって
しまった。自然の中で生きているという実感
を、私たちはもう持っていません。そういう状
況であるならば、私たちが人間としてどちら
へ向かっていくのかというのは、益々分から
なくなるかも知れません。そういうことから
言いますと、今、原発の是非だとか、科学技術
の見直しだとかが叫ばれ、それはそれで大変
大事なことでありますけれども、そういうこ
とだけでは将来は語られないはずだと、私は
考えています。

今の時代というのは私たちがもう一回、私
たち自身の生き方をしっかりと考え直す時な
のだろう、という感想を持っている私自身も
悪戦苦闘しているところです。

結論のないとりとめのない話でしたけれど
も、本日の話はこれで終わらせていただきた
いと思います。ご清聴ありがとうございまし
た。
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災害現場の活動
―仮設住宅での活動を通して―
Activities　in　areas　affected　by　a　disaster
　－Through　activities　in　temporary　houses－

日本赤十字豊田看護大学看護学部教授
奥村　潤子
Junko     Okumura

渡邉毅主任研究員：定刻になりました。椙山
人間学研究センター平成 24 年度第 3 回人間
講座を開催したいと思います。本日の司会進
行は椙山人間学研究センター主任研究員、渡
邉毅が務めさせていただきます。まず、開会に
あたりまして、椙山女学園の森棟公夫理事長
からご挨拶を申し上げます。

森棟公夫理事長：皆さんこんにちは。椙山女
学園理事長の森棟公夫です。本学園におきま
しては、椙山人間学研究センターが主催する
人間講座において、本学の教育理念「人間にな
ろう」に関するお話を年に 4 回ほど、毎年伺っ
ております。今回は、皆様ご存知のとおり、東
日本大震災に関わる災害現場の活動について、
お話を伺います。本学園の大学におきまして
は、来年の 4 月よりこのような震災に関する
ものを中心といたしまして、「安全学」という
新しい講義を設けようと、準備をしている次
第でございます。そちらも、皆さんにも聞いて
いただけるような状況になるのではないかと、
私たちは考えております。本日は日本赤十字
豊田看護大学教授の奥村潤子先生より、「災害
現場の活動 ―仮設住宅での活動を通して― 
」というテーマで、お話を伺います。よろしく
お願いいたします。

渡邉毅主任研究員：ありがとうございました。
まず、最初に本日の講師、奥村潤子先生につい
てご紹介させていただきます。長年に渡って、
日本赤十字を中心に活動をされてきた非常に
現場を知っている看護師だったのですが、丁
度 1987 年に本学に人間関係学部ができ、その
時に社会人入学枠が初めて設定されまして、
その１期生として奥村さんが来てくれました。
非常に熱心に学業に取り組んでいただいて、
常にあらゆる授業を最前列で熱心に聴いてい
たことを覚えております。人間関係学部卒業
後、2001 年には中部大学大学院で修士を取り、
それ以降赤十字で看護短大、あるいは看護大
学で助教授から教授という形で関わってこら
れました。本学の大学にも、3 年前に看護学
部が新設されまして、当時いろいろとアドバ
イスをいただいた、非常に馴染みの深い先生
です。

今年度第 1 回は放射線について、第 2 回は
東日本大震災 3.11 を契機に、我々の生活をど
う見直すべきかといった問題提起、そして、本
日第 3 回では、実際の現場からの報告という
ことで、お話ししていただくこととなってお
ります。それでは、奥村先生よろしくお願いい
たします。
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■はじめに
奥村潤子教授：丁寧なご紹介をいただき、あ
りがとうございました。私にとって渡邉毅先
生は学生時代からの大先生で、大変恐縮して
おります。

私は赤十字に 30 年以上籍を置いておりま
す。赤十字の理念は、「人の苦痛と生命、尊厳を
守る」というものです。「赤十字の理念を実践
できる人間になりたい」を目標に、赤十字で仕
事をしてきました。椙山女学園大学に入学し
た時、椙山の教育理念である「人間になろう」
の話を聴き、とても感動したことを覚えてい
ます。赤十字と椙山の理念で共通するものが
あるなと感じたからです。

この大学は私にとって、第二の「心のふるさ
と」です。こういう機会をいただき、非常に感
謝しております。きちんとしたお話ができる
か不安ですが、私の災害現場での経験や被災
者の方とお話をしたこと、学生のボランティ
ア活動を通して感じたことなどを、お話でき
たらと思います。

■奇跡の一本松
この一本松は、陸前高田で「奇跡の一本松」

または「希望の一本松」と言われていた松です。
8 月に陸前高田で見た時には、この写真のよ

うに緑の濃い一本松でした。陸前高田の人た
ちにとってこの一本松は、7 万本の松の中で
津波に耐えた「奇跡の一本松」でした。何とか
枯れずに頑張ってほしいという思いもあり、
紹介いたしました（しかし、12 月には枯れて
しまいました。）。

■東日本大震災について
東日本大震災は 2011 年 3 月 11 日 14 時 46

分に、三陸沖でマグニチュード 9、最大震度 7
という規模で発生しました。そして巨大津波
により、甚大な被害があったことはよくご存
知だと思います。

下記のスライドは震度を表しています。濃
い赤色が震度7～6、橙色が5、黄色が4、水色
が2、濃い青色が1です。

震度の表記のない地域は白色です。わずか
しかありません。そして東北の沿岸では、巨大
津波が発生し大災害となりました。

■東日本大震災の被害者数
2012 年 9 月 10 日現在のデータです。死者

15,870 人、行方不明者 2,814 人、避難者 343,334
人、うち避難所生活者 214 人とあります。今年
の 8 月に、石巻市の仮設住宅で「いまだ身内が
見つかっていません。」という人にお会いしま
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した。

■災害サイクルから見た災害医療
「災害救護活動」をするときに、「災害サイク

ル」で考えます。災害発生直後から 48 時間は、
自分たちの命は自分たちで救い合う時期です。
48 時間以内には、医療班が到着し災害救護活
動が開始されます。

発災後 1 週間を急性期、2 ～ 3 週間目くら
いを亜急性期、３週間以降を慢性期といいま
す。慢性期には、慢性疾患患者の急性憎悪や急
性感染症の発生、心理的ストレス症状の悪化
などの状況が出てきます。その後リハビリテ
ーション期、復旧復興期に入り、避難所生活か
ら仮設住宅への移動、自立への支援となりま
す。静穏期は、防災のための準備や教育、訓練、
マニュアルの整備などを行います。災害に対

する医療活動はこのようなサイクルで行われ
ます。

災害救護活動に出発するときは災害サイク
ルのどの時期にあるかを考え、現地の情報を
収集し、それに対応できる整備をします。

私たちがボランティア活動した時期は、震
災発生後５ヶ月から８ヶ月を過ぎた頃で、慢
性期に入った時期でした。このため、私たちは
災害サイクルの回復期・慢性期の救護活動で
あるという認識を持ち、収集した情報に基づ
き物品や備品の準備、学生への教育をしまし
た。

慢性期に必要なことは被災者のこころのケ
ア、生活習慣病といわれる病気の管理、夏の
8月頃には食中毒や11月の寒くなる頃にはイ
ンフルエンザに関する対策として手洗い教育
ができるよう準備をしました。

■宮城県七ヶ浜地区での活動
宮城県・岩手県での活動は、2011 年 8 月

31 日から 9 月 6 日の 1 週間（車中 2 泊）、学生
24 名、教員 2 名、看護資格を持った事務員 1
名の合計 27 名で行いました。活動場所は、宮
城県七ヶ浜と岩手県釜石を中心とした地域に
分かれて活動をしました。

具体的な活動として宮城県の七ヶ浜では、
４箇所ある仮設住宅の集会所で血圧測定や罨
法、手のマッサージなどによるリラクゼーシ
ョン活動を行いました。

岩手県釜石の活動は、「いわて GINGA-NET
プロジェクト」に参加し、集会室でのサロンの
運営や肩たたき、手のマッサージなどを通し
てリラクゼーションの実施という活動でした。

震災発生から５ヶ月が過ぎており被災者は
仮設住宅に移り住むことができ、ようやく日
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常生活を取り戻すための準備ができ始めたと
いう状況でした。

岩手県大槌町や陸前高田、釜石地域では、ま
だ仮設住宅に全員が移り住むことができず、
避難所生活をしている人が沢山いる状況でし
た。特に釜石地域は、復興が遅れており、避難
所の生活も整理ができておらず、話も聞いて
もらえず閉じこもっている人が多くいました。
このため、ボランティアセンターからコミュ
ニティ作りの支援を中心とした活動をして欲
しいという要望があり、サロン運営を通して
のコミュニティ作り活動をしてきました。

■ボランティア活動にあたって前準備
今回の活動は学生を中心とした活動になり

ますが、学生の多くが 1 年生でした。看護学生
といっても４ヶ月の学習しかしておらず、医
療や看護の知識はほとんどありません。また
初めてボランティア活動に参加する学生が多
く、ボランティア活動への心構えや準備など
のオリエンテーションを充分行う必要があり
ました。

具体的には、被災者とのコミュニケーショ
ンの取り方、傾聴について、子どもとの接し方
や遊びなどの勉強会を行いました。救護をす
る人も大きなストレスを抱えます。そのため、
自分のこころのケアについての学習会も行い
ました。ボランティア活動にあたり自己完結
型とするための準備を行いました。

私たちが活動した時期は、まだ災害発生後
5 ヶ月位でした。被災地では救援物資搬送の
ための基幹道路は復旧しており、物資の搬送
はできるようになっておりましたが、細い道
や脇道などへの通路はまだ復旧していません。
コンビニエンスストアは、宮城県七ケ浜地域

での営業は始まっていましたが、岩手県大槌
町や陸前高田にはありませんでした。ボラン
ティア活動期間の自分たちの食糧や水などの
準備をしていかなければなりません。そのた
め、どういう食糧をどのくらい準備したらい
いのか、さらに当然ですが、ゴミは持ち帰らな
いといけませんし、自分たちで自炊をしなけ
ればなりません。そういった準備をどうした
らよいのか、学生同士でディスカッションさ
せて、準備をさせて行くことにしました。

■ボランティア活動後のまとめ
ボランティア活動から帰った後は、報告会

を行いました。ボランティア活動の体験を自
分一人の体験で終わらせるのではなく、多く
の学生に共有してもらう目的もあり報告会を
開催しました。また報告書の冊子を作成し、自
分たちの活動記録として残すことも行いまし
た。

続いて、ボランティア参加者のこころのケ
アを行いました。帰って１ヶ月位してから、学
生に心のチェック、ストレスチェックを実施
しました。半数以上の１年生に、時々泣いてし
まうとか、時々夢にうなされることがあると
いったストレス反応があることが分かりまし
た。特に反応の強い学生には、必要があればカ
ウンセリングを受けさせたり、教員が話を聞
いたり、ミーティングの場を持ったりと、面接
の場を持つことによって、こころのケアによ
るストレスの軽減を図ることができました。

■宮城県七ヶ浜地区での活動
次に「宮城県七ヶ浜地域」および「いわて

GINGA － NET プロジェクト」での活動を報
告します。



Journal of Sugiyama Human Research 2012126

第3回　人間講座「災害現場の活動 ―仮設住宅での活動を通して― 」

七ヶ浜は松島の南側にあたるところで、震
災前は海岸線がとても綺麗な海水浴場でした。
私たちはまず、ボランティア活動地域の被災
の状況を把握するため、活動の前に被災地を
視察しました。

■震災後の七ヶ浜の様子
海岸側の全ての建物が破壊されていました。

平地に建てられていた民家は、全部津波で流
されてしまい、どこの家も土台しか残ってい
ない厳しい状況が見られました。

地震から 5 ヶ月過ぎていましたが、流され
た家はほとんど片付いておらず、そのまま残
っている家が沢山ありました。

■七ヶ浜の仮設住宅
8 月には被災者全員が仮設住宅に移り住む

ことができました。不自由ではありますが、何
とか自分たちの生活を少しずつ取り戻そうと
努力している状況がわかりました。

仮設住宅の入り口には、花が植えてありま
した。少しでも心の和みになればとボランテ
ィアの人たちが持ってきた花を、被災者が育
てていました。

■七ヶ浜町ボランティアセンター
七ヶ浜町ボランティアセンターの中には、

ゴム手袋やハンマー、スコップやのこぎりと
いった支援活動に必要な物が揃えてありまし
た。必要なものはここで借用し、支援活動に出
かけるという状況でした。
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■全国からの寄せ書き

ボランティアセンターの中には、全国から
送られてきた励ましの手紙や寄せ書き、芸能
人からのサインといったものが並べてあり、
それに「とても励まされています。」とおっし
ゃっていました。

■ボランティアセンターでの活動

ボランティアセンターでは毎朝ミーティン
グがあります。朝のミーティングで各ボラン
ティア団体が、当日の活動内容の確認や調整
を行い、情報交換した後、活動を開始します。

初めて参加した日、自己紹介と活動目標な
どを話す機会がありました。この挨拶がきっ
かけとなり、他のボランティアの人と活動に
ついての相談や情報交換、被災者との対応な
どを指導してもらうことができました。

■写真ボランティア

ボランティアセンターの玄関では、写真ボ
ランティアの人が、泥だらけの写真を一つひ
とつ丁寧に洗い、乾燥させていました。その中
には、半分禿げてしまい中身がわからないよ
うな写真や、元気な子どもの写真が沢山あり
ました。

■健康教室と健康相談の開催
健康教室では食中毒やインフルエンザが流

行するおそれのある時期であったため、集会
室で手洗い指導を行いました。指導を通しな
がら被災者の方々の体験談を聞くことができ
ました。

健康相談では血圧測定や健康チェック表を
基に、夜の睡眠状況や食事の質や量などを尋
ねアドバイスをしました。手のマッサージや、
血圧測定をしながら健康に関わるさまざまな
不安などの相談を受け、少しずつ周囲の人た
ちとのコミュニケーションを広げていくこと
ができました。

今回の健康教室や健康相談を通して、お茶
を飲んだり、世間話をしたりしながらコミュ
ニケーションを取る中で、友達や仲間作り、コ
ミュニティ作りを行っていく必要性を強く感
じました。集会室に来て、あの人と一緒に話
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をし、少し自分の思いを聞いてもらおうとい
う関係性を築くことができれば、これがコミ
ュニティ形成の基礎になるのではないかと思
われました。

■リラクゼーションによるこころのケア

80 歳に近い被災者が、「若い女性に手を触
ってもらうのは…。」といって遠慮していまし
た。手のアロエマッサージにより、リラックス
でき、ご家族のことや被災体験、現在の生活の
ことなど、少しずつ話ができるようになりま
した。学生にとって、話の内容によっては重過
ぎて話を受け止めることができず、悩む学生
もいました。しかし、苦しい体験の中でも被災
者の頑張って生きている姿に、学生自身が励
まされていました。この体験の中で、学生は成
長していきました。ある被災者は「自分の孫の

ような年齢の学生でも、一生懸命話を聞いて
もらえることが非常に嬉しかった。」と言って
くださいました。

■「話をする」ことの大切さ

集会室では月に一度、編み物の好きな方が
集まって、編み物をしていました。編み物を通
して、お互いに悩みを打ち明けられるように
なり、相談できる人ができ、不安が軽減してき
たと言う人もいました。

被災により仮設住宅に移住して環境が大き
く変わったことで、コミュニティが消失し、自
分の悩みを相談したくても聞いてもらえる人
がおらず、被災体験を自分の心の中に深く閉
ざしてしまい、そのまま鬱状態になってしま
った人もいました。

被災者にとって、「話す」ことは大きなここ
ろのケアになっていることが理解できました。
自分から話し出すまでに時間が必要ですが、
親子や孫ほど歳の違った学生でも、一生懸命
被災者の思いを聞くことが被災者のこころの
ケアになりました。学生も被災体験の話を聞
く中で、これからのケアや対応を考える機会
になりました。
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■自分のこころのケア
夕方、学生たちに「その日体験したこと、苦

しかったこと、考えたこと、感じたことなどを
必ず話をしましょう。吐き出しましょう。」と
呼びかけました。心の中に閉じ込めないで、そ
こから学んだことや教えていただいたことを
そのまま受けとめ、学びにしました。

そして自分自身でこころのケアをしながら、
ボランティア活動を進めていきました。

■「いわてGINGA-NET プロジェクト」での
活動
「いわて GINGA-NET プロジェクト」は岩

手大学の学生が中心となって、ボランティア
の要請のあるところに学生を派遣し、そこで
活動をするというスタイルで運営していまし
た。私たちは、このプロジェクトに参加しまし
た。

釜石での活動は、お茶っこサロンの開催で
した。集会室に来た人へのお茶のサービスや
雑談の相手、子どもの学習支援、遊びの支援、
さらには生活支援をしました。

具体的には、肩もみをしたり、子どもと折り
紙をしながら話を聞いたり、足湯をしてリラ
ックスしていただき、マッサージをして気分
を良くし、ゆっくりくつろいでいただくよう
な活動です。

■ボランティア活動後のまとめ

ボランティア活動後のまとめをスライドで
示しました。ボランティア活動をする側も、ス
トレスを抱えて引きずってしまうことがよく
あります。このため、ミーティングなどを活用
して、その辛い気持ちを吐き出させて、ストレ
スを溜め込まない援助が必要です。

ボランティア活動に行った学生は、コミュ
ニケーション技術、特に傾聴の技術の必要性
を強く感じ、自ら積極的に勉強に取り組むよ
うになりました。

■陸前高田における活動
陸前高田では、2011 年 11 月 13 日から 11

月 17 日の期間、教員と看護資格を持った事務
員の 3 名で活動をしました。これは日本赤十
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字 6 大学の看護系プロジェクト活動で、日本
赤十字学園本部から資金援助を受けて実施し
ました。

当時気仙沼まではバスが運行するようにな
っていましたが、それより先、陸前高田へはア
クセスがなく、自家用車でしか行けないとい
う状況でした。

■活動の内容
陸前高田市からの依頼を受け、陸前高田市

被災者世帯協力活動の一環として、被災者調
査を 3 日間かけて行いました。陸前高田市に
ある仮設住宅を全部訪問し、仮設住宅に住む
人の健康ならびに安否確認調査でした。

その後、集会室を借り、１日ではありますが
健康教室を開催しました。健康相談や風邪予
防、インフルエンザ等の健康管理についての
アドバイスや指導を行いました。また、少し元
気を出してもらうために笑うことが大事だと
考え、「笑いによる免疫力アップ体操」を開催
しました。

■陸前高田の様子
震災発生からすでに 8 ヶ月経っていました

が、町の風景は津波で流された震災直後の状
態で、「奇跡の一本松」と呼ばれる一本松は上

の方の葉が茶色くなっていました。

■陸前高田市役所
陸前高田ボランティアセンターでは、ボラ

ンティア登録後、陸前高田市から依頼された
活動内容の確認や情報収集、仮設住宅までの
ルートの確認などを行いました。その後陸前
高田市役所へ行き、担当の方に挨拶をしまし
た。陸前高田市役所は２階建ての仮設で、玄関
に支援の旗がありました。

■名古屋市の自動車支援
名古屋市から陸前高田市に多くの人材と物

資の支援が届いていました。「応援します !!　
岩手・東北のみなさま　名古屋市民」と書か
れている車がありました。名古屋市から派遣
された人たちがその車で活動していました。
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■仮設住宅の訪問調査

仮設住宅での調査は、市との連絡の取れな
い人や健康問題のある人がリストアップされ
ており、その人たちが住む仮設住宅を一軒一
軒訪問し、現況を調査するという活動でした。
仮設住宅の訪問時、留守であるときはその周
囲の人に声かけをして、現状でわかる範囲の
情報を教えていただきました。そこで驚いた
ことは、仮設住宅に昼間いる人のほとんどが
高齢の女性であったことです。

ある仮設住宅の責任者と会いました。その
方は、担当する仮設住宅の高齢者や体調を崩
した方、連絡が取れない方などを、一軒一軒訪
問し実情を把握していました。

また別の仮設住宅を訪問した時に、被災者
の人たちが、「ボランティアの人たちがたくさ
ん来てくれているので、僕たちはこんなこと
しかできないけれど、お礼に干し柿を作って
プレゼントしたい。」と言っていました。
「この方は、こんなユーモアを持っているの

か！」と驚いたことがありました。90 歳近い
おじいさんが、「市の津波の対策の仕方が悪
い。」ということで、毎日抗議文を市長宛に、一
生懸命書いているということでした。それを

「書くだけだったらいいけれど、私に届けろっ
て言うんですよね。」「津波は家も家財も全て

流しちゃった。津波が来て、自分の家も何もか
も全て流したと思ったら、なんとおじいちゃ
んの頑固さだけは流れなかったの！」と言わ
れ、思わず私たちは大笑いしました。この苦し
い状況の中でも、こういったユーモアを持っ
て、物事を考えられることって凄いなぁと思
いました。

■仮設住宅の集会室で

この人たちは皆さん、ご主人や子どもさん、
親戚などご親族を亡くされていました。その
なかの一人の方は、妹さんがまだ行方不明で、

「妹が見つかるまでは、自分の気持ちは落ち着
きません。」と言っていました。

そして「自分は笑わなくちゃと思っても、全
然笑えないのです。苦しい思いばかりで、いつ
も額に三本筋をひいてしまっている。」とおっ
しゃっていました。

同じ仮設住宅に住んでいる被災者ですが、
ほとんどの人が「今回初めて会いました。」と
言っており、非常に驚きました。

看護師が訪れるということで、被災者たち
は笑えるかどうかわからないけれど、健康相
談をしたいと思い、集会室に足を運んだとい
うことでした。

仮設住宅へ入居してから、1、2 ヶ月が過
ぎていましたが、集会室でほとんどの人は「初
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めて会いました。」と言っていました。なかに
は健康教室で、「あんたどっかで見たことある
と思ってたいたら、婦人会で見たことあるよ
ね？」というように、顔見知りだったと人もい
ました。また、「陸前高田は坂がなくてとても
いいところだと思っていたけれど、一面平地
だったって知ってた？」と言っていました。津
波で家が全て流されて初めて、自分が住んで
いたところが、平地で非常に海から近い場所
だったと知ったそうです。「それまでは、家が
いっぱい建っていて、家から海が見えなかっ
たので、自分がこんなに海の近くに住んでい
るとは思わなかった。」と苦笑いをしながら話
していました。

それから「自分たちは初めてここで知り合
ったけれども、考えてみたら、もとから道は繋
がっていて、だから昔から私たちはきっと知
り合いだから、これからも仲良くしていきま
しょう。」というようなことを、お互いに言い
合っていました。

78 歳の方は、「あと何年生きられるかわか
らないけれど、こうして助けられた命だから、
頑張っていこうと最近やっと思えるようにな
りました。」と言っていました。

この人たちは被災者の中で最後に仮設住宅
に移住した方たちでした。そのため生活が不
便な場所の仮設住宅に住むことになりました。
現在の陸前高田は車がなければ、病院に行く
ことも、買い物に行くこともできない状況に
あります。それがさらに山の上に住むことに
なると、街に買い物に行くだけで、一時間くら
い山を下って行かなければなりません。そし
て買い物をしたら今度は重い荷物を持って、
山を上がらなければなりません。巡回バスは
ないし、タクシーももちろんない。とにかく、

「足がないということが非常に辛いです。」と
いうことを言っていました。

その件を市の職員に尋ねると、「もう少し余
裕ができたら、定期運行は難しいが、せめて１
日数回、バスなどを調達して買い物に行ける
ようにし、仮設住宅に住む人の不便を解消し
ていきたい。」と言っていました。

仮設住宅住居者のほとんどの人が、身内や
家族を失っていました。そのため、多くの人が
独り暮らしでした。夜になると寂しくて寂し
くて、いつも知らない間に泣いていると言っ
ていました。

自分ひとりだけ生き残ったことに対する罪
悪感を感じている人がおりました。「泣いちゃ
いけないのではないか、頑張らなきゃいけな
いのでないか、そう思うと、余計に辛くなって
くる。」という方に「泣きたいときは思いっき
り泣きましょうね。泣いてもいいんですよ。辛
いときは泣きましょう。そして、あなたが生き
残ったことは何も悪いことではない。あなた
が生きていることを応援しているはず。頑張
り過ぎなくてもいい。でも “ 生きる ” という
ことには前向きになって欲しいなぁ。」と話さ
せていただきました。

■活動後のまとめ
陸前高田での活動をスライドにまとめまし

た。被災者は、「自分たちが世間から少しずつ
忘れ去られていくのではないか。」「自分たち
は置き去りにされてしまうのではないか。」と
いう不安を強く感じていました。
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■石巻での活動
最後に石巻での活動を報告いたします。活

動場所や期間はスライドのとおりです。

■活動内容
活動内容は、「Open　Japan」というボラン

ティアサークルに協力し、公園の清掃、海岸清
掃を東松島から松島海岸にかけて行いました。

漁業支援では、「Peace　Boat」というボラ
ンティアサークルに協力し、女川から牡鹿半
島で支援活動をし、雄勝地区では「Oh! ガッ
ツ」というボランティアサークルに協力し、そ
こでも同様に漁業支援をしました。

■東松島海岸清掃・公園清掃の活動
東松島は、津波被害が大きかった場所です。

海岸は 1 ｍ以上地盤沈下し、遊泳禁止とな
りました。そこには多くの流木や松の葉やゴ
ミがあり、砂浜を歩くと怪我をする恐れがあ
るため、津波前のような美しい海外に戻した
いという願いをこめて、清掃活動をしました。

東松島の国立公園に続く有名な公園も、津
波で全壊したため、元の美しい姿にとり戻そ
うと、草取りや種まきなど公園再生のための
活動もしました。

■Peace　Boat の活動

「Peace　Boat」での漁業支援活動は、石巻
の基幹産業でもある漁業を再建する支援でし
た。

具体的な作業内容は、養殖に使う貝殻の選
別や錘に使う土俵作り、貝殻にワイヤーを通
す殻っこ刺しなどと多岐に渡りました。
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決まった短い期間に作業を済ませないと、
翌年の収穫が得られません。それでは被災者
の生活そのものが、できなくなってしまいま
す。被災者の生活を守るためのボランティア
活動でした。

■Oh! ガッツの活動

Oh! ガッツも漁業支援活動でした。貝殻の
生産の支援で、震災を乗り越え、世界に通用す
るような有名な牡蠣を作っていきたいという
夢を持っていました。

■石巻赤十字看護専門学校の学生との交流
石巻赤十字看護専門学校の学生と話す機会

が得られました。石巻赤十字看護専門学校は、
校舎が津波で壊滅状態になっていました。し
かし、学生は全員、小学校に避難でき、奇跡的
に助かることができました。

自分たちも被災をしましたが、赤十字の看
護学生として「できることをやろう」と話し合
ったそうです。自分たちが避難した小学校に
は、介護を必要とする被災者や怪我をした被
災者が 1,000 人近くいました。そこで傷の応
急手当や介護活動、こころのケアを看護教員
の指導を受けながら行いました。自分たちの
こころのケアもしながら活動をしたとい

う、壮絶な体験を１年生や２年生の学生が話
してくれました。石巻の看護学生はこの体験
を通して「大人へと成長した」と教員たちが言
っていました。

■集会室で被災者との交流
石巻の仮設住宅の集会室で被災者との交流

会を持ちました。血圧測定や健康相談をしな
がら、被災者の話を聴くという機会を設けさ
せていただきました。

震災から 1 年 5 ヶ月経っていたので、仮設
住宅での生活も安定してきており、笑顔がみ
られるようになっていました。「これからの生
活をどうするか、仮設住宅を出る時の不安も
ありますが何とか生活しています。」と言って
いました。

震災から 1 年 5 ヶ月経過して、多くのボラ
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ンティアが継続して訪問している仮設住宅と
ほとんどボランティアの訪問がない仮設住宅
というバラつきがあるそうです。ボランティ
アの訪問がない仮設住宅は、支援してもらい
たいことがあっても支援を受けられない、私
たちは見捨てられてしまったのかもしれない
といった思いを抱くことがあると言っていま
した。

■石巻港の慰霊塔　

ボランティア活動最後の日、石巻の最大の
津波被害地域の石巻港を訪問しました。この
あたりは民家が密集していたそうですが、全
て津波に流されました。

瓦礫の山は綺麗に整理されていました。今
は、慰霊塔や仏様、お地蔵様が設置され点灯火
が点いていました。ここの津波の高さはポー
ルの先の６m のところまできたそうです。

■ボランティア活動のまとめ
ボランティア活動最終日、学生とミーティ

ングを行いました。
ボランティア活動では、支援内容が地域の

ニーズに合っているかどうかが非常に大切で
す。自分たちのできることや、やりたいことを

やるのではなく、地域のニーズをきちんと掴
んでそれに合ったボランティア活動をすると
いうことが重要です。

自分たちの行うボランティアは、本当に地
域のニーズに合っているか、地域にとって不
利益になることはないのか、よく見極めて支
援をしなければ、本当の被災者のための支援
にはならないということを改めて学びました。

ボランティア活動にあたって、自分の自己
管理・健康管理に加え、きちんと自身が自立
していなければ、人を支援する活動というの
は難しいと思いました。

■「自助・共助・公助」のための備え
私はこのボランティア活動を通して、「自

助・共助・公助」が非常に大事だと思いました。
自分の命を守れなければ、人の命を助けるこ
とはできません。東南海沖地震が来ると言わ
れています。自分の命は自分で守ることを、
日々の生活の中で、自分が行動化していかな
ければならないと思っております。

個人や地域は自助・共助・公助の考えのも
と、平時の個人の備えを充実させ、地域で助け
合える体制を整えることが大切です。



Journal of Sugiyama Human Research 2012136

第3回　人間講座「災害現場の活動 ―仮設住宅での活動を通して― 」

■災害に備える
例えば、スライドのような備えです。これら

について、家族で今からきちんと話し合われ
て決めておくことが大事だと思います。

■普段からの備え
自分や家族を守るため、普段からの備えが

大切です。県や市の避難ブックなどにも必要
なものが詳しく書いてあります。非常用の物
品としてあげたものを参考に必要なものを揃
えておくことを、お勧めします。

ご清聴ありがとうございました。
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防災行動と情報収集
Disaster prevention and Information gathering.

椙山女学園大学人間関係学部教授
山根　一郎
Ichiro　  YAMANE

1.　はじめに
筆者の専門は社会心理学であり､ 防災の分

野ではない。それでも今回、防災の講演を担当
したのは､「防災士」および「危機管理主任」の
立場から､ 災害被害者を１人でも減らしたい
という気持ちによっている。加えて､「気象予
報士」の立場から､ネットで閲覧できる詳細な
実況によって防災・減災がより可能である気
象災害についての情報収集法を伝えたかった。
そのため､講演内容も学術レベルではなく､実
用的なノウハウレベルを目指した。

防災の基本は寺田寅彦（明治時代の物理学
者）の言うように「正しく怖がること」である。
すなわち、怖がりすぎも怖がらなさすぎもと
もに的確な防災行動（＝被害を最小にする）に
結びつかない。怖がりすぎは、風評被害やパニ
ック行動などの二次的被害を発生させ、怖が
らなさすぎは、「正常性のバイアス」として避
難行動を遅らせる。正しく怖がるためには、正
しい知識と迅速な情報が必要である。防災行
動には情報収集が必須なのである。

本稿では、講演では言及しなかった、防災行
動における情報への態度の問題から始めたい。
その問題こそ情報の活用を決定するからであ
る。

2.　防災情報の問題点
防災については、災害をもたらす自然現象

の研究が進んでいるだけでなく、情報化・ネ

ットワーク化によって、防災情報の迅速・広
範囲な流通が可能となっている。ただし、情報
発信の増加に対して､ 住民の受信態勢は旧来
のままであることが多い。すなわち、住民の防
災行動と必要な情報との間に齟齬が生じてい
る。まずはこの現実を問題にしたい。

2.1.　発信側の充実
防災についての公共機関の情報発信量は飛

躍的に増大している。たとえば、国の防災対策
の基本が理解できる『防災白書』は全ページが
ネット上で無料で閲覧できるようになってい
る。自治体では、地震および洪水ハザードマッ
プの公表が義務化されているため、パンフレ
ットや自治体の防災サイトにおいて、地域の
想定震度や想定浸水深のマッピングが公表さ
れている。また（気象庁を含む）国土交通省の
サイトでは、降水量や河川水位の実況（リアル
タイムな情報）が常時更新されている。さらに
緊急地震速報の受信に対する民間レベルの情
報サービスも充実している。

これらの情報化はとくに実況の配信に役立
ち、観測網の細分化や更新間隔の短縮化とい
う空間的・時間的細分化により、より精細な
情報発信が可能となっている。また、メディア
レベルにおいても、受信器のモバイル化によ
って、無線化・携帯化・バッテリー駆動化が
可能となって、避難行動と情報収集が両立で
きるようになった。
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2.2.　情報の齟齬の問題
ただし、これらの情報化が充分に防災に機

能しているわけではない。まず発信側の問題
としては、提供している情報が詳細になるほ
ど、新たな解説が必要となり、その解説が不充
分なため、せっかくの情報を正しく活用でき
ていない。たとえば自治体が提供している各
種のハザードマップは、住民には “ 次の災害
予報図 ” と理解されてしまうことで、防災行
動に予断を与えてしまう。実際、東日本大震災
の被災地で、津波ハザードマップの予想を越
えた津波が発生したが、ハザードマップの予
想津波高を信じたため避難せずに被害にあっ
た。さらに細かい問題では、防災についての情
報が並列的列挙で優先順が示されないため、
住民は何から始めればいいのか自分で判断を
しなければならない。これも “ 正しい ” 防災
行動に導かない。公共機関から非常に有用な
情報が発信されているにもかかわらず、広報
や解説が足りず、また発信の仕方が不親切で、
住民に利用されないか、利用されても誤った
仕方に導きかねない。

より深刻なのは受手側の問題である。情報
の受信者である住民側に、正しい防災行動に
至らない心理学的問題（「正しく怖がる」こと
の難しさの原因）がひそんでいる。

まずは「感情」の問題。感情は行動の動機づ
けにかかわるため、防災・避難行動を起こす
直接原因となる。脅威が現前している時の感
情が “ 恐怖 ” で、脅威の対象が非現前であり
ながら心理的に自覚されている状態が “ 不
安 ” である。恐怖は避難行動を動機づけ、不安
は防災行動を動機づける。「正しく怖がる」と
はきちんとした “ 不安 ” をもつことから始ま
る。ところが不安というのは不快な感情であ

り、同時に恐怖のように差し迫っていないだ
けに、人は不安を心理操作で除去しようとす
る。すなわち安易に “ 安心 ” したがる。一番簡
単な安心化は、不安を与える情報に接しない
ことである。したがって、人は防災の知識をあ
えて得ようとしたがらない。逆に言えば、防災
には不安への耐性が必要なのである。

また心的情報処理である「認知」にも問題が
ある。認知は、情報収集行動、すなわち興味・
関心にかかわる。社会心理学において、人びと
の態度形成にかかわる認知的過程を説明する
モデルに「二重過程理論」というのがある。さ
して重要でなく関心が低い問題は、情報量が
少なく処理負荷が低い「周辺的処理」をされ、
重要で関心の高い問題は、情報量が多くそれ
だけ処理負荷が高い「中心的処理」をされると
いう、認知処理の使い分けの理論である。

本稿では、防災行動を、認知的処理というよ
り、情報収集行動として論じたいので、周辺／
中心という区分けの代りに、情報ルートの違
いとして短絡系／詳細系という区分けにする。
すなわち、短絡系は、周辺的処理に対応した最
小な情報を求めるルートで、たとえば新聞で
今日の天気の「晴」か「雨」かだけを知ろうとす
る場合が相当する。詳細系は、中心的処理に対
応した、より多い情報を求めるルートで、たと
えば今日の天気を知るために、天気図や衛星
画像あるいは地域や時刻に細分化された降水
短時間予想などを求める場合である。短絡系
／詳細系は、活用する情報ルートの違いの他
に、利用者側の処理傾向の違いをも意味する。
短絡系は、より簡単な情報をさらに単純化し
ようとする。たとえば定量的な降水確率を降
水の有／無に単純化する。

短絡系の利点は、アクセスの負荷が低く（ア
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クセスしやすい）、結果がすぐ分かる（分かり
やすい）点で、マスコミなどで広く流布される
情報は短絡系の代表である。欠点は、情報の精
度（時間・空間的分解能）が粗く、結果的に不
正確となりやすい点である。また、高頻度で接
したくないがゆえの短絡系であるため、情報
の更新（変更）が伝わりにくい。たとえば東日
本大震災時の津波警報は、最初にテレビで伝
えられた予想波高が、その後より高い数値に
変更されたのだが、最初の情報だけを信じて
情報の更新をせずにいた人が被害にあってし
まった。このように短絡系の情報は、日常の天
気予報程度の利用なら問題ないが、生死にか
かわる自然災害時においては、防災行動を誤
らせる致命的な欠点となる。

詳細系は、時間的・空間的分解能が高い情
報なので、自宅の被害予想への精度が高い。そ
のため結論が出るまでに処理の負荷・時間が
かかるが、処理システムの高度化によりこの
欠点は克服可能である。本質的な欠点は、アク
セスルートや解読が一般向けではない点で、
短絡系を求める人にとっては負荷が高すぎ、
アクセスさえされない。そこで必要なのは詳
細情報を一般向けに分かりやすく解説する仲
介者である。テレビの天気番組に登場する気
象予報士はその役割を果たしており、筆者も
その１人でありたいと思っている。

より正しく怖がるためには、短絡系から詳
細系へ処理ルートを変更することである。ま
ずは短絡系での処理を改善してほしい。たと
えば毎週月曜に一週間分の天気予報を見るだ
けという超短絡な処理は不正確なだけである。
天気予報はより短期ほど精度が高く、より長
期ほど精度が低いのであるから、週の後半の
予報は精度が低いことを理解してほしい。詳

細系への移行を促進する要因として、メディ
アの進化がある。すなわち、専門的・詳細な情
報が誰でも入手しやすくなった。しかし移行
を妨害する要因も残っている。それは前時代
の情報行動の継続、すなわちリテラシーの停
滞と短絡系（マスコミ）への過信である。他の
ことならいざしらず、防災は自己や家族の生
命にかかわる最重要な問題なのであるから、
家族を守る者は ‶ 詳細化 ” すべきである。

3.　地震災害に備える
以上の観点をふまえて防災の各論に入る。

まずは地震災害である。地震現象そのものに
ついては他の講座に譲り、本稿では地震防災
に絞る。

3.1.　短絡系の問題
地震防災について短絡系の処理は以下の点

に問題がある。
a)　グラッときたら火の始末 ?

標語というのは、人の頭に入りやすく記
憶しやすいという短絡系の利点が生かされ
た最高度に効率化された行動指針の情報で
ある。地震の対処における標語も以前は、

「グラッときたら火の始末」であったが、現
在では「グラッときたら身の安全」に変更さ
れている。つまり地震動の最中での消火行
動はかえって危険であり、まずは身の安全
確保が優先されるべきなのである。防災上
の最も効率的な情報である標語のこの変更
を、年配者はご存知であろうか。

元 「々火の始末」とされたのは、関東大震
災の死者の 9 割が火災によったためである。
すなわち地震動による死者より地震後の火
災の死者が 9 倍もあった。地震で怖いのは
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火災であることは今でも変わらないことか
ら、現在の都市ガスでは震度５弱（物的被害
が出はじめる揺れ）以上になると自動的に
停止する装置がついている。すなわち強い
地震になるとガスコンロの火は自動的に消
える（プロパンガスはその限りでない）。

グラッときたらどうするか、一連の順序
を頭に入れておいてほしい。まず机の下に
身を隠すなどの①身の安全の確保、そして
地震が収まった後に②火の始末、そして③
逃げ道の確保、と続く。この順が大切で、先
行する項が不要の場合は、次項にとりかか
る。
b)　食糧の備蓄で安心してしまう

同じく、防災準備にも優先順がある。生命
の安全確保を最優先するなら、優先順は、①
建物の耐震化、②家具の耐震補強、③避難用
具の確保、④食糧の備蓄となる。阪神淡路大
震災の死者の 9 割は建物の倒壊によってい
る。

ところがこの順は、費用と手間のかかる
順でもあるため、その逆順である④にまず
手を付けられ、そしてそれで “ 安心 ” して
しまうと、安心という感情は防災の動機づ
けを下げるため、①にまで達しなくなる。食
糧の備蓄は、実質的には生命の安全という
より生活の質にかかわる問題である。①に
至らなければ生命の安全は確保されない。
c)　マスコミ情報のみに頼っている

防災に関心があるなら、『防災白書』は真
っ先に読むべき情報である。たとえば、平成
21 年（東日本大震災の 1 年前）に刊行され
た防災白書では、すでに東海地震の他に東
南海・南海地震も被害が予想されていた（プ
レート境界型の地震なので、周期・規模な

どが一定のため）。筆者自身、これを根拠に
勤務先でも東海地震ではなく南海トラフの
三連動地震に対処すべきと主張したのだが、
マスコミで取り上げられなかったため、当
時は大学人ですらこれらの地震を知らず、
取り合ってもらえなかった。今でこそマス
コミによって知れ渡った「三連動地震」だが、
東海地方にとっては実はそれだけが予想さ
れる地震なのではない。上の『防災白書』に
は、東海地方では、プレート境界型の地震の
前後にプレート内型（いわゆる “ 活断層
型 ”）の「猿投－高浜断層帯地震」の発生が
懸念されている（図 1）。

図１　『平成21年版防災白書』より猿投－高浜断層帯の地
震予想
震度７が予想される地域が多数あり、予想される東海地震
よりも被害が大きい。

この活断層は本来なら活動周期が長いの
だが、プレート境界の活動の余波を受ける
ため、活発化が懸念されているのである（同
様な地震は東日本大震災翌日の長野県北部
で起き、また昭和 20 年 1 月に起きた三河地
震も、1 ヶ月前に起きた昭和東南海地震の
影響と思われる）。我が国の防災機関の最上
位である「中央防災会議」が公認しているこ
の地震は、マスコミではまったく言及され
ていないが、想定死者は 11,000 人であり、
当時の東海地震の想定 9,200 人よりも多い。
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3.2.　詳細系への移行
上の短絡系の問題点をクリアしたら、以下

のような詳細系へ移行してほしい。
a)　自宅の危険度を把握

まずは自宅付近のハザードマップを見る
こと。ハザードマップは自治体のサイトか
パンフレットで入手できる。東海地方の各
自治体の地震ハザードマップは東海・東南
海地震の想定震度がマッピングされている。
ただし、来たる地震が想定通りである保証
はないため、その数値は台風接近時の「予想
雨量」以上の信頼性もない。ハザードマップ
で “ 読む ” べきなのは、想定にもとづく具
体的値では決してなく、相対的な地盤の強
弱である。すなわち、（メッシュ単位ではあ
るが）居住地域の地盤の強弱分布図として
読むべきである。

また、地震被害には真下の地面の揺れだ
けでなく、傾斜地の土砂災害も発生するこ
とから、土砂災害危険箇所の地図も併用し
てほしい（ネットで閲覧可能）。たとえば名
古屋市千種区が作成した地震ハザードマッ
プには土砂災害危険箇所も重ねて載せてあ

り、理想的である（図２）。
b)　耐震性を高める

地震対策で最も重要なのは建物の耐震化
である。首都直下地震における想定死者数
が 2010 年に 11,000 人だったのが 2012 年
は（震度は逆に強い方向に修正されたにも
かかわらず）9,700 人に減ったのは主にこの
ためである。
①　耐震診断

家屋が 1981( 昭和 56) 年 6 月の「新耐震基
準」を満たしていれば、震度 6 ～ 7 でも倒壊
だけは免れる。それ以前に建てられた建物
は、そのままでは震度 5 強で倒壊が始まる。
この劇的な差は阪神淡路大震災や中越地震
で確認されている。東日本大震災でも、震度
７を記録した宮城県栗原市では死者０であ
ったのに対し、震度 5 強の東京で、新耐震基
準を満たさない建物で死者を出した。それ
くらい生死を左右するのが建物の耐震性で
ある。耐震性が弱い建物では、いくら食糧を
備蓄しても、倒壊した下では食糧にたどり
つけまい。

耐震性は（違法建築ではない限り）、上の
建築年月で判断できるが、より詳細な「簡易
耐震診断」はネットでできる（URL は後述）。
さらに建築士による本格的な耐震診断は、
自治体に申請すれば無料で受けることが可
能である。また耐震補強は 100 万円単位の
費用がかかるが、自治体で半額ほど補助し
てくれる。
②　家具の耐震化

次に重要なのは、室内の耐震補強である。
補強の器具は数種類あり、それらで効果が
異なる。一般的には効果は強い順に下記と
なる。

図２　名古屋市千種区の地震ハザードマップ（部分）
薄い領域が比較的軟らかい地盤で、やや濃い領域が比較的
硬い地盤と読む。格子線で囲まれた部分が土砂災害危険箇
所。東山公園が広域避難場所になっている。
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L 字金具＞チェーン＞ポール（つっぱり
棒）＞ストッパー

ただし、ポールとストッパーを併用する
と L 字金具並の効果が得られるという結
果があるので、家具や壁に孔をあけたくな
い人は併用するとよい。また家具の置く向
きでも揺れが異なる。地震では建物の長辺
側が揺れるので、短辺側の壁に沿って置く
と、家具の左右面が揺れるので倒れない。建
物の短辺側と長辺側とで家具で揺れがまっ
たく異なることは、筆者も東北地方太平洋
沖地震時の震度５強を東京の自宅で確認で
きた。
c)　情報の整備
①　緊急地震速報の受信体勢

地震の正確な予知は不可能だが、プレー
ト境界型地震の本震が来る 10 秒ほど前の
速報はとても頼りになる。実際の速報では
震源と強さ（マグニチュード）も教えてくれ
る。筆者は実家が東京にあって、東日本大震
災後、余震による緊急地震速報をほぼ毎日
のように聞いた。その経験では、精度に限界
はあるものの、速報後に地震を待っている
状態になるので、かなり冷静になれる。学校
などの防災訓練は、緊急地震速報を受信す
る場面から始めるとよい。

専用の受信装置として、FM 放送波を利
用した安価なものが発売されており（筆者
も自宅と研究室に設置）、携帯電話やスマー
トフォンのアプリ（ソフト）でも無料のもの
がある。ただし、筆者はスマートフォンのア
プリで受信範囲を「関東」に限定していたた
め、東北地方太平洋沖地震の緊急地震速報
は、震源地が東北地方だったためキャッチ
できなかった。南海トラフの 3 ～ 4 連動地

震では駿河湾から日向灘までが震源域とな
りうるので、受信範囲を「全国」にしておい
た方がよい。
②　災害伝言ダイヤルに慣れておく

災害時に携帯電話は実質的に使えない。
トラフィックの輻輳のためである（災害時
は道路と同じく緊急用に優先すべき）。一方、
電話回線は停電時でも使えることは覚えて
おいて損はない（ただし IP 電話は不可）。

NTT では、災害時にのみ開設される「災
害伝言ダイヤル」というサービスを用意し
ている。これは家族の間で被災情報や避難
先などの伝言メッセージをやりとりできる
もので、固定電話が前提となっているが、携
帯電話からは再生のみ可能。

このサービスは、本番以外にも、毎月 1 日
と防災週間に限って利用可能なので、家族
全員で体験しておくべきである。ぶっつけ
本番では使いにくいためである（特に携帯
電話での利用に関して）。
③　広域避難場所の実地確認

自治体が住民の居住地域ごとに指定して
いる広域避難場所をきちんと確認しておく。
ちなみに「一

いっとき

時避難場所」は、集って広域避
難場所に行くための場所であって、正式な
避難場所ではない。広域避難場所には水や
防火の設備が整っている。

また自宅から避難場所・避難所に向かう
ルートの確認も必要である。その場合、地震
と大雨とでルートの選定基準を変える。地
震の場合は、避難路に看板・ブロック塀・
自販機などがない道がよい。大雨の場合は
水路・橋・低地がない道がよい。また土砂
災害危険箇所は双方ともない道がよい。
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4.　気象災害に備える
気象災害は、地震にくらべて、突発的でなく、

その分予想が可能である。とりわけ近時間で
あるほど予想精度が高く、地域・時間を絞っ
た実況・予想はかなりの精度で可能となって
いる。気象災害こそ、短絡系から詳細系に移行
するだけで、確実に被害を減らすことが可能
である。しかも詳細系の情報はネットを使え
ばだれでもいつでも入手可能になっている。
ただし、現在の観測網以下の事象、たとえば竜
巻や短時間強雨（マスコミでいう「ゲリラ豪
雨」）は発生の予想も実況も捉えにくい。気象
庁では 2012 年から「竜巻注意報」を発表する
ようになったが、発生を予測できる精度には
ない。

4.1.　気象災害の原因
気象災害をもたらす原因のほとんどが「積

乱雲」である。強風、竜巻、ダウンバースト、大
雨、大雪、落雷、降雹、いずれも積乱雲による。
台風を構成する雲ももちろん積乱雲の塊であ
る。積乱雲が豪雨災害をもたらすのは、１つの
雲によるのではなく（その場合は “ 通り雨 ”
ですむ）、集団的状態になっているか、あるい
は同じ場所で次々と発生して停滞性の長時間
大雨となる場合である。前者の典型は台風で
あり、後者の典型は梅雨末期の大雨である。し
たがって気象災害を防ぐには、積乱雲の挙動
を監視することが必須となる。

大気が不安定になったり、台風が接近する
などの予報は気象庁などの専門機関にゆだね
るが、自分のいる地域が今から大雨になるか、
あるいは今の雨が止むかはネットでの実況で
確認できる。これは積乱雲の塊が自宅近くに
きているかのチェックである。そのためには

積乱雲の移動方向と速度が重要である。これ
は静止画ではまったく分からないので、実況
は動画で再生すべきである。具体的には
4.3. ｂに記す。

4.2.　短絡系の問題
積乱雲が迫っている時に、新聞・テレビ（地

上波）は役に立たない。時間と空間による精度
が粗いためである。大雨になったら川を見に
行くという目視にたよるのも危険である。テ
レビのデータ放送ならある程度役に立つが、
停電時は使えない。ネットでの実況を最大限
に利用すべきである。

4.3.　詳細系への移行
詳細系はネットでの実況情報を意味する。

メディアはパソコンである必要はなく、スマ
ートフォンやタブレット端末の方が携帯性・
バッテリー駆動性の点で優れている。
a)　自宅の危険度の確認
①　洪水ハザードマップの確認

ここでは河川からの距離や低地を確認す
るのが目的で、 地震の場合と同じく想定
‶ 浸水深 ” は参考値としてあてにしない。
また自宅の標高も知っておくとよい（津波
被害に対応する場合も）。2.5 万地形図（ネ
ットで閲覧）やスマートフォンのアプリで
現在地の標高を確認できる。
②　土砂災害危険箇所

土砂災害は地震でも大雨でも起こりうる
ので自治体のハザードマップに追加してほ
しい情報である。自治体の防災サイトにな
い場合は、国交省のサイト等で確認できる。
b)　積乱雲のチェック

接近するか、発達するかの 2 点をチェッ
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クする。
①　目視  

積乱雲の最盛期を示す “ かなとこ雲 ” の
先端が最上空の風下であるので、まずはそ
の雲の向きを確認する。ただし雲本体の移
動方向はさらに下層の風向によるので、雲
本体の移動方向も確認する。本体が頭上に
来る前に、ダウンバーストなどの災害級の
強風が来ることもあるので注意を要する。

かなとこ雲がなくても雷光・雷鳴があれ
ば積乱雲である。これらが確認される場合
は、落雷の危険があるので屋内に退避する。

竜巻を目視で確認した場合は、進行方向
を確認し、進行方向から 90 度の方向に避難
する。屋内にいてこちらに向かってきた場
合は、階下の部屋の中央かバスタブに避難
する。階上の窓際が最も危険で、屋根や窓も
ろとも吸い上げられてしまう。
②　ネット

積乱雲の接近の有無、すなわち積乱雲の
移動方向を探るためには、動画再生が必須
である。積乱雲を直接映している気象衛星
画像は、解像度が低く、更新も 30 分間隔と
長い。また画像から積乱雲を見分けるには
ある程度の経験が必要である（純白で塊の
雲を目安とする）。

ただし、豪雨災害をもたらす停滞性の「テ
ーパリング雲」（ニンジン状雲）ははっきり
と確認できるので、この三角形の雲画像は
覚えておく価値がある（図３）。

積乱雲本体ではないが、積乱雲内の強い
雨雲域を捉えた気象庁の「レーダーナウキ
ャスト」、より高精細なら国交省の「X バン
ド」（2013 年現在試験運用）が使える。強雨
域は変化が激しいので、更新間隔が長いと
進路予想に使えない。X バンドは更新間隔
が 1 分と最短である。

またテレビのデータ放送でも衛星画像を
閲覧できるが、動画のチャンネルは限られ
ており、予想画面はない。
c)　豪雨時の情報チェック 

台風以外の大雨はマスコミで実況されな
い。なので、気象庁を始めとするネットで実
況を確認する。チェックポイントは、現在の
雨の「強さ」（時間雨量）、今までの「総量」、今
後の「持続性」の３点。被害が発生するおそ
れがある具体的数値は、総雨量 200 ミリを
超えて、まだ時間雨量 50 ミリ前後の強雨が
続く場合（一般的に側溝の排水機能は時間
雨量 50 ミリが限界）、あるいは時間雨量 80
ミリを超える猛烈な雨が、すぐ止みそうに
ない場合である。すぐ止みそうかどうかは、
レーダーナウキャストの予想画面で強雨域
の移動状態を見る。

現実に災害に結びつくのは「大雨警報」で
はなく、その上のレベルの「記録的短時間大
雨情報」である。これは “ 数年に一度の大
雨 ” になっている場合に気象庁から当該地
域に発表される気象情報で、事務的な名称
ながら危険性は深刻である。2012 年から
は “ 数十年に一度の大雨 ” の場合、「これま

図３　平成20年8月末豪雨の２つのテーパリング雲（気象
衛星画像より）
三角形の下向きの頂点部分が長時間の強雨域。左側の雲は
岡崎市上空にあり、死者2名を出した。
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でに経験したことのない大雨」という情報
が発表されるようになった。実際にこれが
発表された九州北部地方は死者 26 人を出
す豪雨被害に見舞われた（平成 24 年 7 月九
州北部豪雨）。

河川の増水情報は 国土交通省の「川の防
災情報」というサイトを利用する（決して川
へ見に行かない）。このサイトでは更新間隔
の初期設定が「1 時間」になっており、これ
では防災に役立たないので「10 分」に直す
こと。河川水位は、それぞれの河川ごとに、
水位の低い順から、水防団待機水位、氾濫注
意水位、避難判断水位、氾濫危険水位が定め
られている。避難判断水位を越えたら「避難
勧告」が発令される。また氾濫危険水位を越
え、計画高水位（堤防の高さ）に達したら氾
濫が発生する。大雨時には、レーダーナウキ
ャストでの強雨の継続性を念頭に入れて、
10 分ごとの水位の変動を見つめること。

これらの情報は自治体が独自に発信して
いる場合がある。たとえば愛知県日進市で
は、河川水位と雨量についてのプッシュ型

（携帯電話対応）の防災情報サービスを提供
している。

4.4.　情報収集先
以上の防災のための情報を収集先ごとにま

とめてみる。サイトの場合、当該ページをブッ
クマークしておくとよい。
a)　自治体（市・区レベル）

まずは自治体の防災情報サイトにアクセ
スし、「公助」の正しい情報を確認する。
①　地震および洪水ハザードマップの入手

自治体によっては、津波や液状化のハザ
ードマップもある。

②　避難場所・避難所の確認
防災倉庫や備蓄品の情報もほしい。

③　情報サービス
自治体独自の災害情報サービスの有無
を確認。有れば登録する。

④　支援
無料耐震診断、耐震化工事の補助、災害
時要援護者への対策など。

b)　国土交通省
実況に強い。気象庁だとアメダスしかな

いが、道路沿いにより多くの国土交通省の
雨量計が設置されている。無用なトラフィ
ックを減らすため、更新は手動でする場合
が多い。
①　川の防災情報　http：//www.river.

go.jp/03/nrpc0301g.html
地図から自宅付近の観測所（地点）を探
す。

②　 Xバンド　http：//www.river.go.jp/
xbandradar/index.html

c)　気象庁
初期画面が「全国」なので、地方をたとえ

ば「東海地方」に変更する。
①　警報・注意報　http：//www.jma.

go.jp/jp/warn/
②　気象衛星画像　http：//www.jma.

go.jp/jp/gms/
③　レーダーナウキャスト　http：//

www.jma.go.jp/jp/radnowc/
d)　地震ハザードマップ（全国）
①　地震ハザードステーション　http：//

www.j-shis.bosai.go.jp/
e)　土砂災害情報マップ

県の防災サイトにリンクされている場合
が多い。愛知県日進市をはじめ市・区の防
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災サイトにリンクされている場合もある。
f)　耐震診断
①　誰でもできるわが家の耐震診断　

http：//www.kenchiku-bosai.or.jp/
wagayare/taisin_fl ash.html

g)　災害伝言ダイヤル（171）
①　NTT西日本　http：//www.ntt-west.

co.jp/dengon/
②　NTT東日本　https：//www.ntt-east.

co.jp/saigai/voice171/
東・西でシステムは同じなので、使い
方についてはわかりやすい方のマニュ
アルを参考に。

h)　防災白書
①　内閣府　防災白書　http：//www.

bousai.go.jp/hakusho/hakusho.html
i)　テレビチャンネルのデータ放送

視聴地域が自動的に認識されるため、ネ
ットに不慣れな人向き。ただし実況情報や
動画に対応してない場合がある。短絡系と
詳細系の中間的存在。

j)　山根一郎の「気象の世界」
http：//web.sugiyama-u.ac.jp/
~yamane/kisho/kishoF.html
本学星が丘・日進キャンパスでの気象観

測情報。東海三県向けに必要な「防災情報リ
ンク」ページも。

5.　おわりに
防災に携わって一番問題を感じているのは、

多くの人が情報化の恩恵を受けていないこと
である。生存にかかわる恩恵であるのに。

これを解決するのは、その人たちを正しい
情報に導く仲介者である。そのことが痛感さ
れたのは、福島第一原発事故においてであっ

た。事故当時、日本人いや世界中のほとんどの
人は、“ 放射能 ” の恐怖については、昔の特撮
映画レベルの認識しかもたなかった。それだ
けに、目に見えない放射能の恐怖は、従来の短
絡系の処理では対処できない事態であった。
筆者は個人的関心で、事故以前からガイガー
カウンターで東京や名古屋の平常時（バック
グラウンド）の線量を測定しており、そのノウ
ハウで、事故直後に線量の実測値も予測値も
まったく公式に公開されないという信じがた
い状況の中、東京や北関東での測定値をネッ
トで公開し続けた。同時に、低線量被曝につい
ての放射線医学の知識はある程度習得してい
たため、ブログを通して多くの人に実際の被
曝量の影響についての情報を中立的立場から
提供できた（多くの読者のコメントによって
確認）。この期間、放射線量について、西日本の
人は全く平常値なのに過敏になり、福島の人
は異常に高い値なのに鈍感になるという傾向
も確認され、「正しく怖がる」ことの難しさを
痛感した。毎年、幾度も死者を出し続けている
気象災害においても、役立つ情報を求めない

4 4 4 4

という点で、正しく怖がっていないのである。
防災に対する関心（＝不安）が高まっている現
在こそ、詳細系の情報ルートに移行する絶好
の機会である。
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総合人間論プロジェクトの活動
A Report of the general aspect on humanity Project

椙山人間学研究センター主任研究員
椙山女学園大学人間関係学部教授

渡邉　毅
Tsuyoshi Watanabe

現在のプロジェクトメンバーは、人間関係
学部の三井悦子教授と山根一郎教授、それに
わたしの 3 名であるが、来年度からは、岩手大
学に移籍した音喜多氏の後継者（哲学担当）の
三浦隆宏講師に加わってもらうよう交渉中で
ある。

今年度の活動についての報告であるが、三
井教授は、短期研修制度を活用して半年間、ヨ
ーロッパに出張だった。帰国後も学科の構成
員不足（常勤 2 名が休職中）のため、入試委員
につかざるを得ず、今年度の活動報告からは
除外せざるを得なかった。来年度以降に期待
している。

山根教授は、気象予報士や防災士の資格を
生かし、災害対策という大学の重要な活動に
従事している。＜安全学＞というキーワード
で、全学的取り組みの重要な役割を果たして
いるところだ。その活動の一端は、人間学研究
センターの第 4 回人間講座で発表してもらっ
た。本年誌に報告が掲載されているので参照
していただければ幸いである。

自然災害の被害大国である日本において、
普段からの心がまえと対策が、被害を最小化
に導くことは論を待たない。地震被害の場合、
時代とともに死者を発生させる原因は変化し
ている。関東大震災では焼死者がほとんどだ
った。阪神・淡路のときは倒壊家屋の下敷き
が圧倒的だった。東北の場合、ツナミによる被

害だった。このようなデータの分析にもとづ
き、来る南海巨大地震にどう対処するのか。＜
災害学＞が存在するのかどうかは知らないが、
話題となってきたのは＜失敗学＞とか＜安全
学＞というキーワードだ。大学において、＜安
全学＞の履修をすべての学生に課すことには
大きな意味があるだろう。

＜安全学＞への取り組みも、広い意味で総
合人間学に含まれるものと考える。今後の展
望の一つだろう。

わたし自身は、総合人間学会のシンポジウ
ムに参加し、新たな知見を得ることができた。
災害をミクロな分析によって追求するのには
限界がある。シンポジウムでは、＜構造災＞と
いうマクロな追求概念が提示され、議論を呼
んだ。確かに巨大災害の場合、個々の被害ケー
スを集積しても、なかなか全体像は見えてこ
ないだろう。複雑系として、システマティック
に把握する必要があると思われる。シンポジ
ウムにおいての議論で、視点としては高い評
価を得たものの、責任論が希薄になるとの批
判も出された。とくに、原発事故は人災との指
摘もなされており、組織や個人の責任追及を
忘れてはいけないと思う。

現在の日本において、権利の主張が肥大化
しているのに反し、責任の所在が曖昧模糊と
なってしまっている。武士の責任の取り方は
明確だった。切腹という風習が良いか悪いか
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はさておくとして、責任の所在は明確だった。
「万死に値する」との言説はよく耳にするもの
の、自死で責任を取る人はきわめて少ない。こ
のような無責任体制は、官僚組織に典型的と
される。いくら官僚批判の声が高まっても、こ
れまで責任を取った官僚はほとんどいない。
責任を取らされた官僚はいるだろう。それは
組織の利益に反する行動を取った場合が大半
だ。大学も官僚組織の一端であり、文部科学省
の末端組織の一つにちがいない。その組織の
人間は何に、誰に責任を取るべきなのか。大学
人たるもの、責任対象は学生以外にない。大学
が教育機関である限り、このことは真実だ。し
かしながら、大学のややこしさは、一方で研究
機関との役割も担っている。研究者としての
立場と教育者としての立場をどのように組み
合わすのか。大学人に問われている大きな課
題だ。教育者としての責任は、明確なのに対し、
研究者としての責任は、曖昧だと思う。むしろ
責任を問う営みではない、といった方がいい
のかもしれない。だから、大学人は、責任を曖
昧化する場に身を置いているのだ。この延長
に原子力委員会の面々が位置している。

責任論がいささか逸脱してしまった。ただ、
今回の福島原発災害の責任は、世間も大学人
も追及の手をゆるめてはいけない問題だと認
識している。

人間講座の第 2 回に、名古屋学院大学の木
村光伸教授を招いた。彼は、設立以来、総合人
間学会の理事を務め、平成 25 年度の研究大会
は名古屋学院大学白鳥キャンパスで開催予定
になっている。木村教授の講演趣旨は、3.11
を経験して、いままで通りの便利生活でいい
のか、というものだった。3.11 は一人一人の
日本人に生き方の反省を強いていると思うの

に、現実はどうなっているのか。
国民は自らの選択を、国会議員の選挙にた

くすしかない。いわゆる間接民主主義の制度
の枠内に置かれている。そこでの意識は、とく
に教育現場においては、まず客観的とみなせ
る事実を教えることから培うべきではないか。
国民は果して、世界 No.1 の国を志向している
のか。前政権のイベントのなかで、なぜ No.2
ではいけないのですか、との言説が世間から
批判された。2012 年 12 月の選挙の結果、政
権は交替した。新しい政権は、世界経済の地位
を No.1 へと宣伝している。経済力が人口の函
数であり、周囲の状況が変化するなかで、過去、
短期間世界一の経済大国となった夢は、再び
よみがえることはない。中国に負けることを
自我の崩壊のごとく感じる人々は、アメリカ
に負けたことをどう総括しているのか。すべ
てをチャラにして、再び大日本帝国の夢にか
ける勢力を選んだ国民の意識を、わたしは悲
しく思っている。

人間学の問題として、権利と責任、暴力、ジ
ェラシー、帰属意識などを大きなテーマだと
わたしは考えてきた。今回の小論では、責任に
ついて論じたが、追求すべき課題は数多く残
されている。

最後に、伝統と継続についてふれておきた
い。＜継続は力なり＞と言う。実際に継続には
エネルギーを要する。『椙山人間学研究』も
Vol.8 までこぎつけた。どこまで続くのか。学
園とともに続くに違いない。伝統について、学
園をどうすべきか、もっとオープンな場で議
論してもいいのではないかと思う。わたし自
身は、椙山という冠がある限り、椙山家の関与
を全体として配慮すべきと思っている。

私事ながら、椙山女学園大学ではこの 3 月
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で定年を迎えることになった。26 年間の私
学生活だった。設置のしばりがかかっていた
4 年間、次の 4 年間の 8 年間の人間関係学部
は順風満帆だった。学生たちの質も高く、毎年
のように多くの志願者が殺到している。入学
者数も常に定員の 20％増を維持していたが、
あまり質の低下はなかったように感じている。

変化が生じ出したのは、大学設置基準の大
網化が打ち出された頃からだった。わたしは
1995 年から 4 年間、大学の学生部長の任に当
たった。学部を留守にすることが多くなった。
短期大学部が改組され、文化情報学部に生ま
れ変わった。カリキュラムの再編も行われた。
大学が変化するとともに人間関係学部も変化

した。そのなかで、後半の 14 年間を過ごして
きた。思い出はさまざまだが、一つだけ強調し
ておきたいことがある。それはケースメソッ
ドへの取り組みだった。必ず学外での研修合
宿を実行し続けたことだ。来年度からはケー
スメソッドの予算が削減になると聞いている。
良い区切りなのかもしれない。

ともかく、長いようで短い、また充実した
26 年間の楽しい日々を送ることができた。わ
たしにとっての帰属意識は、椙山の一員であ
ることだ。今後とも、椙山女学園の発展に微力
ながら尽くしたいと思う。
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「女性論」プロジェクト研究報告
A Report of the Women's Studies Project

女子大生のライフスタイルの将来展望に関する近年の動向分析
Analysis of the Recent Trend about the Future Prospects of the Lifestyle
 of the Women’s University Students

研究員（五十音順）
椙山女学園大学現代マネジメント学部教授

東　 　珠実
 Tamami Azuma

椙山女学園中学校教諭
小川　奈保子

 Nahoko Ogawa

椙山女学園大学人間関係学部准教授
小倉 　祥子

 Shoko Ogura

椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授
影山 　穂波

 Honami Kageyama

椙山女学園大学人間関係学部教授
藤原　 直子

 Naoko Fujiwara

椙山女学園大学人間関係学部教授
吉田　あけみ

 Akemi Yoshida

１．緒 言
我が国では、1999 年に男女共同参画社会

基本法が施行されて以来、女性も男性も性別
にかかわらず社会のさまざまな分野で個性や
能力を発揮できるような社会の形成をめざし
て、継続的な取組が展開されてきた。しかしな
がら、基本法施行 10 年を経てなお、国際連合
の女子に対する差別の撤廃に関する委員会の
我が国に対する最終見解では、多くの課題が
指摘されたことから１）、2010 年には、これら
を踏まえて第三次男女共同参画基本計画が策
定され、現在は、この計画に基づきながら、更
なる男女共同参画の推進が図られている。

第三次基本計画では、「男性片働きを前提と
した世帯単位の制度・慣行から個人単位の制

度・慣行に変更するといった視点から、固定
的性別役割分担を前提とした制度・慣行の見
直しを行う」ことが喫緊の課題の１つに掲げ
られたが２）、そのようななか、最新の男女共同
参画に関する世論調査（2012 年 10 月実施）で
は、固定的性別役割分担意識が上昇する傾向
が見られた。すなわち、「夫は外で働き、妻は家
庭を守るべきである」ことに「賛成」とする者
の割合が 51.6％（「賛成」12.9％＋「どちらかと
いえば賛成」38.7％）、「反対」とする者の割合
が 45.1％（「反対」17.2％＋「どちらかといえば
反対」27.9％）となり、前回調査（2009 年 10 月
実施）に比べ、「賛成」の割合が上昇し（41.3％
→ 51.6％）、「反対」の割合が低下した（55.1％
→ 45.1％）３）。女性だけをみると、高齢世代（60
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歳以上）を除き、「反対」が「賛成」を上回っては
いるが、50 歳代以下の女性のなかで、20 歳
代女性は、もっとも性役割に肯定的であり、
43.7％が「賛成」と回答している。さらに、「男
性は仕事をし、女性は家庭を守る」という考え
方に肯定的な 20 歳代の女性が近年増加して
いる傾向については、滋賀県の調査結果にお
いても指摘されているところである４）。

以上のような経緯を踏まえ、本研究では、本
学を事例に、女子大生のライフスタイルの将
来展望に関する近年の動向を分析することに
した。筆者らは既に、2007 年に本学園の生徒・
学生に対し「ライフスタイルの将来展望」に関
する調査を実施していることから５）６）、今回、
同様の調査を実施することにより、5 年前の
調査結果との比較を行い、女子大生のライフ
スタイルの将来展望の現状とこの間の変化に
ついて明らかにすることを目的とした。また、
調査結果に基づいて、今後の男女共同参画教
育、キャリア教育における課題についても、検
討していきたい。

２．研究方法
（１）調査の方法および内容

本研究では、上記のとおり、2007 年 7 月～
11 月に実施した「ライフスタイルの将来展
望」に関するアンケート調査（以下、2007 年
調査という）と同じ調査を、2012 年 4 月～ 12
月に実施し（以下、2012 年調査という）、2 つ

の調査の結果を比較する。アンケート調査は
授業中に実施し、回収した。

調査の内容は、国分康孝監修・片野智治他
編『エンカウンターで学級が変わる－高等学
校編』７）に掲載のライフコースの選択に関す
る質問事項を用いた。主な調査内容は、①結婚
に対する展望（結婚の希望、結婚する年齢、パ
ートナーの年齢、パートナーに望む条件）、②
働き方に対する展望（結婚後の就労形態）、③
子育てに対する展望（子どもの有無、子どもを
もつ時期、子どもの養育担当者）、④家庭生活
に対する展望（家事労働の担当者、家計の管理
者）についてで、いずれも選択肢による回答を
求めたものである。
（２）調査対象者と分析対象者

今回の調査（2012 年調査）では、現代マネジ
メント学部、人間関係学部、生活科学部の 1・
2 年生を調査対象者とした。2007 年調査にお
いては、中学生（3 年）68 人、高校生（1 ～ 3 年）
229 人、大学生（1・2 年、6 学部：723 人、3・
4 年、5 学部：168 人）891 人の合計 1,188 人
を調査対象者としたが、本研究では、このうち、
2012 年調査の対象群と同じ 3 学部、すなわち
現代マネジメント学部、人間関係学部、生活科
学部のデータを分析の対象とした８）。

本研究における分析対象者の構成は、表１
のとおりである。

表1　分析対象者の構成
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３．結果および考察
2007 年及び 2012 年のアンケート調査の結

果について、全体及び学部別に一覧表にまと
めると、表 2 のとおりである。ここでは、質問
項目ごとに、2007 年と 2012 年の調査の結果
に有意差が認められるかどうかについてχ 2
乗検定を実施した。

全体についてみると、結婚年齢、パートナー
に望む条件について 0.1％水準で、家事労働の
担当者について 1％水準で、子どもの有無及
び子どもをもつ時期について 5 ％水準で、

2007 年調査と 2012 年調査の結果に関して有
意差が認められることがわかる。また、危険率
を 10％とした場合には、結婚後の就労形態、
家計の管理者についても、両年の調査結果の
間に違いがあることが示唆されている。

一方、学部別にみると、現代マネジメント学
部では、2007 年調査と 2012 年調査の間に差
異が認められる項目が多い。同学部では、結婚
年齢、パートナーに望む条件、家事労働の担当
者について 0.1％水準で、結婚後の就労形態に
ついて 1％水準で有意差がみられる。また、危

表２　2007年と2012年のライフスタイル調査の結果の比較＜分析結果一覧＞
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表２　2007年と2012年のライフスタイル調査の結果の比較＜分析結果一覧＞（つづき）
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険率を 10％とした場合には、子どもをもつ時
期についても、違いがあることが示唆されて
いる。これに対し、人間関係学部では、結婚年
齢と子どもの有無について 5％水準で両年の
調査結果に有意差が認められる。危険率を 10
％とした場合には、家計の管理者についても
違いがみられる。また、生活科学部では、パー
トナーの年齢、子どもをもつ時期の 2 項目に
ついてのみ、1％水準で有意差が認められて
いる。

このように、2007 年調査と 2012 年調査の
結果を比べると、全体及び学部別において、学
生のライフスタイルの将来展望に関して、い
くつかの特徴的な違いがみられることがわか
る。また、有意差が明確でない項目についても、
一定の傾向を推察することができる。

以下では、個別の項目ごとに、2007 年調査

と 2012 年調査の結果について、詳細に比較・
考察していきたい。

（１）結婚に対する展望
a. 結婚
「将来の結婚希望」に対する回答は、図 1 の

とおりである。また、「結婚年齢」については、
図 2 のような回答が得られている。

はじめに、図 1 より、将来の結婚希望につい
て考察する。全体についてみると、2012 年調
査において、将来「結婚する」ことを希望する
者は 95.0％で、ほとんどの学生が結婚を前提
とした将来像を描いていることがわかる。
2007 年調査では、全体の 96.3％が「結婚する」
と回答しており、その割合は若干低下しては
いるが、有意差は認められない。「籍は入れな
いが一緒に暮らす」という事実婚を選択する

 

図1　将来の結婚希望

図2　結婚年齢
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者は近年増加傾向にあるものの、学生たちの
将来展望においては、そのような希望は、相変
わらずほとんどみられない。

一方、学部別にみた場合、いずれの学部でも、
2012 年調査においてなお、将来「結婚する」と
いう希望が圧倒的であることがわかる。ただ
し、2012 年調査の結果を 2007 年調査と比べ
た場合には、学部間の傾向に違いがみられる。
すなわち、現代マネジメント学部と生活科学
部では「結婚する」という回答が減少し、「一生
独身のまま」という回答が微増しているのに
対し、人間関係学部では「結婚する」という回
答がむしろ微増している。

次に、図 2 より、結婚年齢について考察する。
全体についてみると、2012 年調査では、72.1
％の学生が 20 代後半での結婚を、23.1％の
学生が 20 代前半での結婚を望んでいる。これ
を 2007 年調査の結果と比較すると、20 代前
半での結婚を希望する者が減り、20 代後半
での結婚を希望する者が増えるという変化を
みることができる。両調査結果の間には、0.1
％水準で有意差が認められ、違いは明確であ
る。このように、理想とする結婚年齢を 20 代
後半とする者がますます増えているが、一方
で、30 歳以上での結婚を希望する者はむし

ろ減少していることから、20 代での結婚に
こだわりを持つ学生が多いことが推察される。

学部別にみると、現代マネジメント学部で
は、全体でみた傾向とほぼ同じ特徴がみられ
る。すなわち、この 5 年間に 20 代前半での結
婚を希望するものは減少し、20 代後半を理
想とする者が 6 割弱から 7 割以上へと大きく
増加しており、両年の結果の間には 0.1％水準
で有意差が確認される。同様の傾向は、人間関
係学部や生活科学部においてもみることがで
きる。特に、人間関係学部においては、20 代
前半での結婚を希望する者が 4 割から 2 割へ
と半減する一方で、20 代後半での結婚を希
望する者が 7 割強となり、2007 年調査と
2012 年調査の結果の間には、5％水準で有意
差が認められる。生活科学部では有意差は認
められないものの、20 代前半が減少し 20 代
後半が増加するという傾向は明確にみられ、
さらに、2007 年調査で 8.6％であった 30 代
前半での結婚を望む者の割合は半減している。

b. パートナー
理想のパートナー（結婚相手）のイメージに

ついて、「パートナーの年齢」に対する回答は、
図 3 のとおりである。また、「パートナーに望

図3　パートナー（結婚相手）の年齢
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む条件」については、図 4 のような回答が得ら
れている。

はじめに、図 3 より、パートナーの年齢につ
いて考察する。全体についてみると、2012 年
調査においては、パートナーの年齢について、
59.0％が年上を望んでいる。2007 年調査にお
いては、55.6％が年上を希望していたので、
若干年上希望が増加する傾向がみられたが、
特に有意差は認められない。

学部別にみると、現代マネジメント学部に
おいては、2007 年調査では 57.9％が、2012
年調査では 60.7％が年上を希望しており、年
上希望が増えている。また、人間関係学部にお
いては、2007 年調査の 55.3％から 2012 年調

査の 49.1％と、年上を希望する割合は減少し
ているが、いずれも有意差はみられない。一方、
生活科学部においては、2007 年調査では、
42.9％だった年上希望が、2012 年調査では
71.2％と大きく増加し、1％水準で有意差が
確認できる。

次に、図 4 より、パートナーに望む条件につ
いて考察する。全体についてみると、2007 年
調査、2012 年調査ともに、「経済力」、「性格」、

「家庭を大事にする」が、回答の上位を占めて
いる。パートナーに望む条件については、全体
の結果において、2007 年調査と 2012 年調査
の間に、0.1％水準で有意な差が確認されて
いる。「経済力」については、2007 年調査で

図4　パートナー（結婚相手）に望む条件
〈全体〉

〈人間関係学部〉

〈現代マネジメント学部〉

〈生活科学部〉
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70.9％の学生が条件にあげていたが 2012 年
調査においてはさらに増えて 79.8％の学生が
条件に選んでいる。「性格」も 75.7％から 87.4
％に増えている。一方、「家庭を大事にする」は、
79.5％から 77.1％に若干減少している。「経済
力」と関係すると思われる「職業」については、
2007 年調査の 10.2％が 2012 年調査では 25.2
％と大きく増加している。「家庭を大事にす
る」と関係すると思われる「子ども好き」は
51.1％から 42.6％に減少しているが、「家事能
力」は 26.6％から 27.6％と若干増えている。こ
のように仕事も家庭もともに望む傾向は続い
ているものの、以前に比べれば “ 稼ぎ手役割 ”
をより期待する傾向にあり、前述の男女共同
参画に関する世論調査と同様の固定的性別役
割分担意識の上昇傾向がうかがえる。

学部別にみると、現代マネジメント学部に
おいては、2007 年調査と 2012 年調査で有意
差が見られ、回答上位の「経済力」は 73.1％か
らから 91.0％、「性格」は 72.4％から 93.3％へ
と大きく増加し、「家庭を大事にする」は変わ
らず 78.4％であった。「経済力」と関係すると
思われる「職業」については、2007 年調査の
11.0％が 2012 年調査では 33.7％と大きく増
加している。「家庭を大事にする」と関係する
と思われる「子ども好き」は 48.4％から 46.7％
に減少しているが、「家事能力」は 27.2％から
32.5％へと増えている。容姿は 31.8％から 42.4
％に増加している。このように、パートナーに
対しては、仕事も家庭も性格も容姿もと望む
条件が増えているように思われる。

人間関係学部においては、2007 年調査と
2012 年調査の間に統計的な有意差は認めら
れないが、現代マネジメント学部とは逆に、全
体的に要望が減少する傾向にある。回答上位

の三つは同様に「経済力」と「性格」と「家庭を
大事にする」であるが「経済力」は 60.2％から
50.4％に、「性格」は 79.6％から 70.8％に、「家
庭を大事にする」は 80.6％から 71.7％にそれ
ぞれ減少している。「経済力」と関係すると思
われる「職業」については、2007 年調査にお
いても 8.2％だったものが 2012 年調査ではさ
らに減少し、6.2％になっている。「家庭を大
事にする」と関係すると思われる「子ども好
き」も 59.2％から 31.0％に減少し、「家事能力」
も 18.4％から 15.0％に減少している。また、

「容姿」も 29.6％から 17.7％に減少している。
生活科学部においても、2007 年と 2012 年

の調査結果に有意差は認められないが、回答
の傾向を概観してみる。回答上位の「経済力」
は 78.0％から 88.5％、「性格」は 84.7％から
94.2％へと増加し、「家庭を大事にする」は
83.1％から82.7％へとわずかに減少した。また、

「経済力」と関係すると思われる「職業」につい
ては、2007 年調査の 10.2％が 2012 年調査で
は 17.3％へと増加している。これに対し、「家
庭を大事にする」と関係すると思われる「子ど
も好き」は 50.8％から 48.1％へと少し減少し、

「家事能力」も37.3％から30.8に減少している。
このほか、「容姿」は 32.3％から 40.4％に増加
し、「学歴」は 10.2％から 17.3％へと 3 学部の
中で唯一増加していた。このように、生活科学
部では、相手に対して「経済力」、「性格」、「容
姿」、「職業」、「学歴」などの要望が高まってお
り、要望が多様になっているように思われる。
しかし、その一方で「子ども好き」や「家事能
力」への要望は減っていることから、ここでも、
“ 稼ぎ手役割 ” を相手に期待する傾向の増加
がうかがえた。
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（２）働き方に対する展望
結婚・出産・子育てとの関係で「働き方」を

どうするかについて尋ねた結果は、図 5 のと
おりである。

全体について、2012 年調査における代表
的な 3 パターンをみると、「結婚もしくは出産
後の退職、子育てが落ち着くまで専業主婦、そ
の後再就職（フルタイム、パートタイム合わせ
て）」という「再就職型」は 68.1％、「結婚・出産
後も変わらずフルタイムで働く」という「就業
継続型」が 16.5％、「結婚・出産により退職後
専業主婦」という「専業主婦型」が 10.0％であ
った。2007 年調査においてもこの代表的な 3
パターンが支持されていたが、同調査では「再
就職型」が 58.0％、「就業継続型」が 18.6％、「専
業主婦型」が 17.9％であったため、「再就職型」
の希望者が 2012 年には 10.1 ポイント増えた
点が変化としてあげられる。その他、「専業主
婦型」が7.9ポイント減少している一方で、「就
業継続型」も 2.1 ポイント微減しており、学生
たちの家庭と仕事の両立を目指した就業意欲

が高まっているとは単純に言いきれないが、
未来の自分像として働くことを希望している
割合は高まっている傾向にある。

学部別にみると、有意差はみられないもの
の、現代マネジメント学部と人間関係学部に
おいては、全体と同じように「専業主婦型」の
希望が減り、「再就職型」への希望が増加して
いる。特に人間関係学部では、離職のタイミン
グを結婚ではなく出産を理想とする「再就職
型」が増加しているのが特徴である。生活科学
部では、割合は 3 学部中最低だが、「専業主婦
型」の希望が 2007 年の 5.1％から、2012 年の
9.6％へと増加している。

各学部の「将来の働き方」はおおまかにみれ
ば上記の 3 パターンに分類されるが、2007
年調査との変化に基づき、どのような特徴が
あるのかを具体的に検討する。

はじめに 3 学部ともに共通している傾向で
ある「再就職型」であるが、復職後の雇用形態
で学部間の前回調査との差が出ている。復職
後の雇用形態に「フルタイム」を希望する学生

図5　結婚後の就労形態
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が最も多いのは 2007 年調査では生活科学部
（25.4％）であった。こうしたフルタイムでの
復職傾向が高いのは、生活科学部のもつ特徴
であると前回調査では分析していた。しかし
2012 年調査では希望者が 25.0％へと微減し
ている。一方で現代マネジメント学部は 16.3
％から 24.5％へ、人間関係学部では 20.9％か
ら 25.1％へと増加している。したがって 2012
年調査では、復職の雇用形態においては前回
調査でみられたような学部間の差異がみられ
なくなっている点が変化としてあげられる。

また代表的な 3 パターンのうち、「結婚・出
産後も変わらずフルタイムで働く」という「就
業継続型」を希望する傾向が高かったのは、
2007 年調査では現代マネジメント学部（22.1
％）であった。結婚や子どもの有無に関わらず
フルタイムで働く（「結婚せずフルタイムで働
く」「結婚後、子どもはつくらずフルタイムで
働く」）という回答者も含めるとその割合は
24.9％となり、学部の 4 分の 1 が、ライフイベ
ントがどう変化しようとも職業継続意思が強
いという特徴があった。これに対し、2012 年
調査では「就業継続型」が 18.5％へ減少し、結
婚や子どもの有無にかかわらずフルタイムで
働くという回答者を含めても 22.9％へと減少
している。2012 年調査では後者の選択肢で
みると、生活科学部が 19.2％、人間関係学部は
16.2％であったため、これらに比べると現代
マネジメント学部の職業継続意思は依然とし
て高いと思われるが、前回調査ほどの学部の
特徴として指摘できる差ではなくなっている。
「専業主婦型」については、全体の傾向とは

逆に、これまで選択が少なかった生活科学部
で 5.1％から 9.6％へ希望者が増えているが、
現代マネジメント学部では 19.2％から 8.9％

へ、人間関係学部では 21.8％から 12.6％へ減
少している。これらの結果から、今回調査にお
いて「専業主婦型」においても、学部別の特徴
が減り 3 学部の学生の希望が類似しているこ
とがわかる。

（３）子育てに対する展望
a. 子どもの有無

次に、子育てに対する意向について分析す
る。「子どもの有無」に対する回答は、図 6 のと
おりである。また、「子どもをもつ時期」につい
ては、図 7 のような回答が得られている。

はじめに、図 6 より、子どもの有無に関する
希望について考察する。全体についてみると、
2012 年調査において、将来「子どもが欲しい」
と回答した者は 92.8％、「いらない」と回答し
た者は 7.2％であり、約９割の学生が子どもを
もつことを希望していることがわかる。しか
しながら、2007 年度調査では全体の 96.1％
の学生が「子どもが欲しい」と回答しているこ
とから、その割合は減少しており、「いらない」
と回答した者が 3.3 ポイント増えていること
がわかる。両調査結果の間には、5％水準で有
意差が見られる。

学部別にみると、いずれの学部でも「子ども
をもつこと」を希望する学生が圧倒的である
が、2012 年調査と 2007 年調査を比べた場合、
その割合は 3 学部とも減少し、特に人間関係
学部では 5％水準で有意差があり、減少傾向
が明らかである。これらの結果から、大半の学
生は将来のライフコースとして、「結婚し、子
どもをもつこと」を希望し、イメージしている
ことがわかると同時に、「子どもをもたない」
という生き方のイメージもわずかながら定着
しつつあることが推察される。
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次に、図 7 より、子どもをもつ時期について
考察する。全体についてみると 2012 年調査で
は、81.1％の学生が「結婚後２～３年」で、
16.1％の学生が「結婚してすぐ」に子どもをも
つこと望んでいる。「結婚後 10 年くらいして」
を希望する学生はほとんどみられない。この
結果を 2007 年の調査結果と比較すると、「結
婚してすぐ」と回答する学生の割合が減少し、

「結婚後２～３年」と回答する学生が増加して
おり、両年の調査結果の間には 5％水準で有
意差が確認できる。結婚してすぐに、子どもを
もち、夫婦と子どもの生活スタイルにシフト
するということよりも、結婚して２～３年は
パートナーとの二人の生活を楽しむことを希
望する者が多いことが推察される。

学部別にみると、現代マネジメント学部で

は、全体の傾向とほぼ同じ特徴がみられる。す
なわち、子どもをもつ時期について、結婚して
すぐに希望する者が減少し、結婚後２～３年
を理想とする学生が 7 割から 8 割へと増加し
ている。生活科学部においては、顕著な変化が
見られ、結婚してすぐに子どもをもつことを
希望する学生が 3 割半ばから 1 割弱へと大幅
に減少しており、2007 年調査と 2012 年調査
の結果の間には１％水準で有意差が確認され
る。その一方で、人間関係学部においては、結
婚してすぐ子どもをもちたいと希望する学生
は 3 割弱、結婚後２～３年の時期を希望する
学生は 7 割で、両年の調査結果において変化
は見られない。

図6　子どもの有無

図7　子どもをもつ時期
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b. 子どもの養育
次に「子どもの養育の担当者」について尋ね

た結果は、図 8 のとおりである。
全体についてみると、2012 年調査において、

子どもの養育は 83.5％の学生が「二人で」担当
することを、11.5％の学生が「おもに自分」が
担当することを望んでいる。これを 2007 年調
査と比較した場合、「二人で」担当することを
希望する学生が減り、「おもに自分」が担当す
ることを望む学生が増えている。一方で「おも
にパートナー」や「自分たちの親」に子どもの
養育を任せることを希望する者は、両年の調
査において、あまりみられない。このことから、
内閣府の男女共同参画に関する世論調査で

20 代女性に「夫は外で働き、妻は家庭を守る
べきだ」という考えを支持する傾向が高まっ
ているように、固定的性別役割分担意識が上
昇していることがわかる。

学部別にみた場合、どの学部も全体でみた
場合と同じような傾向にあり、この 5 年間に
子どもの養育は自分が担当することを希望す
る者が増加している。現代マネジメント学部
は「おもに自分」と回答する者が微増している
のに対し、人間関係学部では 8.5％から 14.4％
へと大きく増えている。さらに生活科学部で
は5.4％から17.6％へと約3倍も増加しており、
子どもの養育は二人で担当するよりも、おも
に自分が担当することを望む者が増えている。

（４）家庭生活に対する展望
  a. 家事分担

最後に、将来の家庭生活におけるパートナ
ーとの役割分担についてみることにする。ま
ず、「家事労働の担当者」について尋ねた結果
は、図 9 のとおりである。

全体についてみると、2007 年には「おもに
自分」と答える者が 51.7％と最も多かったの
だが、2012 年にはこの割合が目に見えて減
少し 46.0％となっている。その代わりに増加
しているのが「2 人で平等に」である。その値

は 41.1％から 49.6％に増加し、現在では、ほぼ
半数の学生がパートナーと平等な家事分担を
望んでいることがわかる。また「自分がすべて
する」という回答は、6.0％から 1.9％に減少
している。2007 年にはみられなかった「おも
にパートナー」と応える学生が 1.0％存在して
いることも大きな変化である。家事を行うの
は女性だけという価値観念は払拭されてきて
いると考えることができよう。

学部別にみると、もっとも特徴的なのが人
間関係学部である。現代マネジメント学部、生

図8　子どもの養育の担当者
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活科学部がともに、「おもに自分」が減少し、「2
人で平等に」が増加していたにもかかわらず、
人間関係学部では「おもに自分」が 51.0％から
58.9％と 8％近く増加し、「2 人で平等に」が
39.6％から 34.8％へと 5％程減少していたの
である。「自分がすべてする」という答えに関
しては 8.3％から 4.5％に減少していたものの、
3 学部のなかではもっとも割合が高くなって
いる。

一方、現代マネジメント学部では「おもに自
分」と答える者が、2007 年には 52.5％で、3
学部中最も高い数字を示していたが、2012
年には 41.1％とどの学部よりも少なくなって

いる。「2 人で平等に」は 40.6％から 55.3％へ
と最も高い伸び率を見せた。

生活科学部では、2007 年には「おもに自分」
と答える学生が 49.2％と 3 学部中もっとも低
く、「2 人で平等に」が 45.8％ともっとも高い
ことが特徴であったが、2012 年にはそれぞ
れ 42.3％、53.8％となっており、現代マネジ
メント学部ほどの変化は見られなかった。
b. 家計管理

次に、「家計の管理者」について尋ねた結果
は、図 10 のとおりである。

全体についてみると、2007 年と 2012 年の
間でそれほど大きな変化は見られない。7 割

図9　家事労働の担当者

図10　家計の管理者
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前後の学生が「自分が管理」を選択しており、
家計の管理は女性の役割と見なす傾向が見ら
れる。一方、2 割近くが「２人それぞれ別会計」
を選択しており、相互に自立した関係を目指
す学生も少なくない。変化が見られたのは、

「パートナーが管理」で、4.8％から 8.0％に増
えている。

学部別にみると、最も変化が見られるのが
生活科学部である。2007 年には「２人それぞ
れ別会計」が 4 分の 1 以上と他学部よりも経
済的自立を目指す結果となっていたのだが、
2012 年には他学部よりも少ない 13.5％とな
っており、5 年の間に半減している。その代
わりに増加したのが「自分が管理」である。
58.6％から 79.6％に増加し、どの学部よりも
多くなっている。夫婦それぞれが収入を持ち、
別会計でも生活できるという意識から、夫婦
の収入を合算して自分が管理するという志向
に変化しているようである。人間関係学部に
関しては、「パートナーが管理」が 2.1％から
10.9％となり、値は低いが 5 倍以上に増加し
ていることが特徴的である。代わりに「自分が
管理」が 1 割程度減少している。また、現代マ
ネジメント学部ではあまり大きな変化は見ら
れなかった。このように、家計の管理者につい
ては、学部間の差以上に 5 年間での変化が大
きいことが今回の特徴と言えよう。

４．結語
本研究で明らかとなった、女子大生のライ

フスタイルの将来展望に関する動向について
要約すると、以下のとおりである。

結婚観については、女子大生のほとんどが
5 年前と同様、将来結婚したいと考えている
が、年齢については、20 代前半での結婚を希

望する者が減り、20 代後半を希望する者が
増加する傾向が明らかである。結婚希望年齢
の変化は、人間関係学部で特に顕著である。ま
た、パートナーについては、前回調査同様、全
体の 6 割が年上を希望しているが、生活科学
部では年上希望が有意に増加した。パートナ
ーに望む条件では、「経済力」、「性格」、「家庭を
大事にする」ことが三大条件である点に変わ
りないが、個別にみると、パートナーに「経済
力」、「性格」、「職業」を求める者の割合が増加
する一方で、「家庭を大事にする」こと、「子ど
も好き」を求める割合は減少しており、近年、
パートナーに “ 稼ぎ手役割 ” を期待する傾向
が高まっている。現代マネジメント学部と生
活科学部では、パートナーに求める条件が全
体的に増え、人間関係学部では、減少している。

結婚後に希望する就労形態については、再
就職型が 7 割、就業継続型が 2 割弱、専業主婦
型が 1 割である。この間、専業主婦型の希望が
減り、再就職型の希望が増加する傾向がみら
れたが、一方で就業継続型が微減しているこ
とから、女子大生の就業志向は必ずしも増加
したとはいえない。また、結婚後の就労形態に
関する学部間格差は、縮小傾向にある。

子育てについてみると、将来、「子どもが欲
しい」と考えている者は 9 割で前回調査より
僅かに減少し、逆に「子どもはいらない」とす
る者が増加する傾向が認められた。この傾向
は、人間関係学部で明確である。また、子ども
をもつ時期については、「結婚してすぐ」が減
少し、「結婚後 2 ～ 3 年」と考える学生が有意
に増加した。その変化は、生活科学部で顕著で
ある。また、子どもの養育担当者については、
8 割が「二人で」と答えたが、その割合は前回
調査より減り、「おもに自分」と答える者が増
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える傾向が見受けられた。この傾向は、育児に
関する性役割容認派の増加を意味するもので
あり、生活科学部で顕著である。

家庭生活についてみると、家事労働に関し
ては、「おもに自分」が減り「２人で平等に」が
増える傾向が明らかとなり、性役割否定派が
増えている。結果として後者が僅かに前者を
上回った。ただし、人間関係学部では、逆の傾
向がみられた。家計管理については、5 年前
と変わらず、「自分が管理」と考える者が 7 割
を占めている。人間関係学部では「パートナー
が管理」の増加が、生活科学部では「２人それ
ぞれ別会計」の減少が顕著である。

以上の結果から、女子大生のライフスタイ
ルの将来展望に関する近年の動向にみる特徴
として、次の３点を挙げることができる。

①女子大生がイメージする結婚や子どもを
もつ時期、パートナーの年齢などについ
ては、現在の平均的な状況により近いか
たちを理想とするようになっており、夢
や憧れとしてではなく、より現実的、客観
的に結婚や子育てについて考えることが
できるようになってきている。

②将来のパートナーには “ 稼ぎ手役割 ” を
求める志向が高まっており、自分自身は
子育ての期間、仕事を中断するＭ字型就
労を希望する傾向が強くなっている。

③家事労働は、おもに自分が担うと考える
者が減り、パートナーと平等に負担した
いとする者が増えてきているが、一方で、
家計は自分が管理したいと思っている。

これらを踏まえ、これからの男女共同参画
教育、キャリア教育のあり方について検討す
ると、以下の点が指摘できる。

１点目は、女子大生のライフスタイルの将

来展望にみられるバランスの悪さを改善する
教育の必要性についてである。今回の調査で、
学生たちの結婚や子どもを持つ時期などに関
するイメージは現状に近いものとなってきた
が、その後の夫婦関係についてみると、パート
ナーに “ 稼ぎ手役割 ” を求めながらも家事労
働は平等に担ってもらいたいなど、一部で矛
盾のある、自身に都合のよいものとなってい
る。今後、トータルとしてバランスのとれたラ
イフスタイルを志向できるようにするために
は、ロールモデルによる現実の生活からの学
びが有効と思われる。女子大学におけるロー
ルモデルを活用した男女共同参画教育につい
ては、お茶の水女子大学のリーダーシップ養
成教育センターによる女性リーダー育成の取
組が先進的である９）。また、滋賀県が、前掲の
調査結果を受け、2012 年 6 月に発表した「若
年者の男女共同参画に関する意識についての
検討結果」のなかでも、今後必要な施策の方向
性と対応方策として、「発達段階に応じた男女
共同参画教育の推進」や「大学等における男女
共同参画教育の推進」とともに、「身近で多様
なロールモデルの提示・交流機会の提供」が
挙げられている 10）。筆者らも、現在、キャリア
教育用教材として、卒業生によるロールモデ
ルの事例集を制作中であるが、身近な女性の
多様な生き方のなかに、将来の自分自身とパ
ートナーと家族の、ワーク・ライフ・バラン
スのとれた生活のあり方を具体的にイメージ
していくことができるような男女共同参画教
育、キャリア教育が望まれる。

２点目は、女子大生に対し、生涯働き続ける
ことの意味を考えさせる教育を行うことの必
要性についてである。女性のライフスタイル
は、結婚、出産を経て変化が多いことから、多
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様性に配慮したキャリア教育を展開すること
が重要ではあるが、最近の就職が厳しい状況
があるとはいえ、若い女性の間に性役割を肯
定する志向が高まったり、Ｍ字型就労を希望
する学生たちが増えたりする傾向があること
は、看過できない。性別を問わず、一人の人間
として生涯働き続けることの意味を、個人の
問題として、また社会の問題として多面的に
とらえさせ、それをめざしたいという意欲を
高めるような教育が求められる。そのために
は、もちろんロールモデルからの学びも大き
いが、それだけではなく、男女共同参画社会の
理念や、その実現に向けた法整備の背景と現
状を十分に認識させること、あるいは既婚女
性の就労をめぐる世界的な状況と日本がかか
える課題などについても理解を深めさせ、高
等教育を経た女性たちが、一層その能力を社
会的に活用できるような男女共同参画教育・
キャリア教育を展開すべきである。

若い女性たちが将来のライフスタイルにど
のような展望をもつかは、私的な問題である
が、社会的な問題でもある。また、その志向の
形成に関して、学校教育が果たす役割は大き
く、特に、女子大学においては、固有の社会的
使命とも関連して、充実した教育が求められ
る。めざすべき男女共同参画社会の一員とし
て、生涯にわたり、社会のあらゆる場面で個性
や能力を発揮できる女性たちの育成を目標と
した女子大学におけるキャリア教育のあり方
を、今後も検討していきたい。
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成27年度）により「女性リーダーを創出する国

際拠点の形成」を課題とする研究を実施してい

る。（国立大学法人 お茶の水女子大学リーダー

シップ養成教育研究センター「『女性リーダー

を創出する国際拠点の形成』平成22年度・平成

23年度成果報告書」）

10）滋賀県男女行動参画審議会「若年者の男女共同

参画に関する意識についての検討結果」

（2012.6）、pp.30～31
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「日本・アジア文化と人間」プロジェクト研究報告
2012 Annual Rrport 
‘Japan and the Asia culture,and a human being’ Research Project

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito      　Iizuka    　

一　プロジェクトの趣旨
哲学・歴史・文化・文学などに関する本学

教員の研究蓄積を活かして本学の教育理念
「人間になろう」の学問的深化を図るとともに、
広く地域社会に成果を発信し、日本やアジア
の文化・伝統などについて「人間研究」を基軸
に多様なプロジェクト研究を期する。

二　平成 24年度のプロジェクト・メンバー
飯塚恵理人（リーダー）
　椙山女学園大学文化情報学部教授
加藤益幹
　椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授
鄭麗芸
　椙山女学園大学文化情報学部教授
梅野きみ子
　椙山女学園大学名誉教授
二宮俊博
　椙山女学園大学文化情報学部教授
季増民
　椙山女学園大学文化情報学部教授
樋口謙一郎
　椙山女学園大学文化情報学部准教授
冨田和子
　椙山女学園大学生活科学部助教

三　研究活動
メンバー各自が活動しているが、2013 年 1

月 15 日時点で飯塚が把握している事項につ
いて挙げる。
１）名古屋国文研究会（本学名誉教授梅野き

み子研究員主催）
名古屋国文研究会のメンバー（名古屋・

京都近隣からの女性研究者 20 名程）が、４
月７日（土）、６月２日（土）、７月７日（土）、
８月４日（土）、９月１日（金）、９月 29 日

（土）、10 月 13 日（土）、12 月１日（土）、１
月 12 日（土）、（２月２日（水）、３月２日（土）
は予定）それぞれ午後１時 30 分～６時まで、
交流会館会議室において、『風葉和歌集』の
注釈研究のための発表会をした。その成果
は、『風葉和歌集研究』16 号、同 17 号として
発刊した。昨年暮れ、東京の出版社から会報
を書籍に出版してほしいという依頼を受け、
それに向けて、これからは研究のスピード
を早める予定である。

２）『源氏物語』の注釈研究会（本学名誉教
授梅野きみ子研究員主催）

2012 年 10 月、風間書房から、共著『源氏物
語　注釈九』を刊行した。梅野きみ子・嘉藤久
美子・宮田光・山埼和子の４名と数名の協力
による。

また、12 月 27 日午前 10 時～午後 3 時、次
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の『源氏物語　注釈十～十二』刊行に向けての
打ち合わせをした。『源氏物語注釈』のシリー
ズは全十二巻であるので、これからは、終わり
の三巻を、同時並行の形で早めに出版を進め
て欲しいという出版社からの依頼による。

3）「植民地時代韓国日本人社会における芸
能研究」（本学文化情報学部教授飯塚研
究員担当）

2012 年 4 月 1 日～ 6 月 29 日まで飯塚研究
員は「植民地時代韓国日本人社会における芸
能研究」の研究課題で韓国江原道春川市の翰
林大学校日本学研究所で国外研修を行った。
同研究所の所蔵する植民地時代の日本語新
聞・雑誌等の資料を収集・整理した。得られ
た資料は現在整理中だが平成 25 年度中には
論文もしくは資料報告として飯塚がまとめる
予定である。
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梅若万三郎家所蔵写真乾板のデジタル化について(二)
Digitalized Images of Photographic Plates Owned by the Manzaburo 
Umewaka’s Family (2)

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito      　Iizuka    　

はじめに
筆者は一昨年より能楽シテ方梅若万三郎師

の許可を頂いて、明治 30 年代に撮影された梅
若万三郎家所蔵の写真乾板をデジタル化させ
て頂いている。これらは初世梅若実・初世
万三郎・二世実を中心とした当時の梅若家の
劇団としての充実を伝える貴重な資料である。
昨年度デジタル化させて頂いた写真について
は拙稿「梅若万三郎家所蔵写真乾板のデジタ
ル化について」（注 1）に報告した。また、今年
度デジタル化させて頂いた写真についてもそ
の一部はすでに報告している（注 2）。本稿は
その続編にあたり、本年度デジタル化させて
頂いた写真乾板について報告する。なお以下、
梅若実・初世万三郎・二世実の人称について
は前稿（注 1）を踏襲し、初世梅若実を「初世
実」、初世万三郎を「万三郎」、明治 30 年代後半
時の梅若六郎を「二世実」とする。

一　今回デジタル化した写真乾板一覧
今年度デジタル化した写真乾板を「フォル

ダ 3」と「4」にまとめ、以下それぞれに各デー
タ№と曲名を挙げた。現時点で、写真乾板の画
像と初世実が著した『梅若実日記』（注 3。以下

『日記』と略称。個々に注は付けず、記述年月日
を示す。一部の役柄などは飯塚が適時カッコ
付けで補った。）や雑誌「能楽」等に載る梅若家

の厩橋舞台での能楽番組との照合は一部に止
まっており、どの写真が何時・何の演目を写
したのかについては継続的課題とせざるを得
ない。このため、本論でのデータ曲名は各写真
乾板の予想される曲名とした。曲名の限定が
難しいものについては「出立」の名称を挙げた。
フォルダ 3
03-002 「靱猿」左から猿曳・太郎冠者・大名
03-003 三番叟（鈴之段）
03-004 「石橋」・大獅子（または師資十二段之

式）左ツレ　赤獅子　右シテ　白獅子
03-005 「石橋」・大獅子（または師資十二段之式）

ツレ赤獅子
03-006 「千手」左シテ千手　右ツレ重衡（万三

郎）
03-007 「羽衣」・和合之舞　シテ物着後
03-008 左側　着流尉出立。右側　着流僧出立。
03-009 「屋島」左側　前シテ　右側　前ツレ
03-010 「放下僧」左側　前ツレ　右側　前シテ

（二世実）
03-011 「放下僧」左側　後ツレ　右側　後シテ

（二世実）
03-012 「通小町」シテ
03-014 「砧」シテ
03-015 独吟（二世実）
03-016 「小袖曽我」シテ（万三郎）
03-017 「小袖曽我」ツレ（二世実）
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03-018 「通小町」シテ
03-020 「砧」シテ
03-021 掛素袍大口出立
03-022 「楠露」　左側　シテ（紅雪）　中　子方

（美雄）　右側　ツレ
03-023「小督」シテ（二世実）
03-024「融」前シテ
03-025「融」前シテ
03-026「頼政」後シテ
03-027「草子洗小町」右　子方（美雄）
03-028「鶴亀」シテ（万三郎）
03-029「田村」前シテ
03-030「雲雀山」左側　ワキ　右側　子方
03-031「翁」翁
03-032「素袍落」　左側　太郎冠者　右側　

主人
03-033 独吟（二世実か？）
03-035 「薩摩守」奥　船頭　手前　出家
03-036「鞍馬天狗」花見
03-037 子方（美雄？）
03-039 独吟（華雪）
03-040「翁」翁
03-041「橋弁慶」（袴能または仕舞）左側　シ

テ（万三郎）　右側　子方
03-042「橋弁慶」（袴能または仕舞）左側　シ

テ（万三郎）　右側　子方
03-044「安宅」（延年之舞？）
03-045「屋島」左側　ツレ　右側　前シテ
03-046「文相撲」左　相撲取　中　大名　右

側　太郎冠者
03-047「金岡」左側　夫　右側　妻
03-048「縄綯」左側　主人　右側　太郎冠者
03-049「安宅」？子方
03-050「羽衣」・和合之舞　シテ物着後

フォルダ 4 
04-001「正尊」？前シテ（二世実）
04-002 長絹大口女出立。 「東北」、 「夕顔」、 

「野宮」、 「定家」等のシテ。
04-003「翁」千歳（二世実）
04-004「望月」子方
04-005「鶴亀」シテ（観世清廉）
04-007 初冠狩衣指貫込大口出立 「融」・舞働？

　シテ
04-008「安宅」？シテ　03-049「安宅」？子方

と同時に撮影と思われる。
04-009 子方
04-011「清経」　左側　シテ　右側　ツレ
04-014「頼政」　後シテ
04-015「班女」　左側　前シテ　右側　間狂

言
04-017「翁」　翁
04-019 独吟（万三郎）
04-022「野守」仕舞（万三郎）
04-023 独吟（万三郎）
04-024 独吟（万三郎）
04-025 独吟（万三郎）
04-026「橋弁慶」（袴能または仕舞）左側　シ

テ（万三郎）　右　子方
04-027「正尊」左側　後シテ　右側　後ツレ
04-028「松虫」シテ（万三郎）
04-029「棒縛」左側　太郎冠者　中　主人　

右側　次郎冠者
04-030 独吟（万三郎）
04-032 不明（左側　シテ？唐織脱下女出立　

中唐織着流女出立　右　着流僧出立）
04-033「屋島」？仕舞（万三郎）
04-034「葛城」？ 「吉野天人」？
04-035「正尊」　左側　ツレ　右側　シテ（二

世実？）
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04-036「忠度」仕舞（華雪）
04-037 「高砂」？　 「杜若」？　舞囃子（華雪）
04-038 狂言不明
04-039「翁」千歳（二世実）
04-041「大会」
04-043「屋島」袴能（万三郎）
04-045　初世実
04-047「屋島」？　仕舞（初世実）
04-050 独吟（初世実）

二　「万三郎先生の思ヒ出ノあるばむ」に載る
写真との比較

梅若研能会の八田達弥師より、「橘香」（第一
次）第 4 号掲載の「万三郎先生の思ヒ出ノある
ばむ」（注 4。以下「あるばむ」と略称。注は付け
ないが、引用部分の頁は個々に示す。）のコピ
ーを頂いた。「あるばむ」本文では、掲載写真に
関して被写体である万三郎が撮影経緯を述べ
ており、この点でも貴重な資料である。以下引
用すると「私のところには古い写真帳が一組
ありますこれは私の若い頃、明治三十七八年
頃から、岩崎輝弥様が写して下さつた写真を
保存したものなのであります。何分にも明治
三十七八年頃と申しますと、素人写真なぞと
いふものはない頃ですし、まして舞台で写真
を撮るといふ事もなかつたやうです。岩崎様
が能の写真を撮つて下さるといふので、舞台
裏に板敷を設け、幕を張りまして毎月の例会
毎に撮影していたゞいたものであります。恰
度この写真を撮つて頂いた頃が、私のチブス
で生死の境をさ迷った明治三十八年の前後か
らなので、私にとつては特に思ひ出の深いも
のであります。」（12 頁）とあり、三菱財閥家の
岩崎輝弥の依頼で例会の度に撮影されたと述
べている。しかし岩崎輝弥は明治 38 年前後に

はまだ中学生である。これらの写真乾板の撮
影依頼者については以前『日記』との比較から、
数枚の写真は岩崎弥之助の依頼で明治 37 年
9 月 7 日に撮影の機会を設けて撮られたと考
えられることを述べた（注 1）。輝弥が写真に
興味を持っていたので、父の弥之助が手配し
て輝弥立合いの下に撮影させたと考えるのが
自然であるが本人が撮った可能性も否定でき
ない。

また「あるばむ」に掲載された写真とデジタ
ル化した写真乾板を比較したところ、同時期
に撮影されたか、同一写真であると考えられ
る組み合わせをいくつか発見した。以下に「あ
るばむ」の写真と、関係していると考えられる
デジタル化した写真乾板データを挙げる。写
真乾板データの内容を示すフォルダ 3、4 の
説明は前章に、その前にデジタル化したフォ
ルダ 1、2 の説明はすでに拙稿（注 1。ただし
DVD1 がフォルダ 1、DVD2 がフォルダ 2 で
ある。）にあるので、写真乾板データはそのデ
ータ№のみを挙げる。

まず「あるばむ」9 頁の「この鶴亀は明治
三十九年一月二十一日のものでして、前年の
七月三十日発病以来約半歳三度も絶望を傳へ
られたのが、皆様の御厚意亡父をはじめ、家人
の心づくしに、再び生き甦り、舞台に立てたそ
の日の深い思ひ出は今日もまだ私には生々し
いものがあります。」（12 頁）という「鶴亀」の
写真であるが、これは『日記』の明治 39 年 1 月
21 日に「鶴亀　実少シ不快ニ付万三郎病後初
テ出勤」とあり、日付が確定できる。この写真
は 03-028 と同一と考えられる。
「あるばむ」10 頁の「海士」の写真は 01-027

と同一と考えられる。「あるばむ」11 頁の「仲
光」の写真は 02-011 と同一か、同じ時に同じ
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構図で撮影した写真と思われる。「海士」と「仲
光」の写真についての「あるばむ」の本文を引
用すると、「病気話の出ましたついでに、長男
美雄の事ですが、あれもチブスでたうとう亡
なつてしまひました。次の海士の写真は、私の
病気全快後ですがあの子の九ツ、明治三十九
年（飯塚注：この能は『日記』明治 39 年 10 月
21 日付にある「宅別会能」の「海人赤頭三段舞
　万三郎　子方美雄」である可能性が高い。）
の写真です。仲光も同じ年の写真かと思ひま
すが、これは、美女が美雄で、幸壽が観世茂と
申した、今の西町の織雄さん（飯塚注：七世観
世銕之丞雅雪）です。かう眺めて参りますと、
また色々と思ひ出されて参ります。美雄の死
んだのは、大正六年十二月二十二日、恰度二十
歳であったのです。」（12 頁）とある。
「仲光」の写真は拙稿（注 2）で「また明治

三十九年五月二十日の『日記』には『宅催別会
能』でシテ二世実の《小督替装束》・シテ鉄之
丞の《朝長》・シテ二世実の《草紙洗》・シテ
万三郎の《仲光》が演じられたことが載ってい
るが、（中略）《仲光》（シテは初世万三郎。この
時の撮影ならば左の美女御前が梅若美雄、右
の幸寿丸が繁（飯塚注：茂）である）である。な
お、明治三十九年五月十九日の『日記』には『一
　写真師小川真一（原文ママ。小川一真の誤り
か）ヲ連岩崎輝弥被参る。』とある。おそらく撮
影の打ち合わせだろうが、あるいは別会能の
前日に面・装束を出し、試着して撮影したの
かも知れない。」と述べたが、「あるばむ」に「仲
光も同じ年（飯塚注：明治 39 年）の写真かと
思ひますが」（12 頁）とあるので、やはり「仲
光」の写真はこの時、明治 39 年 5 月 20 日梅若
宅別会能の撮影である可能性が高い。

また撮影された期日が確実であるものに

「あるばむ」14 頁の「通小町　シテ先代観世銕
之丞師　ツレ万三郎師」の写真がある。この写
真と同じ装束の「通小町」の写真乾板が 1-032、
1-033、3-012、3-018 であり、これらは「あるば
む」の写真とポーズは異なるものの同じ時に
撮影された可能性が強いと考えられる。「ある
ばむ」には「次は通小町です。これは大正八年
の写真でして、おシテは先代の銕之丞さんで
す。ツレが私なのです。（中略）この時の通小町
は雨夜之傳の小書がつきまして、これが銕之
丞さんの最後のお舞台になつたのです。舞台
にゐられるうちに、もうフラついてゐられた
さうですが、偉いものでたうとう舞ひ終へら
れて、幕に入られる時には後見に出て居りま
した六郎が腰を抑へてお引かせしたのでした。
これが最後で、これ以後はもう舞台へは出ら
れませんでした。」（12 頁）とある。「大正八年」
とあるがこれはおそらく万三郎の記憶違いで、
この時の「先代の銕之丞さん」は五世観世銕之
丞紅雪であるはずだが、彼は明治 44 年 3 月
31 日に亡くなっている。この「通小町」につい
て、『観世華雪芸談』（注 5。以下『華雪』と略称。
注は付けず、引用部分の頁を個々に示す。）に
は「父の最後の能は明治三十九年で、丁度私は
入隊中の時のことでした。父にはもともと中
気の気味があつて何となく身体がだるいとい
つていたのですが、この時、梅若の舞台で『通
小町』の雨夜ノ伝を万三郎兄のツレで舞つて
いました。その最中『我が袂』というあたりで
フラツとしたが、そのまま最後まで舞いつゞ
け、幕にはいる時後見の六郎兄（実）が腰を抑
えて引いたそうです。」（22 頁）とある。明治 39
年 10 月 21 日の『日記』にも、前述の「海士」と
同じ「宅別会能」に「通小町雨夜之伝　鉄之丞
　連　万三郎　信三」とあり、この催しの時に
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紅雪が病気になったことについて「○鉄之丞
事通小町の切より少し病気ニ相成。六郎事鉄
之丞の手ヲ取りて幕へ引。帰宅後存外ニ快気
のよし。」と記されているので、「あるばむ」14
頁および 1-032、1-033、3-012、3-018 の「通小
町」は明治 39 年 10 月 21 日の梅若宅別会能を
撮ったものと確定できる。
「あるばむ」15 頁の「小袖曽我」は 03-016 と

装束の柄と撮影向きが同じことから、同一写
真か同じ時の撮影と考えられる。なお 01-013
は、03-016、03-017 と装束の柄・撮影向きが
同じなので 01-013 を真ん中から半分に切っ
て 03-016 と 03-017 を作成した、あるいは逆に
二枚を合成して 01-013 を作成したことが考
えられる。なお「あるばむ」本文では「次の小袖
曽我は明治三十七年、即ち大病以前の写真か
と思ひますが、弟の六郎との時の写真でござ
います」（12頁）と明治37年の写真としている。
しかし、01-013 は『亀堂閑話』口絵（注 6）に

「『小袖曽我』シテ万三郎先生　ツレ六郎先生
（明治三十六年）」として載る写真と同一と考
えられ（注1）、明治36年 5月 17日付の『日記』
にも「宅別会能」としてシテ万三郎・ツレ二世
実の「小袖曽我」の記録があるのに対し、明治
37 年の『日記』にこの組み合わせの「小袖曽
我」の記事が見つからないので、この写真は明
治 36 年 5 月 17 日撮影の可能性が高いと思わ
れる。
「あるばむ」18 頁左側の「羽衣」の写真は、

「さて最後の装束写真は羽衣ですが、これは岩
崎様で衝立をお造りになるのに、特にお撮り
になつたもので、この写真から、刺繍で衝立を
お造りになつた記念の写真なのであります。
たしか今も岩崎様にはその衝立がある事だと
存じます。大変御立派なものでありました。」

（13 頁）とある。これと同じ柄の装束・同じ鳳
凰の立物なのが 02-044 と 03-007 である。これ
らの写真が撮られた日時については現在時点
では分からないが、明治 30 年代であることは
ほぼ確実だろう。
「あるばむ」18 頁右側の裃を付けた万三郎

の独吟姿は 04-025 と、19 頁の万三郎の紋付
の独吟姿は 04-030 と同一か、もしくは同じ時
に連続して撮影したものと考えてよいだろう。

三　『観世華雪芸談』に載る写真との比較
観世銕之丞家六世である観世華雪は幼名を

織雄と言い、初世実の娘と結婚している。『華
雪』にも、デジタル化した写真乾板（データ№
のみを挙げる）と同一と考えられる写真が載
っているので、以下紹介する。

まず『華雪』4 頁の「先代　梅若実」の写真は
04-045 をトリミングしたものか同時に連続し
て撮影された写真と思われる。04-050 もこの
撮影時、向きを変えて正面から連続して撮影
した写真と考えて良いだろう。『華雪』6 頁の

「厩橋の舞台」の写真は 01-012、もしくはこれ
と同時に連続して撮影されたものと思われる。

『華雪』13 頁の「青年時代の華雪」の写真は 03-
039 と同一と思われる。これと比較すると、髪
型が二世実と共通しているため決定には至ら
ないが 03-033、04-036、04-037 も青年時代の
華雪の写真である可能性がある。『華雪』18 頁
の「鞍馬天狗　観世紅雪」の写真は 01-001 と
同一である。『華雪』38 頁の「壮年時代の先代
梅若万三郎」の写真は『亀堂閑話』口絵にも

「万三郎先生舞台姿（二十六歳）」（注 6）として
載っているが、04-024 と同一と思われる。こ
の写真が明治 30 年代後半に撮られている事
を考えると、『亀堂閑話』が「二十六歳」とする
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のは「三十六歳」の誤りではないかと思われる。
『華雪』にはこれら 5 枚の写真とも「写真を拝
借した方々　梅若万三郎氏」（320 頁）と載る
ので、その原本がここで取り上げた写真乾板
である可能性は高いと考えられる。

四　調査した写真乾板と同時に撮られたと考
えられる写真

二章で触れたが、「あるばむ」14 頁の「通小
町」の写真と 1-032、1-033、3-012、3-018 は、
シテ・ツレとも同じ装束で同じ時に撮られた
と考えられるものの構図は異なる。同様に「あ
るばむ」18 頁の「羽衣」の写真と 02-044、03-
007 も同じ装束・冠であるが、構図は異なる。
これらのことから、すでに失われてしまった
か、もしくはまだ未発見の写真乾板が存在す
る可能性が考えられる。例えば「あるばむ」16
頁の「道成寺　万三郎師」の写真は、これまで
調査した写真乾板にはないが、「あるばむ」本
文に「道成寺は十五六回しか舞つて居りませ
んが、何分、二十二歳（明治二十二年）で披キま
してから六十歳を越してからも三度、この写
真のは一番調子ののつた三十七八の頃かと思
ひます。」（12 頁）とあるので、明治 30 年代後
半の写真と考えられ、写真乾板があってもお
かしくない。また『亀堂閑話』口絵の「万三郎先
生の仕舞『清経』（三十六歳）」（注 6）も、04-019
と 04-022 が同じ装束であることから同じ時
に撮影された写真と思われるものの、この写
真の乾板は未見である。これら一連の能楽乾
板写真は、今後まだ発見される可能性がある
だろう。

おわりに
一昨年から昨年に渡り梅若万三郎師の御協

力のもと調査させて頂いた明治 30 年代の写
真乾板について、これまでにデジタル化した
データを報告した。前述したように『日記』等
の同時代資料との照合は今後の課題であり、
分かった事柄についてはこれからもその都度
発表する予定である。これらの写真乾板は、明
治 30 年代の梅若家における、岩崎弥之助ら財
閥の能楽愛好と万三郎家・二世実家や姻戚の
銕之丞家の子弟の役者としての成長を伝える
貴重な資料である。今後も戦前の梅若万三郎
家所蔵資料を調査させて頂きたいと思ってい
る。

注
1　「梅若万三郎家所蔵写真乾板のデジタル化

について」　拙稿　「椙山人間学研究」第
7 号　椙山人間学研究センター　平成 24
年 3月発行　139～ 147 頁

2　「明治三十年代後半梅若家の繁栄―梅若
万三郎家所蔵写真乾板から―」　拙稿　
「橘香」第 57 巻第 9 号　梅若研能会　
平成 24 年 9月発行　18～ 19 頁

3　『梅若実日記』　梅若実著　梅若六郎・鳥
越文蔵監修　梅若実日記刊行会編　八木
書店　第 6 巻（明治 30 年～ 35 年）　平
成 15 年 5月発行　第 7 巻（明治 36 年～
41 年） 　平成 15 年 12月発行

4　「万三郎先生の思ヒ出ノあるばむ」「橘香」
（第一次）第 4 号　橘香発行所　昭和 15
年 9月発行　9～ 20 頁

5　『観世華雪芸談』　沼艸雨編著　檜書店　
昭和 35 年 3月発行

6　『能楽随想亀堂閑話』（復刊）　十二世梅
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若万三郎著　玉川大学出版部　平成 9 年
5月発行　口絵写真

補記
貴重な乾板写真を提供・デジタル化させて下
さった梅若万三郎師、仲介の労を取って下さ
った梅若研能会八田達弥師に心より感謝いた

します。また八田師には乾板写真の曲名等も
ご教示頂きました。記して感謝申し上げます。
本稿は平成 24 年度科学研究費基盤研究Ｃ「東
海地域近世・近代能楽資料の収集・整理とデ
ータベース化」研究代表者　飯塚恵理人（課題
番号　23520256）による成果の一部となりま
す。
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「環境と人間」
プロジェクト研究報告

保育者・教員養成課程の大学生への環境教育および研究の場としての
椙山女学園山添キャンパス（愛知県名古屋市千種区覚王山）

Evaluation of Yamazoe campus of Sugiyama Jogakuen (Kakuozan, Chikusa, 
Nagoya, Aichi, Japan) as a field of environmental education and scientific 
research on university students of nursery and elementary school teacher 
education course

椙山女学園大学教育学部准教授
野崎　健太郎
Kentaro　　　NOZAKI

椙山女学園大学附属小学校教諭
森　昌彦
Masahiko MORI

研究の背景
椙山女学園山添キャンパスは、名古屋市営地

下鉄東山線覚王山駅より坂を下った場所に位置
し、坂の上から下に向かって椙山女学園大学附
属小学校、二ツ池公園、椙山女学園大学附属
幼稚園、椙山女学園中学校・高等学校の順に並
んでいる。現在では、住宅地であるが、かつて
は台地に切り込む谷状の地形で、いわゆる谷戸
（谷津）であったと言える。谷戸の上部には溜
池が設置され、その下流には水田が広がってい
た（森，2011）。現在、附属小学校には湧水が
見られるが、これは二ツ池公園にあった溜池の
水源であったと思われる。附属小学校の湧水は、
気温に比べて水温の季節変動が小さく、水の
pHの値は弱酸性を示すことから（野崎・宇土，
2011）、コモウセンゴケ、シラタマホシクサ、シデ
コブシ等、東海地域に特異な植物群落である
東海丘陵要素を育んできた湧水湿地（富田，
2008；野崎・倉澤，2010）であったと考えられる。

つまり、附属小学校は、名古屋の都市部に位置
しながらも水源を持つ小学校であると言える。
そして、この湧水を附属小学校、二ツ池公園、附
属幼稚園、中・高等学校と繋げていけば、都市
部の山添キャンパスを核にして名古屋本来の自
然環境を復元できる可能性を秘めている。

今後、この可能性を高めていくためには、山
添キャンパスを大学生の教育、そして研究の場
として用い、様々な視点から自然環境の情報を
収集する必要がある。加えて、特に、保育者およ
び教員志望の大学生にとっては、附属小学校、
附属幼稚園を教育、研究の場にすることで、現
場感覚を味わう機会にもなると判断される。そ
こで、今年度は、山添キャンパス、特に附属小学
校と附属幼稚園を教育学部の大学教育に積極
的に利用させて頂いた。本稿では、その紹介を
行う。
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環境教育への活用
教養教育科目「環境の科学」では、水の環境

問題、生物多様性（Biodiversity）の内容に関
連させて附属小学校のビオトープで水質調査と
水生生物の採集を行った（2012年4月24日，9時
10分～10時15分）。受講生54名は、まず、宇土泰
寛校長（教育学部教授兼務）の講話を受けた
（写真1）。水質は、水温、共立理科のパックテ
ストによるpH（水素イオン強度）、COD（化学
的酸素要求量）の測定を行った（写真2）。水温
の測定結果は図1、pH、CODの測定結果は図2
に示した。水温は、15～17℃の幅を示し、湧水
の流入地点である地点1から流れ下るにつれて
上昇する傾向にあった。pHは6.1～7.2の幅を示
し、弱酸性から中性の環境であった。有機物濃
度の指標であるCODは、0～8 mg/Lの幅を示

し、流入地点に近い測定地点で低く、落葉が大
量に供給される地点で高くなる傾向であった。
続いて、「環境と人間」プロジェクトメンバーで
ある森昌彦教諭の指導の下、ビオトープに生息
する水生生物の採集を行った。外来魚であるカ
ダヤシ（Gambusia affinis）を中心に、モノアラガ
イ、サカマキガイ、ヤゴ、ミズムシが捕獲された。
授業の終わり近くには、休憩時間で校庭に出て
きた児童たちとともに生き物の観察を介した交
流を行った（写真3）。

専門教育科目「生活科」では、2年生で扱う
「生きものはっけん」（大日本図書，2011）を体
験するために、附属小学校ビオトープで水生生
物の採集を行った（2012年6月25日，9時10分～
10時15分）。受講生は24名であった。今回も、
森昌彦教諭の指導を受け（写真4）、水生生物

写真1  附属小学校での宇土校長の講話（2012年4月24日） 写真2  附属小学校のビオトープでの水質調査（2012年4月24日）

写真3  附属小学校児童との交流（2012年4月24日） 写真4  附属小学校でのビオトープ調査の指導（2012年6月25日）
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を採集した（写真5）。

研究活動への活用
野崎が指導する3人の教育学部生が附属幼

稚園、附属小学校を利用して卒業研究を行った。
服部有沙（初等中等教育専修4年）は、附属小
学校ビオトープで稲を育て、その栽培活動を教

材化する試みに取り組んだ。堀田美菜（初等中
等教育専修4年）は春日井市高蔵寺の小学校2
校の校庭で見られる雑草の研究に取り組んで
いるが、比較対象の都市部として、附属幼稚園
の園庭、二ツ池公園、附属幼稚園で調査を行っ
た。吉川真由（保育・初等教育専修4年）は、園
庭、校庭の昆虫相の特徴を明らかにしようと附

図1  附属小学校ビオトープの水温（2012年4月24日）。地点1が湧水の流入地点である。

図2  附属小学校ビオトープのpHとCOD（2012年4月24日）。
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属幼稚園、二ツ池公園、附属小学校で調査を行
った（写真6）。吉川の結果では、附属小学校で
採集された昆虫の種類数は、附属幼稚園および
二ツ池公園に比べ多かった。そして、その特徴
はトンボであった。附属小学校は湧水と池を中
心としたビオトープが設置され、トンボの幼虫で
あるヤゴの生息が可能である。これが、昆虫相
の多様性を生んでいる1つの要因であると考え
られる。

今後の展開
本研究プロジェクトの1つの目標は、附属小学

校の湧水を二ツ池公園、附属幼稚園、中・高等
学校へとつなぎ、水を中心とした環境教育の場
を創出することである。ただし、水質を始めとす
る湧水の環境情報の記録は未だ不十分である。
今後は、水質等の詳細な季節変化の測定に取
り組む予定である。

現在、附属幼稚園の改築計画が進行している
が、山口雅史園長（人間関係学部教授兼務）は、
生きもの溢れる園庭を構想している。本年度に
行った吉川真由の研究からは、水環境が昆虫
の多様性を生む有力な要因であることが示唆さ

れた。したがって、附属幼稚園に附属小学校の
湧水を繋げ、新たな水環境を創出することが、
その実現に向けて有効な方策であることを提
案する。

引用文献
大日本図書（2011）たのしい せいかつ 下－は

っけん．p. 30 ～ 45，大日本図書株式会社
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育の実践．椙山人間学研究，7：163-169
野崎健太郎・倉澤美保（2010）天白川源流域（愛
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39-44
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水湿地に見られる植生分布と地形・堆積物
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写真5  附属小学校のビオトープでの水生生物の採集
（2012年6月25日）

写真6  附属幼稚園での昆虫の採集（2012年8月9日）
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小学校における環境教育とＥＳＤ
（持続発展教育）に関する考察

A Study Of Environmental　Education And　E．S．D At　Primary　School
　

椙山女学園大学附属小学校教諭
川野　幸彦
Yukihiko   Kawano

要　旨
小学校において「環境教育」としての全校遠

足を行った。例年全校遠足は、教員が目的地を
設定し、現地ではクラスまたは学年ごとのプロ
グラムに従って行動をしていた。そこでは、ただ
単に「校外学習」または「校外遊び」となりがち
であった。そこで、本校（椙山女学園大学附属
小学校）研究部を中心に、遠足の見直しを図る
とともに、そこに「環境教育」を取り入れていく
ことにした。その際に必要となることは、どのよ
うなことがあるのかを考察していった。

背景と目的
平成16年に閣議決定された「環境保全の意

欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的
な方針」では、環境教育の目指す人間像につい
て、「環境教育については、知識の取得や理解
にとどまらず、自ら行動できる人材をはぐくむこ
とが大切です。環境教育を通じて、人間と環境
との関わりについての正しい認識に立ち、自ら
の責任ある行動を持って、持続可能な社会づく
りに主体的に参画できる人材を育成することを
目指します。」とある。

また、平成18（2006）年に改正された教育基
本法においては、教育の目標の一つとして「生
命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与
する態度を養うこと。」（第二条第四号）とする

規定が盛り込まれた。また、さらに「学校教育
法等の一部を改正する法律」（平成19年）によ
り改正された学校教育法においても、義務教育
の目標の一つとして「学校内外における自然体
験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神
並びに環境の保全に寄与する態度を養うこ
と。」（第二十一条第二号）が位置づけられた。

さらに、2014年までの10年間を「国連持続可
能な開発のための教育の10年」として、ＥＳＤ
（持続発展教育）と呼ばれる教育が行われてき
ている。持続可能な社会の構築を目指した教育
は、環境教育とも大きくかかわっている。

これらのことから分かるように、環境への責
任ある行動をとることができるような態度を子
どもたちの中に育成していくこと1）が、現場教師
に望まれてきているのである。

実践の対象
本校児童（１～5年生）。全職員（常勤者約20

名）。

実践の内容
①教員研修

2012 年 8 月 27 日～ 28 日の 2 日間を使
って、遠足目的地となる「138 タワーパー
ク」（愛知県一宮市）において、現地の視察と
そこで子どもたちに取り組ませる活動の開
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発を行った。事前に、遠足当日は、縦割りの
グループで活動させたいことを確認してお
いた。

まず、初日の午前中には、教員を専門教科
ごとのチームにし、それぞれの教科の視点
から現地を見てもらった。その際には、子ど
もたちがどのように活動をしていったら楽
しみながら学習していくのかを考えてもら
い、実際のワークや取り組む課題も制作し
てもらうことにした。そして、午後からは、
各教科の担当者が入り混じったチームを３
つ作り、もう一度現地を回ってもらった。そ
の際には、午前中に作ったワークや課題を
教員同士が行うようにした。そうすること
で、どのようなことが可能で、どんな準備が
必要になるのかを確かめ合うことができた。

2 日目は、小学校において 1 日目午後と
同様のチームで作業していった。前日、現地
において開発したワークや課題をもとに、
遠足での活動の全体像を描いていった。

午前中、各チームの教員は、ワークシート
や当日子どもたちに持たせる「しおり」（遠
足の案内書）などを、力を合わせながら手際
良く作っていった。午後は、プレゼンテーシ
ョンを行い、午前中に作ったものを各チー
ム代表が発表した。その内容は、実際の遠足
に盛りいれていくこととした。
②児童の活動

遠足のための「班」は、1 ～ 5 年生各 1 名
ずつで構成されることになった。つまり、5
年生全員に班長を担当させることにした。
10月18日に、初めて班の顔合わせを行った。

目的地は、「河川環境公園」であり、周りの
自然を生かしながら作られた公園であるこ
とや、自然を大切にしていることなどを子

どもたちに案内した。その後で、班員の自己
紹介を行った後、遠足当日にどのような順
路で現地を回っていくのかを話し合わせた。
地図の見方がよく分からない 1・2 年生に
は、5 年生が丁寧に教えていた。

そして、次回の打ち合わせまでに、4・5
年生で、スケジュール表を完成させておく
よう指示した。10 月 24 日、2 回目の打ち
合わせが行われた。当日行われるスタンプ
ラリーのスケジュールと、活動概要の確認
が行われた。

11 月 2 日の遠足は予定通りに行われた。
子どもたちが行っていったスタンプラリー
の中には、教員研修の折に開発された様々
な「ミッション」が取り入れられた。例えば、

「人の手のような形をした落ち葉を手に入
れろ」や、「オオバコで草相撲をしてみよう」
などといった自然に関するものや、「万葉集
にも登場する植物を入れて川柳を一つつく
ってみよう」とか「タワーの最上階から見え
るお城を２つ探そう」といった文化に関わ
るものもあった。子どもたちは、ラリーを楽
しみながら「生態学的環境」について学んで
いったと同時に、役割やルール・歴史的に
築き上げられた地域社会の様子・これから
の学校生活の中で生きてくるつながりとい
った「社会的環境」も学んでいた。

実践に対する評価
本校児童は、毎日「日記」を書くことになって

いる。その日記の内容から判断するとほとんど
の児童が、「遠足は楽しかった」や「また行きた
い」など、遠足を肯定的にとらえていた。とくに、
班長を務めた5年生については、「班長は大変
だったが楽しかった」や「班長と呼ばれること
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に誇りを感じた」など、遠足時の学習内容と共
に、与えられた役割に対する評価をする児童も
見られた。

一方、教員の反省会では、事前の準備から当
日の「班活動」までは、ほとんど問題なく行われ
たが、午後の学年活動から最終の全体集合ま
でには、共通理解がなされていないこと（教師
間のコミュニケーション不足）から問題が起こっ
た。

「自然環境」を学ばせることでは成果を得た。
また、縦割り活動や役割分担など、「社会環
境」を学ぶ活動においては、児童は大いに成果
を上げたが、教員には課題が残った。

今後の課題
「遠足」という学校行事を通じた「環境教

育」は、ＥＳＤの視点から見ると、「教員」が大
きな鍵をにぎるということが、今回の実践を通
じてはっきりとした。本実践のように、教員・児
童を含んだ全校規模的なアプローチ（ホールス
クールアプローチ）においては、とくに「教員」
（教員集団）が「環境教育」と「ＥＳＤ」の視点
をしっかりと持って行っていくことが重要だと言

える。「環境教育」の中には、大きく分けると
「生態学的な環境教育」（生物多様性・相互依
存関係など）と「社会的な環境教育」（人権・ル
ール・役割・計画・参加など）という柱となるも
のがあり、両者を学ばせていくことが重要であ
ると考える2）。とくに、小学校においては後者の
「社会的な環境教育」の向上を図っていくこと
が今後の課題といえる。

参考文献
1）「環境教育指導資料―小学校編」（国立教

育政策研究所教育課程研究センター）
2）佐藤真久（1998）「環境教育の概念と定義」

（地球環境戦略研究機関（IGES）環境教育
プロジェクト）
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パースホームステイを通して考える環境教育
Environmental　Education ～Perth Homestay Program～

椙山女学園大学附属小学校教諭
坂野　由季
Yuki　　   Banno　

椙山女学園大学附属小学校では、毎年５・６
年生を対象に夏休みを利用してオ―ストラリア
のパースへ行くプログラムを実施している。主に
現地の家庭でホームステイをしながら現地の小
学校へ通うのだが、このプログラムでおもしろい
のがホームステイをする前の二泊三日は現地の
農場で生活をするということである。

行く先の農場は年によって異なるのだが、ど
の農場も小学生を受け入れることに非常に好意
的で、かつ協力的である。参加児童はここで朝
から夜まで自然や動物と触れ合って過ごすこと
になる。エサやりやフルーツピッキング、乗馬な
ど経験できることは数多い。

今年度お世話になった農場で印象的だった
のは、ブッシュウォークといって自然の中を散歩
していた際に、農家の方がお話ししてくださった
ことである。それらはオーストラリアの抱える問
題や農場をしていくにあたっての工夫など、日本
の子どもたちがこれから学んでいくだろう問題
がいっぱいだった。例えば次のような話である。

・オーストラリアは雨が少ないので土に栄養分
が少なく、農家は工夫をこらしてなんとか植
物や動物を育てている。特に内陸部は降水
量が低い。

・牛を売ってファームに入るお金は１頭あたり
約２万円ほど。

・農場には必ずいくつかの水だめを設け、牛ら
が飲めるようにしている。その水は雨水の他、
地下水も利用している。地下水のくみ上げに
はソーラーパネルの力を利用している。

・夏は乾燥するので特に山火事が頻発するた
め、山火事が起きないように政府がファーム
に指導を入れている。

・ここで収穫できる干し草は、夏の乾燥した気
候のなかで保管できるので質が良く、日本の
競馬関係の人もよく買い付けにくる。

・サンダルウッドという西オーストラリアに昔か
らある植物は根に油を含み、香水などになる。
昔その利益を求めて多くのサンダルウッドが
売られ、今は政府によって保護されている。サ
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ンダルウッドは周りにある他の木から栄養を
もらって育つため、３～４ｍごとに他の木を間
に入れながら植えている。

小学校では主に3・4年生で学習する水問題
を、日本以外の現地の農場で生きた声として聞
けるのは非常におもしろい。これからの課題は、
プログラムの内容をさらに充実したものに改善
していくのと同時に、教室で学んだ事柄と実生
活の事柄をうまくつなげていけるようなカリキュ
ラム作りをしていくことである。社会、理科、総
合、英語など様々な教科と関連させていくこと
ができる。
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メダカ里親活動を通した環境教育を広げる試み
Expansible Challenge of environmental education
through the Medaka-Satooya(killifish breeding)activity

椙山女学園大学附属小学校教諭
森　昌彦
Masahiko MORI

１．概要
今年度も、椙山女学園大学附属小学校（以下、

本校）では、環境教育を充実させるために、東
山動物園が主催する「名古屋メダカ里親プロジ
ェクト」に参加した。これは名古屋の固有種のメ
ダカを東山動物園が名古屋市内の個人や学校
に貸出し、その個人や学校が繁殖させ再び東山
動物園に返還するプロジェクトである。また、返
還するときに、その個人と学校の一部が自由研
究を発表する。

本校では2回目の参加ということもあり、安定
した飼育・繁殖ができるようになった。しかし、
メダカを通した具体的な環境教育の実践につい
てはいまだ試行錯誤の段階で、実際に中心にな
って飼育・繁殖・自由研究に関わる一部の児童
（環境委員会・メダカ研究所）はもちろんである
が、それ以外の全校児童にもメダカをより身近
に感じられるような工夫を試みた。

２. メダカの飼育・繁殖
昨年度「名古屋メダカ里親プロジェクト」に参

加したときに、次年度もプロジェクトに参加する
個人・学校は返還するメダカの一部を継続して
飼育してもよいということだったので、本校では
昨年度から継続してメダカを飼育している。し
たがって、昨年のような運搬によるストレスが原

因と考えられるメダカの大量死は起こらず、安心
して飼育・繁殖することができた。

昨年度は、水槽（45×30×30センチメートル）
で、メダカを10匹程度飼育し、メダカが毎日産
んだ卵を回収し別容器に入れ、孵化させる繁殖
方法をとった。このような繁殖方法では、毎日30
個ほど卵を回収したとして、孵化する確率を40
パーセント程度と見積もると、1か月で稚魚が
300匹以上になる。すべての稚魚が成魚まで生
存することは考えられないが、これが何か月も
続くと、大量の水槽が必要になる。

このような大量の水槽を購入し屋内に設置す
ることは本校では難しいので、近所のスーパー
マーケットで発砲スチロール製の箱（50×50×
50センチメートル程度）を大量に譲ってもらい、
それに水を入れ校舎屋上に設置し、そこでメダ
カの稚魚を育てることにした。発砲スチロール
製の箱を水槽にすることの利点は以下のとおり
である。

・無料なので、予算を気にせずに増やせる。
・夏期には校舎屋上の床が高温になるが、発
砲スチロールが熱の伝導を妨げる。

熱の伝導を妨げるといっても、8月上旬には
水温が摂氏40度近くになることがあるので、夏
期のみ遮光ネットを設置した。カラスがメダカを
捕食すると飼育書（青木崇浩，2010）にあった
が、実際には捕食する様子は確認できなかった。
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写真１　メダカの水槽で発見されたヤゴ

ただし、本校にはカラスが度々飛来し、メダカ
の水槽で水浴びするのは確認できた。また、メ
ダカの飼育にとって有害なヤゴ（トンボの幼虫：
写真１）が水槽に入るのは好ましくない（松沢
陽士，2010）。したがって、カラスとトンボの水
槽への侵入を防ぐために、防鳥ネットを設置し
た。また、降雨による増水で、あふれた水と一
緒にメダカが流出しないように、水抜き用の穴
をあけ、稚魚が通過しない程度の目のネットで
覆った。昨年度はこの箱が40個ほどになり、今
年度４月まで継続して飼育した。しかしやがて
発砲スチロールの劣化が著しくなり、今年度の4
月に大型のプラスチック製の容器（いわゆる「プ
ラ舟」：80リットル）10個と取り換えた。発砲ス
チロール製の箱を屋外飼育用の水槽に使うのは、
1年以内に限られることがわかった。

屋内の水槽で10匹程度のメダカを飼育し、産
卵した卵を回収して、孵化した稚魚は屋上の水
槽で飼育するという昨年度と同じ繁殖方法で
繁殖を試みた。今年度の卵の回収は6月から10
月まで行ったが、土曜日・日曜日・祝日・夏休み
期間（7月下旬と8月）は行わなかった。そのため
か、昨年ほどはメダカの数を増やせなかった。

メダカの給餌・卵の回収は環境委員会の児
童が当番で行った。昨年度と違うところは、回

収した卵を当番の児童の一部が自分の教室へ
持ち帰り、教室で飼育・観察を続けたところで
ある。一部の教室ではあったが、教室に持ち込
むことによって、毎日稚魚の様子を欠かさず観
察でき、環境委員会の児童のみでなく、他の児
童も身近にメダカを観察することができた。

また、職員室前に、孵化直前の卵を拡大して
テレビモニターに映すという展示コーナーを設
置した。これにより多くの児童に卵の中のメダカ
の稚魚の様子を見せることができた。低学年の
児童をはじめ多くの児童が、動く心臓や血液の
流れ、卵の中でくるりと回る稚魚の姿を、モニタ
ーを通して見入る場面が多く見られた。モニタ
ーに映る卵の中の生命の活動が、すぐ目の前に
ある小さな黒い点のような卵の中での出来事だ
ということに驚く児童の様子が見られ、モニター
を通してではあるが、大変身近に感じたのでは
ないかと思った。さらに興味深いのは、同僚の
教職員などの大人もじっと見入る様子が見られ

写真２　田植えを行う5年生（2012年6月20日）
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たことである。この卵の中の稚魚は大きな眼球
を持っており、職員室の前を通るときにその眼
球がこちらを見ているような錯覚によるものか
もしれない。

また、今年度、本校で米作りを試験的に行っ
た。メダカの水槽を設置した屋上に大型のプラ
スチックの容器5個を加工し、棚田のような実験
水田を作り、そこに種もみから発芽させた苗で、
2年生と5年生が田植えをした（写真２）。その
実験水田にメダカの稚魚を放してメダカと
稲の成長を同時に観察できるよう試みた。しか
し、稲の成長が早い上に、水量の管理がうまく
いかなく水が干上がってしまい、メダカは全滅し
てしまった。しかし稲はその後順調に成長して
（写真３）多くの穂をつけたので、来年度は実
験水田を改良してもう一度試みたい。改良点は、
水量の管理と、短期間水田の水を抜き、稲の茎
を増えさせる「中干し」という作業をする（佐伯
剛正，2007）のでそのときのメダカの逃げ場所
を確保することである。

写真３　成長した稲（2012年8月17日）

３. メダカの自由研究の問題点
「名古屋メダカ里親プロジェクト」には児童に

よる自由研究発表会が含まれる。これに向けて、
メダカ研究所の児童3名（6年生）と研究計画を

立てることになった。ここで問題になったのは
以下の3点である。

①メダカ研究所は、委員会活動やクラブ活動
ではないので、いつ活動するのか。

②メダカが名古屋の固有種であることを生か
した研究ができるか。

③昨年の研究内容を発展させられるか。

まず、①はメダカ研究所の発足時から問題に
なっていた。今回の自由研究発表会の締め切り
前の1か月だけということで、特別に放課後に活
動することにした。本校児童は学区の小学校で
はないので、通学に時間がかかる場合が多く、
週3回程度で、１回30分以内での活動とし帰宅
時刻が遅くならないように配慮した。

次に、②については固有種のメダカを繁殖さ
せる内容のプロジェクトなのに、その自由研究
が固有種でなくてもできる内容のものではおか
しいという問題であった。素人の私や児童には、
名古屋の固有種のメダカとそれ以外の例えばペ
ットショップに売られているメダカとの区別すら
不可能である。明確に区別するには遺伝子レベ
ルの解析が必要であるが、それは小学校の学
習活動には向かない。また、名古屋と別の地域
の2つの固有種のメダカを飼育・観察して、比較
するという研究も考えられなくはない。しかし、
児童の手違いでその2種が交雑してしまったら
大変である。このように管理が困難なのであき
らめざるを得ない。そこで、メダカが固有種であ
ることは生かせないが、約70年前に名古屋の固
有種のメダカが暮らしていた現在の平和公園付
近と本校を含む名古屋市千種区あたりの環境
を考える基本的な研究を始めることにした。た
だし、いきなり名古屋市千種区と限定するのは
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難しいので、一般的な「メダカと環境」の研究か
らスタートさせたい。そして何年後かに、児童が
メダカと人間が共存できる環境を考え、将来の
街づくりのモデルを考える材料にしたい。

最後の③については、本校はこのプロジェク
トに数年継続して参加するつもりなので、ぜひと
も実現させたい。また、次年度につなげるため、
研究テーマはもちろん、学校での研究環境を整
備することが望ましいと考えた。

４. メダカの自由研究
メダカ研究所の児童3名と私で、今回の研究

を次の2つのカテゴリーに分けて行うことに決定
した。
Ⅰメダカと環境
Ⅱメダカの行動

Ⅰメダカと環境
これをさらに分け、「メダカが環境に与える影

響」、「環境がメダカに与える影響」を調べるこ
とにした。

「メダカが環境に与える影響」としては、本来
は水田にメダカを入れたものと、入れないもの
とでの稲の発育の比較を考えたが、前述のとお
り水田でのメダカの飼育に失敗したので、装置

をもっと単純化して、メダカの有無によるウキク
サの成長の比較の実験を行った。私はメダカと
水田を関係づける実験にこだわりたかったので、
水田に実際に見られるウキクサを水田の植物の
代表として実験をしましょうと児童に提案して
実験を指導した。

はじめに、メダカと水田の土壌を組み合わせ
た水槽が何種類できるか児童に質問した。これ
は簡単に答えることができ、実際に4種類の水
槽を、バケツを使って作らせた。それぞれの水
槽は以下のとおりである。

　Ａ　メダカあり　土壌あり
　Ｂ　メダカなし　土壌あり
　Ｃ　メダカあり　土壌なし
　Ｄ　メダカなし　土壌なし

ただし、「メダカあり」にはそれぞれ6匹、「土
壌あり」には100ｍL程度を入れた。水槽Ａ，水
槽Ｂ、水槽Ｃ、水槽Ｄをそれぞれ3つずつ用意
して、すべてにウキクサ10個を入れ、日なたに置
く。ウキクサに影響を与えるおそれがあるので、
メダカの給餌は行わなかった。このウキクサの
数の平均の変化を記録した（表）。

結果は児童の予想通り、「土壌あり」の水槽
A、水槽Bの方が、「土壌なし」の水槽C、水槽
Dよりはやくウキクサの数が増えるというものだ

表　水槽A，B，C，Dのウキクサの変化（7月 2日にウキクサ 10個で実験を開始）

水槽 7月3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

A － 28 39.6 56.3 － 122.6 － －

B － 25.6 43 64 － 140.6 － －

C － 25.6 29 31 － 43.6 － 55

D － 29 41.5 45.5 － 49 － 69
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った。しかし、同じ「土壌あり」の中でも「メダカ
なし」の水槽Bの方が「メダカあり」の水槽Aよ
りも、はやくウキクサの数が増えた。これは児童
の予想に反して、メダカがいる方がウキクサの
数が増えにくいという結果だ。児童の予想は、
メダカの排せつ物が肥料になって、ウキクサの
数をよりたくさん増やすといったものであったが、
予想に反した結果に児童は驚いた様子であっ
た。メダカがいるとウキクサの増え方が緩やか
になるという結果に対して、児童は、餌不足の
水槽の中でメダカがウキクサの芽を食べたので
はないかと考えた。また、排せつ物が肥料にな
るには、1週間という時間は短すぎるのではない
かということを私から付け加えた。

「環境がメダカに与える影響」としては、緑・
赤・白・黒の色画用紙で覆った水槽でメダカを1
週間ほど育て、メダカの体色の変化を観察した。
明確な差はあらわれなかったが、白と黒の色画
用紙で覆った場合のメダカの体色は、白っぽか
ったり、黒っぽかったりという違いは確認でき
た。

後に、岩松鷹司氏の指摘で、環境が変われ
ば瞬時に体色は変化するので、1週間も時間を
かけなくてよかったことがわかった。メダカの体
色は鱗の色素胞の分布と活動によって決まり、
その色素胞は黒色素胞、黄色素胞、白色素胞、
虹色素胞に分類される（岩松鷹司，2006）。しか
し、児童と実験してみると赤の色画用紙で覆っ
た水槽のメダカの体色がわずかに赤っぽくなっ
たように見えたのが不思議に感じた。

Ⅱメダカの行動
昨年度の研究では、メダカを迷路に入れ、ど

のような経路で進むかを調べ、ダンゴムシに見

られるような交替性転向が特に見られないこと
を確認した。今年度は、このようなメダカの行動
に着目した実験も行うことにした。

大がかりな装置は望めないので、児童と簡単
な装置をつくった。工作用紙を筒状にして、内側
に縦に縞模様をつけ、メダカが入った筒状の水
槽にかぶせて両手で滑らかに時計回りに回す。
するとメダカは縞模様を追いかけるように時計
回りに回る（写真４）。よく知られている実験で

写真４　縞模様を追いかけるように時計回りに回るメダカ

あるが、成魚でなく孵化して1日目の稚魚でどの
ような反応をするのかも試してみた。結果は、成
魚のように一斉に同じ向きに泳ぐことはなく、何
の反応も見せずばらばらの向きを向いて流れに
身をまかせていた。

この実験で成魚ではなく稚魚を用いたのは、
成魚は縞模様を目で見て泳ぐ向きを変えている
（視運動反応）から必ず物が見えているはずだ
が、稚魚は物を見ているのかという疑問からで
ある。児童は経験的に犬や猫は生まれたばかり
のときには物を見られないことは知っている。で
は孵化したばかりのメダカの稚魚はどうなのか
という疑問を持ったのであろう。

結果が出てから児童は、稚魚は物を見ていな
いと結論づけたので、私は実際に水槽の水を
手でかき回してみた。すると、稚魚は、ばらばら
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の向きを向いて流れに身をまかせていた。以上
のことから結論として、メダカの稚魚はまだ泳ぎ
がうまくないので、この方法では稚魚が物を見
ているのか、見ていないのかは確認できないこ
とがわかった。

この視運動反応を指標とした分解視力の研
究で、孵化後5日ごろから15日ごろに急激によく
なる（岩松，2006）ことが知られているので、実
は子どもたちの考えは誤りではなさそうである。
今後、もう少し実験方法を工夫してみたい。

このメダカの稚魚を使って行った実験では満
足のいかない結果ではあったが、このことから、
メダカが何世代も暮らせるような環境には、稚
魚がその場にとどまることのできる水流のほと
んどない場所が必要ということを児童は理解し
たと思う。

５. 自由研究発表会と繁殖メダカの放流式
2012年10月28日に、東山動物園の世界のメダ

カ館において自由研究発表会と繁殖メダカの放
流式が行われた（写真５）。本校では、環境委
員会（前期・後期）とメダカ研究所の児童から
希望者を募ったところ13名（4年生8名、6年生5
名）が参加した。発表者は前述のメダカ研究所
の6年生3名である。

写真５　自由研究発表会で発表するメダカ研究所の6年生

自由研究発表会では、個人（小学生）2組、学
校（小学校）3校が発表した。本校を含め学校
の発表では、昨年主流だった観察日誌的なもの
は少なく、メダカを使った実験が中心であった。
小学校では児童が研究をするので、あまり長期
間に及ぶ実験・観察は不向きであるようだ。

６. 環境教育を持続発展させるために
メダカの飼育・繁殖・研究を2年近く継続して、

私はその楽しさや困難さを実感した。さらにこ
れを本校児童の学習に役立てるための仕組み
づくりの困難さも実感した。しかし私はそれが、
メダカを身近に感じてそれを通して自分たちの
自然環境を考えられるような児童を育てること
につながると信じている。

写真６　岩松鷹司氏のメダカの飼育方法を聞く児童

2012年7月19日、愛知教育大学名誉教授の岩
松鷹司氏を本校に招き、メダカの飼育・繁殖・
研究という活動の中心になる環境委員会とメダ
カ研究所の児童がメダカの飼育方法のお話を
聞く機会に恵まれた（写真６）。岩松氏はメダカ
の飼育のみでなく、ご自分の研究者としてのお
考えなど児童に熱心にお話しされ、児童にとっ
て有意義な経験であったと思う（4年生児童は、
岩松氏にサインを求めていた！）。



Journal of Sugiyama Human Research 2012196

「環境と人間」プロジェクト研究報告

2年生の生活科と5年生の社会科の授業では、
屋上の実験水田で稲を栽培して収穫した。これ
は、前述のとおり水田でのメダカの飼育には失
敗したが、メダカの学習を、稲の栽培の学習と
関連付けてみる試みであった。それは、一部の
児童のみが関わるのではなく授業内容としてメ
ダカの学習を扱えば、全校児童にメダカを身近
に感じられるのではないだろうかと考えたから
である。そのためにも、メダカの飼育と稲の栽
培を関連付けた学習を実践していきたい。

７. 引用文献
青木崇浩（2010）：メダカの飼い方と増やし方

がわかる本．日東書院．
岩松鷹司（2006）：新版メダカ学全書．大学教

育出版．
佐伯剛正（2007）：田んぼが学校になった．岩

波書店．
松沢陽士（2019）：日本のメダカの飼育 12 か月．

学研出版．
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「あの世」は「この世」のなかに在り
～自然人類学者が考えたこと～

Hades (anoyo) is not in the world to come, but exsists in this world (konoyo)．
~Meditating by a physical anthropologist.~

椙山人間学研究センター 客員研究員
椙山女学園大学名誉教授

京都大学名誉教授
江原昭善

Ⅰ．自然人類学からのアプローチ
１．答のない問い

かつてパスカル（1623~1662）は遺稿集『パン
セ』（1670）のなかで、「ふしぎなことに、矛盾を
いっぱい抱え込みながら、何の矛盾も感じない
で生きているのが人間だ！」と、嘆息した。その
最たるものが、「死」に対する態度だ。たとえば、
自分の身に間近に迫っている死刑の宣告にはま
ったく無頓着で、同房の囚人仲間とカルタ遊び
にふけっている一人の男が登場する。この男は
死に至るまで気晴らしにうつつを抜かしている
人間だ。私たちはこれと似たようなものではな
いか。そんなわけだから、死後どのようにして、
どこへ行き、どのようになるかも明確ではない。
ことほどさように、どの部族や民族も、かならず
宗教もしくは何らかの信仰を持っているものだ
が、その信仰や宗教すらも人間の死後の行き先
や在り方や世界については、明確で納得のいく
説明は用意していない。

たしかに死にまつわる観念や儀礼などは、未
開の部族や野生の思考のうちにも見られるが、
その観念や儀礼がそのまま死後の世界を表わ
しているとは考えられない。多くの現代日本人
にとっても、「葬式で僧侶が唱えるお経の意味

が分からないし、戒名は意味も分からず、覚え
てもいられないくらい難解」である（内堀・山下
2006）。しかし自分には難解で理解できなくて
も、仕来りや伝統はありがたいものと教えられ、
それにはどこまでも首を突っ込むような愚は避
けて、現世と来世、生者と死者や先祖とを分け
隔てる神聖な境界や結界なども、すんなりと黙
認してきた。

ましてや「あの世」や「死後の世界」、「冥
土」や「浄土」や「黄泉（よみのくに）」などが
実在するかどうかなども、民族学や文化人類学、
宗教界・思想界や人文・文学界でも事情は同じ
ようだ。

２．答のないのが答だ
ブッダによると、アートマン「仏教用語で（我）

が」は固定的な実体を持つものとしては存在し
ないと説いた。 それ故「実体のない人間の死
後の世界は、どのようなもので、どのような特徴
を持つものか」と論争を挑まれたとき、ブッダは
沈黙をもって「答」としたと言い伝えられている。
これを「無記」もしくは「捨置記」という。その
理由は、死後の世界は不可知の領域であり、い
たずらに論議すれば、人を惑わすだけだからだ
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という。時代を大きく超えて、ドイツの哲学者カ
ントが神ならぬ人間の認識能力の限界から先は、
｢物自体｣という概念を持ち出さざるを得なかっ
たのも、また後の哲学界に大きな影響を与えた
フッサールが主観の外にある事物や世界を考
えない（判断中止、エポケーする）現象学的還
元が不可欠だと考えるに至ったのも、一脈相通
ずるものといえよう。

しかしブッダは死も包摂した「輪廻（りん
ね）」までを否定したわけではない。輪廻はサン
スクリット語で「流れ」「循環」などを意味する
「サンサーラ」の語の漢訳だ。古代インドでは
人間にはアートマンという魂があり、その魂は死
後には別の世界に生まれ変わるといわれていた。
魂が死後の世界に転生（てんしょう）するという
観念自体は、世界の多くの民族や部族にも見ら
れるもので、現在でも漠然とではあっても「人間
には死後の世界がある」と思っている人は多い。
死後、身体は無に帰しても魂までは無になると
は考えられず、その魂の行き先がないと不安が
募るばかりだからだ。

輪廻の考えでは人間の生存のありようは、そ
の人自身の行い「カルマン（業）」の蓄積による
が、それはこの世に留まらず過去・現在・未来の
三世に亘って流れ続けていくものだという。さら
に仏教では、その輪廻する世界を、地獄・餓鬼・
畜生・阿修羅・人間・天上の六道に分ける。

日本の神道によると、古事記で語られている
死後の世界（黄泉よみのくに）は、地下の暗いと
ころだった。そこへ仏教の「浄土」の思想が入っ
てきて、地獄でも苦は永遠ではなく、地蔵菩薩
（芥川龍之介の名作「蜘蛛の糸」が有名）など
の救いが登場する。この点ではキリスト教やイス
ラム教でいう地獄とは大きく異なる。

３．文化的複製子ミーム
平安中期の天台宗の僧侶、源信（942~1017）

は厭離穢土（おんりえど。穢れた現世を厭う）と
欣求浄土（ごんぐじょうど。浄土を願い求める）
を一般の人々にわかりやすく説くために、『往生
要集』を表わし、地獄と極楽のイメージのリア
ルな描写により、その後の日本の大衆に多大な
影響を与えた。

ここで興味があるのは、グローバルに見て人
間（H. s. sapiens）というかぎり、古今東西の民族
や部族のいずれを見ても、偶然という言葉では
表現しきれないほど、多様な思考のパターンや
行動様式があっても、その各々の間で相同的な
類似が見られることだ。つまりマクロに見て、文
化的能力の進化的発現と、遺伝的・生理的に裏
打ちされた種としての人間の行動との間には、
一切関わりのない現象だと断定して切り捨てら
れないほど、対応性が見られる。

その理由として、ドーキンス（R. Dawkins, 
1977）によると、まるで生物の遺伝子ジーン
（gene）のように、文化的複製子(meme)もしく
は文化的遺伝子ミームとして、人間精神の下部
構造に組み込まれているからだという。それら
の精神要素は「人間の脳裏に植え付けられると、
このミームはまるで寄生虫のように、あるいはま
た、ちょうどウィールスが宿主細胞に寄生するよ
うに、細胞をミームのための器に変えてしまう。
その証拠にたとえば死後の世界の創造という文
化的複製子ミームは、世界中の人々の神経系統
に1つの物理的構造として何百万回と繰り返し
再現されているではないか」という。ここでいう
ミームとは、非物質的な遺伝子のようなもので、
A脳からB脳を経て次 と々伝わり、自己増殖する
性質があると、仮定している。そのようなことか
ら文化的遺伝子とまで言われ、説明原理として
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分かりやすいので、かなり広く利用されている
仮設的な概念だ。この仮説が是か非かをめぐっ
て、すでに議論が決着したわけではないが、筆
者は生物学的にある程度まで肯定できると考え
ている。この詳細な議論は別の機会に譲りたい
と思う。

現生人類ホモ・サピエンス・サピエンス
（Homo sapiens sapiens）が使用している言語は
約3,000もあり、興味深いことにいずれの言語も
ほぼ共通の文構造を持っている。その文構造は
サピエンスとは属（genus）を異にするチンパン
ジーの文構造とかなり異なることが分かってき
た（N．チョムスキーNoam Chomsky）。という
ことは、世界認識の仕方やパターンも人間とチン
パンジーとで異なるということになる。このよう
な現象も、チンパンジーとヒトでは遺伝子構造
が異なっていることは自明の理ではあるが、ミ
ームの概念を利用すれば、両者のミームの違い
があるからだということになり、大変わかりやす
い。

その他、精神分析学者ユンクがいう集合的
無意識（人類や民族レベルに共通の無意識。仏
教の唯識におけるマナ識）も、チンパンジーなど
とは異なる人類にだけ共通するものであること
から、人類のミームによるものと解釈することも
できよう。

また別のよく知られている例として、人類は人
間性を獲得して以来、普遍的に「死とは身体か
ら魂が去る現象だ」と解釈されてきた。そのこ
とから、ミイラは死後の人間と現世の人間とを結
びつけるよすがになると考えて、たとえばアンデ
ス文明や古代エジプト文明で、ミイラ作りがかな
り広く行われてきた。中国や日本でも弥勒信仰
による入定（にゅうじょう）ミイラなども、現世と
来世とを繫ぐよすがと考えられよう。これらの現

象も人類誌的にミームの概念でみれば、ホモ・
サピエンス・サピエンスの公約数的特徴として
理解し易い。

Ⅱ．諸宗教の「あの世」観はどのようなものか
宗教を持たない部族や民族はない。しかしそ

の各宗教の来世観は極めて雑多だ。その来世
観は仏教、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、神
道、その他宗教と呼び得るものの間で大きく異
なる。したがって「死」も文化や時代により異な
るものとして理解した方がよいようだ。つまり人
間の死は、生物学的な生命の終焉を超えた文
化的･歴史的中身の詰った現象なのだ。

ここで留意すべきは、死後の世界をどう考え
るかにより、生の意義も連動して異なってくる。
来世がどのような世界か、その世界では現世か
らの霊魂が不滅で生き永らえているかという形
而上的な考えは、すでに述べたように有害無益
だとして、ブッダも切り捨てた（無記）。現にど
の時代の、どの民族や部族の人間にも生老病死
の苦しみがあり、憂い・悲しみ・苦しみ・悩みが
あり、ブッダは無益な議論は切り捨て、涅槃に
役に立たないことは説かれなかった（無記）。つ
まりブッダは生への愛着を捨て、死の恐怖を手
なづけ、生死を越えた境地、現世も来世も執着
しない涅槃の境地に立つことを目指すべきだと
述べた。

初期ユダヤ教では、死者は地下の陰府（シェ
オル）に行くという。死により、神から貸与され
ている借り物の生命はヤハウェに引き取られ
（旧約聖書の神）、肉体は腐敗してしまう。そこ
では死者は塵や蛆にまみれ、神からは見放され、
悲惨な状態に置かれる。元来ユダヤ教では未
来志向はなかった。メシアの到来に際して、期
待されたのは現世でのイスラエル王国の再建に
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あった。しかし旧約聖書も後期になると、義人
は復活して天国で神とともに生き、シェオルは罪
人が永遠の責め苦を受ける地獄へと変質してい
く。

『オデュッセイア』（ホメロスの作と伝えられ
るトロイ戦争にまつわる長編叙事詩）のなかで
も、人間の死後については、ハデス（死者の国、
冥界）に落ちた魂は、「暗く陰鬱な洞窟の奥で、
鳴きながら飛び回っているコウモリのようだ」と
いう。

神道もそれらと似たところが多くある。黄泉
の国は『古事記』では、必ずしも地下の暗黒の
空間といってはいないが、死体には蛆がたかり、
醜くおぞましい魑魅魍魎が棲むところとある。
しかし神道では、この世での繁栄と幸福を願う
ところにあり、死後の世界に重心があるわけで
はない。

「安心して死ねる来世を、なぜ神道は説かぬ
か」と、多少悪意をこめて問われた本居宣長は、
ブッダのように「無記」で通さず、「祖神イザナミ
ですら黄泉に行ったのであり、ましてや人間はそ
れを避け得ないではないか」と答えて、相手の
論の矛先を逸らした。

Ⅲ．人類史上どの時点で「死」が認識されたか
１．死の概念はいつ獲得されたか

ニホンザルの群れの中で偶然に観察したこと
だが、母ザルが自分のコドモの死体がミイラ化
しても肌身離さず持ち歩くのを見た。彼女は自
分のコドモの死体というよりも、物言わなくなっ
たコドモという認識しかないということらしい。
つまり、生き物には「死」は必然的属性だが、ひ
ろく「死」という認識があるわけではない。

それに対してよく聞く話だが、「家畜でさえ迫
り来る自分の死がわかるようだ」という。たとえ

ば、牛が屠殺所に連れて行かれるときの、いつ
もと違う気配に敏感に反応して、悲痛とも恐怖
ともつかない行動をするというのだ。しかし、そ
のときその牛は「死」を予感し、「死」を怖れて
いるのではない。生き物であるかぎり、自分の
「生」に対して、その「生」を妨げる気配を「危
険」と察して恐れ戦いているのだ。「死」という
現象を認識して、死ぬことを怖れているわけで
はない。つまり「死」は文化次元・精神次元での
現象なのであり、それを概念として認識してい
るのは人間だけなのだ。一方、生き物として存
在するいろんな動物は、認識能力を欠き、本能
的に身の危険を察知して、その危険を避けるべ
く行動しているのだ（江原2007）。

人間は身に及ぶ危険がなくとも、観念的に死
を想うとき、死を怖れる。だから、すでに述べた
ように源信は、その観念を一般の人々に具体的
に訴えるべく、『往生要集』を著わしたといわれ
る。これが後に浄土宗の専修念仏（せんじゅね
んぶつ）に発展していくことになる。

同じように、西洋でも古くから旧約聖書の詩
篇に由来する「メメント モリMemento mori」
（死を忘れるな）というラテン語の句がある。
「人間の生は短く、常に死は近くにあることを忘
れないように人間を戒め給え」と、モーゼが神
に祈ったときの句である（田邊元哲学選 Ⅳ、岩
波文庫 2010）。

では、人類ではいつ「死」が概念的に認識さ
れるようになったのだろうか。

　
２．死の認識の起源

人類史のなかで、いつ人間性への目覚めがあ
ったか、先史学的に探索してみよう。ここで、
「ホモ・サピエンスの稜線の彼方で（椙山人間
学研究Vol. 2）」も参照にされたい。
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①　洞窟壁画は語る
人間の起源は、人類（Hominidae, Homo 

erectus）がはじめて人間（H.sapiens neanderthal-

ensisとH. s. sapiens) としての精神を反映する証拠、
つまり裏付けを探索することが必要になる。人
類が過去や未来を見据え（時空感覚）、象徴性
を身に付け、自と他の区別を認識して自覚性を
高め、美醜の区別に目覚め、芸術的活動を始め、
宗教性を感じた証拠などを、洞窟壁画から見て
いこう。

1940年9月12日のこと。南仏ドルドーニュ地方
の小さな田舎町にあるラスコー洞穴が、その町
の少年たちによって偶然発見され、これを皮切
りに、この辺一帯で続 と々同様な洞窟が発見さ
れることになった。それらの洞窟群からはすば
らしい先史芸術の傑作も発見され、やがてこの
辺一帯が世界的に有名になった（H. Breuilブル
ーユ神父1877~1961）。

それ以来、洞窟壁画はアンドレ･ルロワ=グー
ラン（Andre Leroi = Gourhan ）や横山祐之
（フランス国立科学センター主任研究員）らを
通じて、かなり体系的に研究されてきた。とくに
ルロワ=グーランの神話文字(ミトグラム) の発想
は、たんなる絵文字（ピクトグラム）と異なり、神
話的思考法を知る上でも有効だ。これは文字を
持たないにもかかわらず、その表現体系に極め
て深遠な宗教的精神性や思想性が認められる
人々の芸術を示すために、ルロワ=グーランが考
えた造語だ（たとえばシャーマンやトランス状態
の忘我･恍惚の人物や鳥獣人図など）。これと関
連して、壁画にはシンボル化したシーニュが描
かれていることが多い（表2）。たとえば、オス･メ
スや男女の性別を示す抽象化されたシーニュな
ど。壁画を通して、当時の人々の抽象化･象徴化
の能力が如何ばかりであったかは別として、そ

の能力如何によっては彼らの言語能力のレベル
を暗示することにもなる。　

しかし、洞窟壁画や線刻などに表現されてい
る絵柄は、ミトグラムとして読み解くとき、彼ら
の生活背景やトーテミズムやシャーマニズムな
どをある程度読み取ることができる。それには、
先史考古学や民族学や文化人類学からの情報、
精神分析学などの応用も重要になってくる。た
とえばみずからがトランス状態から冷め、鳥に
なっていたときの幻覚を想い出しながら描いた
と思われる絵柄もずい分あるようだ。光も届か
ない洞穴の奥深くに、動物たちが折り重なって
描かれているのも、その場所は居住空間ではな
く、聖域だったことは容易に想像がつく。予備
知識なしに洞穴壁画に接するとき、場合によっ
ては不思議な魔法の世界に迷い込んだような
眩暈と錯覚に陥るかもしれない。しかし後期旧
石器時代人のクロマニョン人は、紛れもなく現
代人と直結するホモ・サピエンス・サピエンスで
あり、芸術的･宗教的に同じ世界に生きているこ
とは明らかである。多くの洞窟に足を運び、洞窟
壁画にみずから接してきた横山祐之は、それら
を残した人々が「合理の中に不合理を孕み、暗
い怪奇な欲望を内に秘めながら、美と真実に生
きた人 」々であったと、洞窟壁画の調査遍歴の
あと、極めて適切な表現で締め括っている（横
山著『芸術の起源を探る』参照）。

②　埋葬と介護の起源
ネアンデルタール人Homo sapiens neanderthal-

ensis（俗称旧人ネアンデルタール人）も、ムスチ
エ文化ではあまり見られなかった特徴が、オー
リニャック文化になると、盛んに美的装身具や
ペンダントや骨製のアムレット類（護符、お守
り）を作製し、そのことから複雑で象徴性に溢
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れた世界に住み始めたことが推測されるように
なった（表1参照）。それ以上に大切なことは、
お守りには先祖からの加護や未来への身の安
全を祈願することから、ネアンデルタール人には
すでに時空的に過去と未来に対する認識力が

発達し、みずからある程度の文化的歴史を分担
し創造していたことがわかる。また装身具やペ
ンダントの存在は美的感覚が発達していたこと
も示す。ということは、彼らの社会のなかで、男
女の社会的役割や特定の職能集団への所属な
ど、社会的アイデンティティの認識も生まれてい
たということになろう。たしかにオーリニャック
人はすでに抽象的図像、たとえば十字形、刻み
目、切り込み、点などをさかんに利用していた。
これらを言語能力ともあわせて利用していたこ
とは想像に難くはない。

たしかに、このような先史学的な背景を考え
ると、オーリニャック文化のネアンデルタール人
は背景に言語の発達があったのではないかと
想像したくなる。この問題を解決するには、発声
器官の形態と解剖、および会話を調節するブロ
カ中枢の形と大きさが問題になる。

ジョンズ･ホプキンス大学の解剖学者ジェフレ
ー･ライトマンは、頭骨基底部について、現代人
や化石人類の喉頭位置を調べ、猿人類アウスト
ラロピテクスは現生類人猿とくにチンパンジーと
似た声道を持っていたことを見出した。 原人類
は現代人の８歳の幼児の喉頭位置に相当するこ

表1　先史時代諸文化の年代表
年代 文化 年代 簡単な特徴 ヒト

新石器時代 7000年  ―  4500年 磨製石器 H. s. sapiens

中石器時代 アジル文化など 1万2000年 ― 7000年 細石器 H. s. sapiens

後期旧石器時代 マドレーヌ文化 1万8000年 ― 1万2000年 洞穴壁画（ラスコー） H. s. sapiens

ソリュートレ文化 ２万2000年 ― 1万8000年 葉状石器（アルタミラ） H. s. sapiens

グラヴェット文化 2万9000年 ― 2万1000年 ヴィーナス像 H. s. sapiens

オーリニャック文化 3万5000年 ― 2万8000年 芸術の誕生 H. s. sapiens

シャテルペロン文化 3万6000年 ― 3万2000年 石刃 新人　H. s. sapiens

中期旧石器時代 ムスチエ文化 30万年 ― 4万年 破片性小石器 旧人H.s.neand

前期旧石器時代 アシュール文化 70万年 ― 12万年 ビファース 原人Homo electus

礫器文化 70万年より以前 礫器文化 原人

実年代は地域や研究者により意見が異なるので、ここでは主としてヨーロッパにおける概略の年代を示した。
（横山祐之より。一部改変）

表2　アンドレ・ルロア・グーランによるシーニュの分類
上部は女性型、中央部は男性型、下部は両者の混合。
（横山氏による）
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ともわかった。喉頭が現在位置にまで下降し、
今日のヒトの状態にまで発達するのは、H. s. sa-

piensになってからである。
ブラウン大学の解剖学者フィリップ･リーバー

マン（Lieberman,P.）も、ラ･シャぺュ･オーサン
出土のネアンデルタール人頭骨の声道を、チンパ
ンジーや現代人幼児の頭骨の声道と比較し、分
節言語の出現は、やはりH. s. sapiensになってか
らであることを証明した。　

旧人類ネアンデルタール人の身内や同族の埋
葬例は現在までに、すでに多く発見されてきた。
埋葬例は原人類レベルでは報告例は皆無だが、
旧人類になると急に増加する。20世紀中頃まで
に68埋葬例、約150体。発見は大部分が西ヨー
ロッパの洞窟内だ。

③　シャニダール洞窟のなぞ
そのなかでも代表的な１例として、米国コロン

ビア大学の人類学者ラルフ S. ソレッキ教授
（Solecki S . Ralph）が1951年から1960年にか
けて、イラク北部のクルディスタンにおけるシャ
ニダール洞窟で行った発見は見逃せない。　

この洞窟では9個体が発見されたが、3体
（No. 1, No. 2, No.３）は落石で犠牲、埋葬骨の
１体（No.4）も落石で破壊されていた。ほぼ同じ
箇所で男性１体と女性２体が出土したが（No.6, 
No.7, No.8）、いずれも保存状態はあまりよくな
かった。No. 9は小児骨だった。しかし幸運にも、
１体（No.5）はとくに保存がよく、丁重に埋葬さ
れていて、彼らの人間関係や精神的繋がりその
他、きわめて重要なことが明らかになってきた。

④　「死」の概念を発見する
このNo. 5 人骨について、もう少し詳しく考察

してみよう。推定年齢35~50歳。この当時では

長老の年齢だが、現在では長老というよりも、
社会の働き手の中堅的年齢だ。頑丈な体格だ
が、生前は右腕が重度の関節炎を患い、自由に
動かせなかった。右目の視力も充分ではなかっ
たようだ。死者の下には丁重に馬の尾が敷きつ
められ、身体は右向きで屈葬状態で寝かされて
いた。 顔面は南向きで、頭部には石枕があて
がわれていた。顔面の前には焼けた骨が数片あ
り、生前に骨付きの焼肉が供えられていた可能
性もある。死者の周囲の土を慎重に収集して、
パリの研究所に持ち帰ったチームの一員ルロワ
･グーラン夫人（Arlette Leroi-Gourhan,、前述
の洞窟壁画の研究で著名なアンドレ・ルロワ･グ
ーラン教授の夫人）は輝かしい発見をもたらし
た。パリに持ち帰った土を慎重に洗った上、顕
微鏡で調べた結果、死者と同時代の季節の8種
類の草花の花粉が発見されたのだ。明らかに、
死者に手向けられたとしか考えられない。とい
うのも、これらの草花は、食用とか薬用に採集
されたものではなかったからだ。

当時のきびしい生活環境のなかで、ネアンデ
ルタール人は身内や仲間の協力がなければ、生
き延びることすら困難だったことだろう。まして
や不自由な身体の彼は、かなり手厚い介護がな
ければ生きていけなかったはずである。手厚く
埋葬されたということは、ネアンデルタール人が
人類で最初の儀式化された埋葬を行い、それは
同時に人類最初の介護の実例であることを示し
ていることにもなる（江原2007b）。ヒューマニテ
ィの行動の最初の発見ということもできよう。ま
た８種類もの咲き誇っていた草花を手向けたと
いうことは、彼らにすでに美醜の感覚、芸術的
な感覚が発達していたことをも示している。

身内や近親の者たちの親身な介護のうちに、
彼の身体は次第に冷たくなり、まるで消え行く灯
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火のように、受け答えの反応も薄れて行き、つい
に彼は自分たちとは違う世界へと去って行った。
彼は何処へ行ったのだろうか。はっきりしている
ことは、自分たちのいるこの世界とは別の世界
に行ってしまったとしか考えられない。ではその
世界とは何だろうか。何処にあるのだろうか。彼
を見守っていた身内や近親の者たちは、この瞬
間こそ生きていた彼からいのちの灯火が消えう
せて、「死」という現象に直面した重要な体験
だったのではなかろうか。ここで人類は人間とし
て初めて「死」という事実を概念として認識し
たことになる。

⑤　自覚する
Homo s. neanderthalensisはすでに述べたように、

みずからの身体を装飾する刺青や骨製のペンダ
ントを手にし、男女の別や年齢別による社会的
役割を示し、自分の社会的位置づけを明確にし
てきた。とくにアムレット類は未来の安全を祈願
することから、時空認識が発達していたことが
わかる。これらはいずれも、人間としての自覚の
確立を示すものと考えてもよい。

チンパンジーでも自覚の能力のあることが、
鮮やかな手法を用いて確認された。1970年にギ
ャラップ（Gallup, Jr．G．G．）は1枚の鏡を使用
して、映った像が自己の像であることをチンパン
ジーは認識できることを確かめた註1。因みにギ
ャラップは同じ実験をベニガオザル、アカゲザ
ル、カニクイザルでも行ったが、彼らは他個体に
対するのと同じ攻撃行動しか示さなかった。

この事実からもわかるように、チンパンジーで
すらこの程度に自己認識の入口に立っていた。
だからホモ･サピエンスの亜種であるネアンデル
タール人では、明確に自己意識や自覚を持って
いたと考えても差し支えあるまい。

Ⅳ．来世観（あの世観）の機能
死後の世界については、実体は存在しない。

しかし実体がなければ「無」かというと、かなら
ずしもそうではない。実体がなくとも関係性に
拠って成り立っている領域もある（ベイトソン、
G. 、1972、仏教でいう縁起）。むしろ前世・現世
･来世を通じて、その方が理解しやすい（唯識派
の哲学）。20世紀来の原子物理学の発達は、そ
の余波として、ニュートン以来の科学主義や理
性主義、無邪気な機械論や要素還元主義など
には大きな打撃を与え、思索や思想には（アイン
シュタインやハイゼンベルク以降）新しい視座や
パラダイムを構築するきっかけになった。

しかし「死」が「この世」と「あの世」との分
岐点に過ぎず、さらに生の「無」への終結点で
あるとすれば、人間にとってはあまりにも残酷で
あり、惨めでもある。それ故、「死」を「来世」
への入り口と考え、そこに立つと考えることもで
きよう。そうすれば、「死」にも積極的な意味が
生まれることだろう。だが、この論文では「死」
についての形而上的な論議は行わず、別の機会
に譲ることにして、話を先に進めたい。

宇都宮輝夫氏によると、言語哲学者ウィトゲ
ンシュタイン（L.Wittgenstein,1889~1951。ウィ
ーン生まれで、イギリスで活躍）は、「死後の世
界」のような命題は事実命題ではないと考えて
いたらしい。誤った認識とみるのではなく、願望
や信念を表明している命題だという。「存在を
失いたくない、完全に消滅したくない」という願
望である。たしかに死を境にして完全に無に帰
するとは生前の人間関係も、すべての経験もリ
セットされて、果てしない無限の宇宙のなかに放
り出され、一切が跡形もなく霧散･消失してしま
うということで、光も熱も音もなく索漠たる暗黒
の虚空があるだけと想像しただけでも、気が遠
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くなりそうだ。
だが、こうも考えられよう。死後の世界は現世

の経験や願望や人間関係などをもとに築き上げ
た観念的な世界を、「あの世」に転成させたも
ので、人類の進化過程で深層心理的に組み込
まれた涅槃もしくは願望の実現を求めるユンク
のいう集合的無意識、深層心理的に組み込ま
れたミーム、あるいは唯識でいう「マナ識」だと
考えることもできよう。だとすれば「あの世」観
といっても、つまるところは「この世」観の反映
に過ぎないということになる。

V．「あの世」は「この世」のなかに在り
「死が一切のものの虚無化なら、ある人々に

とっては、死は辛苦に満ちた生からの開放であ
り得る。それに対して、死後の生が地獄なら、人
はそこで永遠に攻め苛まれる」（宇都宮2004）。
しかしいずれにせよ、その死後の世界が地獄か
極楽かは、宗教的立場を離れて自然人類学の立
場から考えれば、「この世」人間が思考し裁定
した結果の産物としかいいようがない。倫理的
にいえば、「この世」での思考の結果や人間関
係や損得や願望などが「あの世」に転送されて、
それが宗教的命題になるというわけだ。ここに、
宗教と哲学や倫理学や自然・人文諸学との分岐
点がある。

ここで留意すべきは、もし「この世」思考の命
題が一旦「あの世」命題に転送されて、そこか
ら改めて有無をいわせず「この世」での行動指
針に置き換えられるとすると、ある人にとって自
らの責任を回避する格好の隠れ蓑にできること
だろう。あるいはブッダがいうように、不可知で
ある死後の世界をあげつらっても無意味だから
といって、ばっさりと切り捨てる立場もある（上
述の「無記」参照）。いずれにせよ「あの世」命

題の中身は元々は白紙だから、恣意的に自由に
書き込むことができるというわけだ。具体例に
ついて理解した方が分かり易いだろうから、実
例を挙げてみよう。

たとえばイスラム原理主義系のゲリラなどが、
痛ましくも少年兵や若者たちを戦場に駆り出し、
「死後、天国に行けるように！」と、自爆的行動
をそそのかすのによく利用しているようだ。日本
でも第2次世界大戦の末期に、「自機もろとも敵
艦に突っ込み、自爆することによって、護国の神
になる」という教唆・扇動のもとに、多くの若者
たちが散っていったのも同じ理由だ。この例の
ように往々にして権力者や指導者が、組織や社
会の統制の手段として、それに都合がよい行動
基準をひとまず「あの世」命題に転成させ、そこ
から改めて現世で借用するという手法も、まっ
たく同じだ。

このように見てくると、「この世」と「あの世」
との間には切っても切れない関係があり、ある
人物の想い描く「来世」は実は当人の「現世」
そのものであり、「来世」もしくは「あの世」は、
当人の現世での願望や煩悩が転じたものであり、
それを自分たちの「あの世」の神や祖先の住ま
う世界にこじつけており、あながち架空の存在
とはいえなくなる。かといってブッダのいうよう
に、不可知である死後の世界をばっさりと切り
捨ててしまうと、この世の大切な部分まで切り
捨ててしまって、結果として自己否定になってし
まう。

人間ホモ･サピエンスは時間的に過去から現
在を経て未来へと、時空の流れのなかにあり、
その人間は学名が示すように、まず個体が死ん
で身体は無に帰しても、その個体を含む生物種
サピエンスとしては残存する。さらにその複数
個体からなる種が滅びても、その上位概念のホ
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モ属（ジーナス）としての存続が無になるわけで
はなく、死後も属としての遺伝的特性や文化的
残影として残る。つまり人間は好むと好まざると
にかかわらず、個人の死後も、概念や文化的足
跡が「この世」に残される。このようにして前世
人間が死んでも現世人間に文化的・遺伝的な
影響が残り、さらに現世人間の遺伝的・文化的･
価値的文化遺産は来世人間の世界つまり死後
の世界へと伝承されるというわけだ。それ故
「あの世」は「この世」からの精神文化的・遺
伝的な譲渡物であり贈り物であり、願望・期待
だといえよう。

古代エジプトのピラミッド群や膨大・華麗な
考古学的遺品や、中国の始皇帝が生前に残した
みずからの死後の権力や、贅を極めた生活を維
持するための華美な遺品類、中･南米（マヤ文
明やインカ文明など）の権力者たちが自分たち
の死後の世界での生活のために残した夥しい
品々その他、考えてみればすべて現世の観念・
願望の反映の遺産ばかりだ。それにしても絶大
な権力や財力をもってしても、自己の天命や運
命だけは思い通りにならなかったというわけか。

このようにして「この世人間」は、さらに「あ
の世人間」に影響を残していく。その時空的な
影響力にはもちろん長短･強弱はあるだろう。そ
の結果、当然「この世人間」に「生き甲斐」や
「死に甲斐」までが求められるようになる。かく
して人間では、死により個的・生物学的に断絶･
消失しても、種レベル・属レベルで死後のため
に、遺伝的・文化的に来世へと譲渡する。その
結果、個人として死んでも、現世と来世の遺伝
的・文化的･社会的連携は消えずに残るわけだ。
だからどの民族や部族でも、死者のために墓標
を掲げ、あるいは墓地を設けて死者が実体とし
て無に帰したと了解しつつも、生きているかのよ

うに葬る。だから、生きるとは遺伝的・文化的･
社会的な絆のなかで生きることであり、前世人
間つまり死んだ人たちが自分たちのために残し、
与えていってくれた文化・社会のなかで実存的
に生きていく。

来世は観念的に現世と互いに呼応し合ってい
る。人間は死によって、個が種のために生物学
的実体を残し、種は属のために観念的・文化的
に影響を残す。これが人間の生物としての生命
のリレーであり、精神のリレーであり、死者の世
界と生活者をつなぐものであり、現世が来世へ
投影する姿だといえよう。だから文字通り来世
は現世のうちにある。

Ⅵ．ガイア思想
このような輪廻や回帰･転生の理解は、現在

では宗教界や精神界のみならず、思想界や自然
科学界にも次第に広がりつつある。それによれ
ば、個的人間の死は無への回帰ではない。あえ
ていえば宇宙の縁起への回帰である。英国の生
物物理学者のジェームス・ラブロック博士による
と、たった1滴の薬品でも、巡りめぐって地球に
及ぼした化学変化として検出されるという。地
球はそれ自体が大きな生命体で、地球上のすべ
ての生命、空気、水、土などが有機的に繋がっ
ている。だから地球は脈動しており、「地球は
生きている」というべきで、生死を越えた宇宙
的躍動のなかで、人間も生と死を繰り返すこと
になった。これを「ガイア思想」（ギリシャ神話
の地母神から名づける。宇宙に於ける地球の生
態学）という。この座標軸のなかで、人間ホモ・
サピエンスの生と死を再考するとき、新しい来
世と現世つまり「あの世」と「この世」の繋がる
新しい姿が見えてこよう。

繰り返しになるが、自然人類学的には個は死
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して消滅しても、その母体の生物学的種（speci
esスピーシス）としては存続し、その種はさらに
文化的存在としての属（genusジーナス）の1員と
して、消滅することなく生き延び継続する。あた
かも木々の葉は散り落ちてもその枝は生き延び、
その枝は折れ落ちて朽ちても幹は成長し続ける
かのように―。

いまや人間は「この世人間」として「死」の概
念を会得し、観念的に死後の世界や「あの世」
に想いを馳せ、宇宙的意識のなかに涅槃を見出
して生きることを可能にした時代になったという
ことだろうか。
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註 1
あらかじめチンパンジーに、鏡で自分の顔を
見させる。その後、麻酔をかけて眠らせてそ
の間に顔に墨で印をつける。目覚めた彼が鏡
で自分の顔を見たとき、自分の顔には、そのよ
うな印がないはずで、指で消そうとする。
これは自分の本来の顔を認知している証拠だ
といえる。
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データ作成に反映される人間
椙山女学園理事長

森棟公夫
平成25年1月7日

概要
本稿は拙著『教養  統計学』（新世社  

2012）などから統計学に現れる人間の特色を取
り出して、説明する。統計分析には人間が係わ
るが、データ作成には、人間が有する偏りが意
識的あるいは無意識に反映される。そのような
データでは、分析結果は正確にはなりえない。
逆に、分析対象をランダムに選ぶならば、データ
さえ大きければ、大数の法則が成立し、真の関
係が見つかる可能性が高まる。しかし、分析対
象をランダムに選ぶためには、乱数とか無作為
抽出といった人間の知恵によってもたらされた
技術が新たに必要とされる。

1　序文
統計分析には人間が係わるが、データ作成に

おいては、人間が有する偏りが意識的あるいは
無意識的に反映されてしまう。この様な偏りを
排除するには、無作為標本という人間が考え出
した技術が必要となる。

データは統計分析の根幹である。データを取
るためには実験や調査が不可欠だが、実験や
調査の対象はランダム（random）に選ばれてい
ないといけない。ランダムに選ばれた調査対象
から得た調査結果の集合を無作為標本という。
標本という用語を避け、数値の集まりをデータと
いうこともある。データが無作為に作成されて

いなければ、分析対象の真の性質を見い出すこ
とができない。データが無作為に作成されてい
れば、分析を行う時に、大数の法則が成立する。
大数の法則とは、たとえば分析対象の中心の値
を計算しようとする場合なら、データが大きけ
ればデータの平均は真の平均に近い可能性が
高くなるという性質である。

データは時に恣意的に作成されるが、多くの
場合、恣意性は分析者の意図によって生じる。
分析者が自分の恣意性に気づいていない場合
もある。さらに、調査対象が無作為に選ばれて
も、測定が公正に行われないこともある。本稿
ではまず、データ作成において生じるこのような
偏りを例を用いて説明する。次に、データが無
作為な場合に成立する大数の法則の意味を、実
験によって説明する。

2　偏ったデータ
偏ったデータとは、無作為（バラバラ）にとら

れていないデータだけを意味するのではなく、
とり方に癖があったり、調査を行う者が望む結
果が生まれるように仕組んだデータを含む。東
北大震災の後、九州電力によるやらせメール事
件が世間を賑わした。玄海原子力発電所（佐賀
県玄海町）2、3号機の再稼働を巡りメールによ
る世論調査を行っていたところ、九州電力は原
発再稼働賛成のメールを送るよう関連会社に依
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頼し、そのおかげで再稼働賛成が過半数を超
えたということだ。典型的な仕組まれた標本だ
が、やらせが発覚し世論は再稼働に厳しい反応
を示した。仕組まれた標本では、賛否の正しい
比率は決して分からない。ここで、統計学でよく
知られている偏ったデータの例を見よう。

2.1　大統領選挙の誤った予測
最も有名な例は、1936年に行われたアメリカ

大統領選挙の予測である。当時、アメリカ最大
の調査会社(Literary Digest、LD社と略す)は、
共和党のアルフレッド・ランドン候補が圧倒的
な勝利を収めると予測した。対立候補は民主党
のフランクリン・ルーズベルトであった。ルーズベ
ルトは、後に大不況を解決するために行ったニ
ューディール政策などで有名になった大統領で
ある。

選挙予測では、LD社は、自社の定期出版物
の購読者、電話を所有している人、車を所有し
ている人などを調査の対象として、当時の有権
者の(1/5)の千万人に郵便葉書によるアンケート
調査を実施した。回答が得られたのは(1/5)だっ
た。結果はランドン129万票、ルーズベルト97万
票となり、ランドンの圧倒的な勝利を予測した
が、この予測は誤りだった。正しい予測をした
のは小規模なランダム標本を利用した対立会社
で、この会社は大きな名声を得た。この対立す
る会社が今日も名を聞くギャラップ(Gallup)社で
ある。調査費用も割安だった。

LD社の調査は、1936年に電話を持っている、
車を持っているという条件から理解できるよう
に、裕福な階層に偏っていた。自社出版物の購
読者というのも政治的な偏りを示している。しか
しこの例では、LD社は意図的に偏った市民を
選んでアンケートを行ったのではない。当時で

はランダムに選べば正しい結果を導き得るとい
った知識が普及していなかったと考えることが
できる。

2.2　化粧品のアンケート調査に騙されるな
仕組まれた標本は商品の宣伝で多く使われ

る。「お客様のアンケート調査の結果、95％の
方々にご満足いただいている」といった類の広
告である。

誇大広告の批判を避けるために会社は何ら
かのアンケート調査を行っており、それを根拠と
して宣伝をする。しかし、アンケートで顧客が選
べる選択は、「満足」、「おおよそ満足」、「全く
不満足」の三つくらいしか与えられない。そうす
ると、アンケートに答える顧客は「満足」、「お
およそ満足」の人と、「全く不満足」の人だけに
なる。わざわざ参加が自由なアンケートに「全く
不満足」と答える人は喧嘩でもしたい人だけだ
から、回答者のほとんどが「満足」、「おおよそ
満足」の人達となり、その結果、9割以上の顧客
は満足しているという広告が生まれる。仕組ま
れた標本の好例である。

数字のマジックもあるので、この例は詳しく
見てみよう。例えば、「満足」、「おおよそ満足」
と答える人が60％、「全く不満足」の人が3％と
する。三択以外の37％は無回答となり、除かれ
る。そうすると、「満足」或いは「おおよそ満
足」という回答の比率は

0.60
≒0.95

0.60+0.03

となる。ここでのトリックは、「全く不満足」が3
％で非常に少ないということである。割合で計
算すると理解が難しいかも知れないが、500人
中300人が「満足」あるいは「おおよそ満足」、
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15人が「全く不満足」と答えたとしても同じであ
る。

もし、「全く不満足」が1％しかないと、「満
足」あるいは「おおよそ満足」が20％あれば、

0.20
≒0.95

0.20+0.01+0.01

という計算になるから、アンケート結果は95％
の消費者の支持を得ていると書くことができる。

ここでの問題は、少々不満足、不満足といっ
た感想を持つ消費者がアンケートから外される
ように標本が仕組まれているということである。
こういった感想を持つ消費者が例えば10％いた
としても、商品に「満足」あるいは「おおよそ満
足」する人は

0.20
≒0.65

0.20+0.10+0.01

だから、65％に低下する。

2.3　有能な不動産屋のPR
2011年7月6日に放映されたNHKの番組「た

めしてガッテン」で、大阪大学の近所の或る不
動産屋さんは、大阪大学の受験生に入試の日か
らアパートを斡旋しているという話があった。
「発表前に契約をした人の合格率は9割を超え
る」という宣伝文句を使っており、もし入試に落
ちたら無料でキャンセルでき、斡旋費用は不必
要だという。入試の合格率は3～4割だから、こ
のような商いをすると、不動産屋さんは空きアパ
ートばかり抱えてしまって商売が大変ではない
かと想像される。ところが、発表前に事前契約
をする受験生に関しては、合格率が実際に9割
を超えるそうだ。一般の合格率が3割であるの
に比べてアパートを発表前に契約をした受験生

の合格率が9割を超えるのだから、不思議であ
る。また、誇大広告はなく、空き室が増え不動
産屋さんの商売に支障がでることもない。

不思議な現象に見えるが、これが偏った標本
の例になっている。なぜなら、発表の前にアパ
ートの契約をする受験生は、自主的な判断だが、
合格する自信がある受験生になっているからで
ある。つまり、受験生が事前に契約をすれば合
格率が9割になるのではなく、合格しそうな成績
を取った受験生が事前契約をしている。この宣
伝は、仕組まれた標本ではなく、受験生の心理
を掴んだ不動産屋さんの巧みな商いである。試
験に自信が無い人もどんどん契約するようにな
るとランダム標本になるが、そうなると不動産屋
さんはキャンセル料を要求するようになるだろう。
（この例は、大阪大学工学部狩野裕教授の資
料を参考にした。）

2.4.　身長測定の不備
最後に、調査対象が無作為に選ばれていて

も、測定によって不備が生じる例をみる。測定
結果を被調査者が自己申告する場合では、この
ような不備は容易に生じる。例えば、もし所得が
自己申告であり、それに対して税金を支払うの
であれば、所得の申告額は実際の所得より低く
なるのは当然であろう。このような不備がある
データは多く存在すると思われるが、統計学で
有名な例と、最近、筆者が見つけた日本の例を
ここで紹介する。

2.4.1　徴兵検査
ケトレー（1844）は、男性に関する身長分布

が左右対称なベル型（正規分布）になることに
気づいた。そして、この性質から、フランス男性
の徴兵逃れを見つけ出した。徴兵検査において



Journal of Sugiyama Human Research 2012212

身長を調べ、測定結果から身長のヒストグラム
（棒グラフ）を作れば、滑らかなベル型（正規
分布）になるはずである。しかし、もし特定の身
長区間の密度（棒）がその前後の区間より一際
目立つ程高くなっていれば、測定に不備がある
と判断することができる。このような不自然に
高い棒をコブ（凸）と呼ぶが、ケトレーは徴兵検
査の対象となった男性について、そのようなコブ
を発見した。つまり、徴兵を逃れるために、徴兵
検査の対象となった男性の多くが、徴兵基準に
満たないよう身長を低く申告していたのである。
（『統計学とは何か』（ラオ著、藤越、柳井、田
栗訳、ちくま学芸文庫、71頁、2011年）この例に
関する実際のデータは手に入っていないし、ま
た身長が自己申告であったのか或いは測定され
た値であったのかも分からない。しかし、もし測
定された値だったとすれば、検査に来た若者が
膝を僅かに折り曲げるといった背を低く見せる
工夫をしていたと考えられる。

2.4.2　身体測定
図1は、「学校保健統計調査」（文部科学

省）平成13年から22年までの10年分から作った
高3男女に関する身長のヒストグラムである。調
査対象者は男女ともほぼ20万人に達し、区間の
幅を1cmとしても滑らかなヒストグラムを求める
事ができる。この10年間は、各学年の平均身長
の変化がほとんどない事が分かっているのだ
が、1cmごとの度数分布表を作ると、ケトレーが
見つけたような不備が女子については159～
160cm区間ではっきりと見つかる。男子でも、
169～170、179～180cm区間で不備が見つかる。
これらの区間にコブ（凸）があり、その直前の区
間が凹になっていることが、ヒストグラムから確
認できよう。図中の数値は、1cm区間の中点で

ある。

図1  高三男女の身長

女子では159～160cm区間、男子では160～
161cm区間にはっきりとしたコブが見えるが、同
じく、女子では149～150cm、男子では159～
160cmと179～180cm区間にも小さなコブが見
える。これらのコブを無視して滑らかな曲線を
描けば、ベル型（正規分布）になる。この現象は、
高3だけでなく他の学年でも見つかる。図2と図
3の原資料と作成方法は図1と同じである。図2
は高2男女だが、分布は高3とあまり変わらない。
特に、コブがある区間がほぼ同じであることに
注意して欲しい。

図2  高二男女の身長

図3は高1男女の身長分布だが、高1でもだいた
い同じ区間にコブ（凸）がある。特に男子の169
～170cm区間ははっきりとしている。

これらのコブは各学年の特徴に過ぎないと
すると、次の様な矛盾が生じる。データは2001
年から2010年までの10年であるが、2001年から
2009年の高1は、2002年から2010年の高2にな
っており、高2データの9割は高1データと同じ生
徒の身長である。同様なことは、高2と高3生徒
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についても言える。高1と高3では、8割が同じ生
徒である。

そうすると、高1男子の169cm～170cmのコブ
（凸）は、翌年はどうなるのであろうか。平均身
長は高1から高3では167.7cmから170.2cmへ
2.5cm伸びるので、1年に1cmほどは伸びており、
同じ区間にコブができるのは不自然である。高
1の169cm～170cmのコブが、高3では172～
174cmに移っていれば理解もできるが、区間が
同じ169cm～170cmであるのは測定が不備であ
るいう以外の説明ができない。男子では170cm
を目前にして、多くの生徒が身長を高く見せるた
めに踵を上げているとするのが自然であろう。
他の区間についても同様である。

女子についても高3ほどではないが、高1に同
様のコブが見られる。平均身長は高1の157.1cm
から高3の157.4cmへ3mm伸びるだけだが、159
～160区間のコブが目立ってくる。これも、背を
高く見せるために踵を上げる生徒の割合が多い
と理解するのが自然であろう。

図3  高一男女の身長

3　無作為な標本と大数の法則
無作為に選ばれたデータを使うと、データか

ら計算される平均はすばらしい性質を示す。硬
貨を繰り返し投げる例を用いて説明するが、以
下では、この様な例を実験と呼ぼう。硬貨投げ
の実験では、表が出る比率は平均になっている。
表が出れば1点、裏が出れば0点とすれば、合計
点数は表が出る回数だから、平均点数は表が

出る比率になる。そして、千回ほど硬貨を投げ
表が出る比率を求めれば、大数の法則により、
平均は真の比率に近い値になる。標本が大きけ
れば（データのサイズが大きければ）、真の比率
が大体分かるというのが大数の法則である。

3.1　大数の法則
新たに千回投げ直すと、異なる比率が求まる。

千回投げるのも大変だが、千回投げを3回繰り
返すと3回とも答えが違う。したがって、千回投
げの実験を繰り返しても、真の比率は分からな
い。

大数の法則とは、投げる回数を増やしていく
と、平均が、真の値の例えばプラス・マイナス0.1
以内に入る割合が高くなるという性質である。
逆に言えば、平均が、真の値から0.1以上外れる
割合が低くなる性質と言うこともできる。数学の
法則だから、何回投げればどのくらいの比率で
0.1以内になるか、あるいは0.1以上外れるかは
分からない。真の値も分からない。しかし、千
回投げを3度繰り返すと、真の値は分からない
にしろ、真の値の予測は千回投げ1度より確実
になる。

3.1.1 男女比率
男女の比率は等しいという常識がある。しか

し、小さな小学校などでは男女比率は等しくな
らない。或る小学校の実際のデータだが、男女
の順で１年生から6年生までが、(11,13)、(14,14)、
(15,15)、(5,15)、(18,12)、(13,16)となっていた。全
体では(76,86)である。

小さな小学校の新入生が50人だったとする。
男女は25人ずつ分かれるのが当然かもしれな
いが、男子20、女子30といった風に10％くらい
のずれが起きても不思議はない。しかし、学校



Journal of Sugiyama Human Research 2012214

全体が500人だとすると、全体で10％のずれが
起き、男子が200人、女子が300人となる事はほ
とんど起きない。もちろんある市の子供全体で
見てみると、男女比が2分の１から10％も外れる
ことは絶対に起こらない。調査の対象が多くな
るほど男女比は（1/2）に近づいていくが、真の
男女比は決して求まらない。

3.2 実験
実際に硬貨を投げてみるとどうなるだろうか。

表を1、裏を0として、表が出る比率（平均）を求
める実験をした。

3.2.1 実験 1（25 回投げ）
表は1、裏は0とし、硬貨を25回投げて平

均を求めてみる。1回目のランダムな標本は
{1,1,1,0,1,0,0,0,0,1, 1,0,0,0,0,0,0,0,1,1, 1,0,1,0,0} 
となった。標本（サンプル）の大きさは25である。
25回のうち10回は表だから、平均は0.4だった。
平均は、表の回数を25で割った値だから、比率
になっている。標本が１組とれれば平均が1個
計算できる。

このようにランダムな標本をとり、平均を計算
するという手続きを繰り返す。ランダムな標本が
1組とれれば平均が1個計算できるだけだから
大変だが、25回投げ実験を500回繰り返して、
平均を500組求めた。平均の値を500個書き出
しても意味が無いので、結果を相対度数分布
（区間の比率）として表1、5行目にまとめた。表
の2行目と3行目は区間と区間の中点である。

表1  平均の相対度数分布（区間の比率）表1  平均の相対度数分布（区間の比率）

区間と中点（区間は下限超～上限以下.0.15を.15などと略した。）
.15～.25 .25～.35 .35～.45 .45～.55 .55～.65 .65～.75 .75～.85

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

実験１（25回投げ）
0.018 0.048 0.31 0.29 0.276 0.052 0.006

実験2（1000回投げ）
0 0 0.002 0.996 0.002 0 0

25回の硬貨投げから求まる平均は、0.15から
0.85までの比率を取ることが分かる。区間中点
が0.5である中央の区間には29％、その両側を
入れた区間(0.35～0.65)には、ほぼ88％が含ま
れる。しかし、その左右の区間の比率も0ではな
い。したがって、硬貨を25回投げただけでは表
が出る真の比率を予想することは難しい。そこ
で、硬貨を投げる回数を25回から千回に増やし
てみた。

3.2.2　実験 2（千回投げ）
硬貨を千回投げて平均を求めた。標本の大き

さは千、手順は実験1と同じである。表が出る比
率は平均だから、ランダムな標本は千個の値を
含むが、スペースを取るので実験1のようにラン
ダムな標本の例は示さない。大変だが、この実
験も500回繰り返し、相対度数分布表を表1の7
行目にまとめた（実際のところ硬貨をこれだけ
の回数投げるのは無理である。Excelを使って
計算をしている）。中央の区間(0.45～0.55)から
外れるのは500回のうち2回だけである。500回
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のうち498回は(0.45～0.55)区間に入っている。
真の比率は(0.45～0.55)区間に入るようだ。千回
投げ実験を1回しかしなくても、かなり真の値に
近い結果になる。

3.2.3　実験のまとめ
真の比率を探すには、硬貨を投げる回数が重

要である。統計用語では、標本（データ）の大き
さ（サイズ）と言う。25回では平均の値はばらつ
いて、真の比率が(0.45～0.55)区間に入っている
とは予想できない。千回投げれば平均は真の比
率にかなり近くなるようだ。真の比率は中央の
区間(0.45～0.55)に入ると予想できる。区間を
(0.45～0.55)に固定し、平均がこの区間から外
れる割合を求めると、硬貨投げの回数が増える
ほど外れる割合は減少する。千回投げでは(2/
(500))である（1万回投げの実験では0であっ
た）。大数の法則とは、データの大きさが大きい
ほど、中央の区間から外れる割合が減少してい
くという性質である。データの大きさを非常に
大きくすれば、中央の区間を100分の１の狭い区
間にすることもできる。大数の法則が成立する
には、硬貨投げのように人が影響を及ぼすこと
ができない実験が不可欠である。硬貨投げの
結果は、無作為なデータになっている。

4　結論
調査を行う者の好みや癖などによってデータ

が偏ってしまうと、データの大きさ（サイズ）にか
かわらず真実を見いだすことができない。逆に、
データが無作為であれば、大数の法則により、
データの平均が中央の区間から外れる割合は
どんどん減っていく。データさえ大きければ、真
の関係を高い確率で予測することができる。

ここでは無作為という条件が不可欠であり、
人間の恣意性がデータの作成に含まれないなら
ば大数の法則が成立する。つまり、無作為デー
タの作成において人間性が無いことが、統計学
に不可欠である。しかし、無作為なデータを作
成することは容易ではない。単に調査対象をデ
タラメに選ぶだけではデータが無作為になる保
証はなく、乱数とか無作為抽出といった人間の
知恵を利用する事によって、初めて無作為なデ
ータを作成することができる（本稿では、乱数
の作り方などは説明しない）。結局、人間の恣
意性を除くためには、新たに人間の知恵を用い
ることが必要となる。
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プロジェクトリーダー　飯塚恵理人
 （文化情報学部教授）
研究員：加藤益幹（国際コミュニケーション学部教授）
  梅野きみ子（大学名誉教授）  

 鄭麗芸（文化情報学部教授）
  二宮俊博（文化情報学部教授）

  季増民（文化情報学部教授）
  樋口謙一郎（文化情報学部准教授）
  冨田和子（生活科学部助教）

⑤『環境と人間』
プロジェクトリーダー　野崎健太郎

（教育学部准教授）
研究員：宇土泰寛（附属小学校長・教育学部教授）
  森昌彦（附属小学校教諭）
  川野幸彦（附属小学校教諭）
  宮田菜月（附属小学校教諭）
  篠﨑友希（附属小学校教諭）
  佐藤雅史（附属小学校教諭）
  山下亜子（附属小学校教諭）
  坂野由季（附属小学校教諭）
  深尾智美（附属小学校教諭）

○平成24年5月28日（月）15：00～15：25
・椙山人間学研究センター運営委員会開催

メンバー：委員長（センター長） 椙山孝金
  大学（主任研究員） 渡邉　毅
  大学（学長） 森棟公夫
  高校・中学（高校・中学校長） 河野庸介
  附属小学校（小学校長） 宇土泰寛
  附属幼稚園（幼稚園長） 山口雅史
  学園（学園事務局長） 髙木吉郎
  事務局（企画広報部長） 竹田浩康
  事務局（企画広報部企画課職員） 山田千恵子
  事務局（企画広報部企画課職員） 柘植あい

○平成24年6月4日（月）17：30～19：10
　「椙山人間学研究センター平成 24 年度
　第 1 回人間講座」開催

（平成24年4月から平成25年3月まで）
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テーマ：『放射線と生命との関わり
― ヒトにとって何が危険か ―』

講師：内海博司氏 （京都大学原子炉実験所名誉教授 / 

 （公財）体質研究会主任研究員）

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：70 名

○平成24年7月23日（月）17：30～19：00
「椙山人間学研究センター平成 24 年度
第 2 回人間講座」開催
テーマ：『生活からみた人間の本性

― 3.11 以後の動き ―』
講師：木村光伸氏 （名古屋学院大学リハビリテーション学部教授 / 

 学校法人名古屋学院大学常任理事）

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：44 名

○平成24年10月15日（月）17：30～19：00
「椙山人間学研究センター平成 24 年度
第 3 回人間講座」開催
テーマ：『災害現場の活動― 仮設住宅での

活動を通して ―』
講師：奥村潤子氏 （日本赤十字豊田看護大学

看護学部教授）
場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：39 名

○平成24年11月2日（金）
・椙山人間学研究センター運営委員会持ち

回り会議にて開催

○平成24年12月3日（月）17：30～19：00
「椙山人間学研究センター平成 24 年度
第 4 回人間講座」開催
テーマ：『正しい防災行動と情報収集』

講師：山根一郎氏（人間関係学部教授）
場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：34 名

○平成24年12月15日（土）
「第 26 回椙山フォーラム」開催
テーマ：『その時何が起きるのか

～南海トラフ巨大地震を想定して～』
基調講演：山岡耕春氏（名古屋大学教授）
  井戸田秀樹氏（名古屋工業大学教授）
活動報告：奥村潤子氏（日本赤十字豊田看護大学教授）
  栃窪優二氏（文化情報学部教授）
総合討論：山岡耕春氏（名古屋大学教授）
  井戸田秀樹氏（名古屋工業大学教授）
  奥村潤子氏（日本赤十字豊田看護大学教授）
  栃窪優二氏（文化情報学部教授）
  渡邉毅氏（センター主任研究員 /

   人間関係学部教授）
時間：13：00 ～ 17：00
場所：椙山女学園大学文化情報学部棟 001 室
構成：第一部基調講演、第二部活動報告、

第三部総合討論
参加者：200 名

（告知・広報）
①中日・日本経済新聞折込 19.2 万部（平成

24 年 11 月 23 日）
②新聞「催事告知欄」（無料）への原稿送付
（中日、毎日、読売、朝日）

③マスコミへの取材依頼（名古屋教育記者
会 16 社）

④教職員宛案内状送付
⑤外部個人宛案内状送付
⑥学園ホームページでの告知
⑦センターホームページでの告知
⑧協賛企業、星が丘テラスへのチラシ配布
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　依頼
⑨名古屋市立図書館はじめ周辺地域の 30

図書館
⑩名古屋市立生涯学習センターはじめ周辺

地域 20 施設
⑪近隣大学及び大学関連機関 5 校

○平成25年1月28日（月） 17：30～19：00
・プロジェクト活動報告会議開催

○平成25年3月
・『椙山人間学研究 2012』（第 8 号）発行
（3 月下旬完成予定）

■椙山人間学研究センター・ホームページ
の運営

・センターの活動であるフォーラム、人間
講座の案内や告知、その報告などの詳し
い情報をセンターのホームページ上に掲
載してセンターの活動を公開し、学園の
教職員や学生等のみならず一般の方々へ
も、センターの活動に参画いただけるよ
うにしている。年誌「椙山人間学研究」既
刊号全ても全項公開している。

・椙山人間学研究センター・ホームページ
URL：http：//www.sugiyama-u.ac.jp/shrc

■「椙山人間学研究センター打合せ会」開催日
（毎回議事録作成）
（参加：センター長、主任研究員、センター

事務室職員　陪席：江原客員研究員）
平成 24 年 4 月 18 日
平成 24 年 5 月 7 日
平成 24 年 5 月 22 日
平成 24 年 6 月 11 日
平成 24 年 6 月 26 日
平成 24 年 7 月 18 日
平成 24 年 9 月 12 日
平成 24 年 10 月 1 日
平成 24 年 10 月 29 日
平成 24 年 11 月 12 日
平成 24 年 12 月 11 日
平成 25 年 1 月 9 日
平成 25 年 1 月 30 日
平成 25 年 2 月 14 日
平成 25 年 3 月 27 日
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

（趣旨）
第1条　この規程は、学校法人椙山女学園

（以下「学園」という。）が、建学の精神
に基づく伝統に立って、その教育理念「人
間になろう」そのものを、より広くより深
く研究し、新たな人間についての知の開発
を通して、学園の教育研究、学術の振興に
寄与するとともに、研究の成果を広く学
界、一般社会及び地域に向けて発信する拠
点として設置する、椙山人間学研究センタ
ー（以下「センター」という。）について
必要な事項を定める。

（センターの事業）
第2条　センターは、次の各号に定める事業

を行う。
（1）学園の教育理念「人間になろう」の調

査研究及びその教育実践の支援に関す
る事業

（2）新しい世紀に求められる「人間観」
（人文科学、社会科学及び自然科学等
における人間観の研究並びに学際的領
域の研究）についての調査研究事業

（3）学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク
に関する事業

（6）年報の刊行に関する事業
（7）人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会
への講師の派遣等に関する事業

（8）その他センター長が必要と認める事業

（センター長）
第3条　センターにセンター長を置き、セン

ター長は、理事長の命を受け、セン
ターの事業を統括し、所属職員を統
督する。

2　センター長の任期は2年間とする。ただし、
再任を妨げない。

（主任研究員）
第4条　センターに主任研究員を置く。
2　主任研究員は、各調査研究領域を統括し、

研究ネットワークを主宰する。

（研究員）
第5条　センターの事業遂行に必要な研究調

査を行うため、研究員を置くことが
できる。

（客員研究員）
第6条　センターの研究調査に関して、学園

外に広く知識又は経験を求める必要
があるときは、客員研究員を置くこ
とができる。

2　客員研究員について必要な事項は、理事
長が定める。

（事務）
第7条　センターの事務は、企画課が行う。

（運営委員会）
第8条　センターの的確かつ円滑な運営を図る

ため、センターに運営委員会を置く。
2　運営委員会は、センターの事業に関する

次の事項を審議する。
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（1）調査研究、委託研究、プロジェクト、
研究会及び年報等の事業計画に関する
こと。

（2）予算に関すること。
（3）前各号のほかセンター長が諮問するこ

と。
3　運営委員会は、次の各号に掲げる委員で

構成する。
（1）センター長
（2）大学長

（3）高等学校長及び中学校長
（4）小学校長
（5）幼稚園長
（6）主任研究員
（7）事務局長

（附則）
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
（附則）
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
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『椙山人間学研究』第8号をお届けいたしま
す。ご多忙中にも関わらずご執筆いただきまし
た先生方には、この場を借りまして心よりお礼申
し上げます。ありがとうございました。

死者32万人。これは平成24年8月に内閣府か
ら公表された南海トラフ巨大地震の想定におけ
る最大被害規模です。近い将来、東海、東南海、
南海地震は必ず起こるといわれています。これ
らの地震が連動する巨大地震が起これば、名
古屋にも大きな津波が押し寄せ、地盤沈下や液
状化現象があらゆる場所で起こり、大きな被害
に襲われることでしょう。そうした事態になった
とき、どう対処すればいいのか、地震が起きて
から考えているようでは遅すぎます。

そこで重要なのは「災害を知る」ことです。今
年度は『その時何が起きるのか ～南海トラフ巨
大地震を想定して～ 』と題したフォーラムを行
いました。最大でどの程度の規模の地震が起こ
るのか、津波は、倒壊家屋は…、科学的な知見
に基づく予測について、第一線でご活躍中の講
師の方々にご紹介いただきました。フォーラムで
山岡氏は「日本は地球科学のことを非常にない
がしろにしていて、しっぺ返しをくらっている。」
と日本人の災害に対する危機意識の低さをあげ
ていらっしゃいました。平成25年度から、大学
では新たに防災・安全教育科目として「安全
学」が開講されます。安全確保や災害時の的確
な判断、行動ができる力を学生たちに身につけ
させることを目的としています。

平成7年、阪神・淡路大震災、平成23年3月11
日、東日本大震災と、ここ20年足らずの間に、2
度の大きな震災を経験しましたが、前の震災の
教訓を次の震災に十分に生かすことができたと
は言い難いです。一方で、いざ危機に陥ったとき
の日本人の復興へのエネルギーは素晴らしいと

いわれています。東日本大震災の発生直後、あ
るはずの町が一瞬にしてなくなり、人が死んで
いるのが当たり前といった怖気をふるいたくよ
うな悲惨な光景が広がりました。そうした状況
下で、生き残った被災者はやり場のない感情を
押し殺し、必死に現状と向き合い、支え合いな
がら、生きようとする姿がありました。

現在、公開中の映画『遺体－明日への10日間
－』の原作となった石井光太氏の『遺体－震災、
津波の果てに－』では、震災直後の岩手県釜石
市の遺体安置所の光景が記録されています。そ
こに描かれたのは、医師や市の職員、消防団員、
民生委員といった地元の人たち。無数の身元不
明の遺体を前に、自分にできることを必死にや
る地元の人たちの姿に、私は「人間」の真の強
さを感じるとともに、果たして自分にはこんな強
く生き抜く力があるだろうかと不安な気持ちも
込み上がってきました。

『復興とは家屋や道路や防波堤を復習して
済む話ではない。人間がそこで起きた悲劇を受
け入れ、それを一生涯十字架のように背負って
いきていく決意を固めてはじめて進むものなの
だ。』

これは石井氏がエピローグで語られた一説
です。この一説は災害を乗り越えることのみな
らず、私たちが人生の中で苦難に直面したとき
にも通じる、生き方の指針のように思います。

椙山人間学研究センターが発刊するこの『椙
山人間学研究』には、人間にまつわる様々な考
察が行われています。ぜひご一読いただき、皆
様の人間理解を深めていただき、新たな時代へ
の指針としてご利用いただきたいと願っていま
す。

2013年3月22日
センター事務室　山田千恵子

編 集 後 記
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