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　椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間

学研究第9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9年目にあた
る平成25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」を通じて人文、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て参りました。

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9年目にあたり、これまでの
既刊号8冊を改めて目の当たりにしますと、
本センターの歴史が着々と積み上げられてき

ていることを実感し、志が新になると同時に

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

にこの場を借りまして心から感謝申し上げま

す。

　今年度は主に文化人類学を始め、哲学や社

会学など様々な分野から「人間講座」と

「フォーラム」を企画し開催してきました。

まず、第1回人間講座『極高の地に生きる―
アンデス・ヒマラヤ高地の生活と文化―』で

は、センター客員研究員であり放送大学教授

の稲村哲也氏を講師にお招きし開催しまし

た。稲村氏の専門は文化人類学で、アンデス、

ヒマラヤ、モンゴルにおける牧畜文化に関す

る文化人類学調査に従事されています。まず

稲村氏は、ヒマラヤ地域全体の地理や国境問

題、ヒマラヤやチベット高原がどのようにし

て誕生したかをお話しされ、アンデスに関し

てはその地域で栽培化された植物と家畜、ま

たそれらを基盤に興った古代文明について解

説されました。次に、ヒマラヤやモンゴルは

「移牧」や「遊牧」と呼ばれる「移動牧畜」

であるのに対して、中央アンデスは家畜を移

動させず一定の地域で飼う「定牧」であり、

どの地域もそれぞれの環境に合わせた牧畜を

行っていることを説明されました。後半では

写真を通して、アンデスから発掘された古代

文明の土器や織物、現代に復活したインカの

伝統、リャマのキャラバン、ネパールやブー

タンの暮らしなどを紹介され、現地の文化に

ついてより理解を深めていく時間となりまし

た。最後には、昔ながらの狩猟・農耕・牧畜

『新たなる歴史をつくるために』

椙山人間学研究センター長
椙山　孝金
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を行って今も暮らしている人々について触れ

られ、「こういった人々の生活を目の当たり

にすることで、人間の原点というものについ

て教えてもらえるように感じます。」と語ら

れました。

　第2回人間講座『哲学カフェがめざすもの
―Philosophy To The People―』では、本学
人間関係学部講師の三浦隆宏氏を講師にお招

きし開催しました。三浦氏の専門は臨床哲

学・倫理学で、2001年から「哲学カフェ」
という誰もが自由に参加できる哲学的な対

話・会話の場を、社会のさまざまな場所の中

に作り出す活動に従事されています。最初に

三浦氏は、「哲学カフェ」とは1992年にパリ
のCafe des Pharesで自然発生的に始まった
「街頭での哲学の実践」が発祥であったこと

や、日本では2000年頃から定期的に開かれ
るようになったことを説明されました。次

に、全国各地の哲学カフェの様子をスライド

の写真で示し、哲学カフェがどのような形で

開かれているかを解説されました。また、哲

学カフェと他の市民参加型イベントとの違い

についても触れられ、一般市民でも気軽に立

ち寄れる（＝間口の広い）公共的な対話の場

が必要であるとの見解を述べられました。さ

らに、現代日本は多くの課題を抱えた「課題

先進国」であり、それらの問題に立ち向かう

には、専門家のみならず市民一人ひとりが取

り組まなければならないこと、また、「中間

領域（昔で言う近所付き合い、コミュニティー

等）」がやせ細った「無縁社会」であること

を指摘され、そういった社会だからこそ、哲

学カフェのような場が必要ではないかと述べ

られました。

　第3回人間講座『ヒマラヤ高地の生活と文

化―「幸福王国」（？）　ブータンの現状から

考える―』では第1回人間講座に引き続き、
稲村哲也氏を講師にお招きし開催しました。

まず稲村氏は、ブータンとの比較対象として

ネパールの紹介をされました。この二つの国

に関して、人口、地形、文化や宗教の違いを

挙げられた他、ネパールの一民族シェルパ

と、ブータンの民族との農耕・牧畜の共通点、

相違点について比較されました。次に、ブー

タンのそれぞれの地域について詳しく説明さ

れました。例えば、家族・出自の形態につい

て、ブータンの西部地方と極東部地方では、

父系出自で一妻多夫の慣習があるのに対し、

中部地方は母系出自であることを話され、一

言でブータンと言っても、地域によって全く

異なる文化があることを述べられました。ま

た、ブータンの第4代国王が提唱した「GNH
（国民総幸福量）」の思想について紹介されま

した。ブータンでは、首相の補佐として「GNH
コミッション」と呼ばれる機関が設けられて

おり、「国としての幸福について考え、実現

するためには、文化と環境が重要である」と

謳っていることを説明されました。また、ブー

タンはそれらを国家の基本として政策に生か

していることを話され、この実例は「日本に

とっても非常に参考になることです。」と語

られました。

　第4回人間講座では、本学文化情報学部教
授の黒栁晴夫氏による『インドネシアのジャ

ワ農村における社会と文化』を開催しまし

た。黒栁氏の専門は社会学で、特に家族と農

村社会を中心に研究を進めており、家族と農

村社会のあり方について日本とインドネシア

との比較研究を行っておられます。まず黒栁

氏は、インドネシアという国の概要について
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お話しされました。1万3,466もの島からな
る島嶼国家であり、しかも多民族国家である

こと、そして世界第4位の人口を擁しその約
6割がジャワ島で暮らしていることを説明さ
れました。次に、インドネシアの農業が、ス

ハルト大統領による中央集権的統治主義・開

発主義の下で発展したことを説明され、ジャ

ワ農村における農作業や市場の様子を紹介さ

れました。後半では、スハルト体制崩壊後の

インドネシアが、地方の活性化を図っていく

ために、地方自治の分権化と民主化を進めて

いくようになった経緯を説明されました。ま

た、民主化の例としてジャワ島中部南岸に位

置するジョクジャカルタ特別州のチャンデン

村で行われた村長選挙を、スライドの写真を

用いて紹介されました。黒栁氏は、まとめと

して、インドネシアではスハルト体制崩壊以

降地方分権主義と民主主義による地方自治制

度の改革が進められているが、民主化への準

備が不十分なまま進められてきたために、汚

職体質の地方拡散などの弊害が起こっている

と解説されました。

　今年度の「第28回椙山フォーラム」は武
蔵野美術大学教授で探検家で医師でもある関

野吉晴氏をお迎えし、『グレートジャーニー

～人類はるかな旅～』と題して開催しまし

た。関野氏はアフリカ・タンザニアのオルド

ヴァイ峡谷（ヒト属発祥地の一つ）から南米

最南端フェゴ島まで拡散した人類の旅を、自

らの足で辿るという大冒険『グレートジャー

ニー』を行い、更に、日本列島への先人の進

入ルートの一つ「海上の道」を、手造りの舟

〈縄文号〉での航海により実証しました。

　第一部では、「映像で追うグレートジャー

ニー」というテーマで、関野氏より、南米か

らアフリカまでの足掛け10年に及ぶ旅の様
子や、〈縄文号〉によるスラウェシ島から石

垣島までの航海の様子などをDVDで紹介し、
人類の移動と進化の過程について自らの体験

談を交えながら解説されました。講演の中で

は、シーカヤックや犬・トナカイぞりなどを

駆使して、苦戦しながらも人類の軌跡を辿る

旅を続けた道のりについて語られました。

　第二部では、「グレートジャーニー～人類

の適応と文化的多様性～」というテーマで、

関野氏が旅で出会った世界の人々の生活を写

真と共に紹介され、人類の環境への適応は、

進化のみでなく、食べ物や衣服などの文化に

よっても行われたことを話されました。続い

て、コメンテーターとして稲村哲也氏とセン

ター主任研究員の渡邉毅氏が登壇しました。

稲村氏は、「牧畜は人類の適応の形態である」

という観点から、遊牧・移牧・定牧について

説明されました。また、渡邉氏は「出アフリ

カ仮説と〈日本列島人〉の起源」についてお

話をされ、グレートジャーニーが人類学的に

はどのような意味があったのかについて解説

されました。最後の総合討論では、参加者か

らの質疑応答が行われ、人類の辿ってきた歴

史についてより考えを深める時間となりまし

た。

　我が国が未曽有の災害、東日本大震災を経

験してから3年の時が経ちます。復興の道の
りは険しく、なかなか進まない住宅や町の再

建、診療を再開したものの十分とは言えない

病院、統廃合の進んでいく学校など、いまだ

様々な問題を抱えているのが被災地の現状で

す。しかし、そうした困難や心の痛みを抱え
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ながらも、日本は新しい歴史を作り上げてい

くために前へ進んでいかなければなりませ

ん。私達に求められることは、これまで人類

が歩んできた歴史・過去を振り返り、そこか

ら学んだことを生かして、新しい歴史を作り

上げていくことだと思われます。そして椙山

人間学研究センターは、人間の歴史を正しい

方向へと導いていく力となるために、より一

層深化した知識を発信していく使命を担って

いることを重く受け止めています。

　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、次の時代を

作り上げていく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26年3月20日
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フォーラム報告

【総合司会】

渡邉毅主任研究員：定刻となりました。第

28回椙山フォーラム「グレートジャーニー
～人類はるかな旅～」を開催いたしたいと思

います。

　本日のコーディネート及び司会進行は、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。よろしくお願いします。

まず、会を始めるに当たりまして、森棟公夫

学園理事長から開会のご挨拶をいただきます。

【開会挨拶】

森棟公夫理事長：こんにちは。私は椙山女学

園の理事長を務めております森棟公夫と申し

ます。本日はたくさんの方々に、第28回椙
山フォーラムにお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。深く感謝いたします。

　今回の椙山フォーラムは、人間学研究セン

ター主催となっておりますが、人間学研究セ

ンターでは年に4回ほど開催される人間講座
に加え、年に1回はこの会場で大きな会を開
いております。人間講座では大体レギュラー

で50人ぐらいの方にご参加いただいており
ますが、本日は、お申し込み人数が450人と
いう数でございました。この会場は収容定員

が300人でございますが、満員となっており
ます。この会場は文化情報学部の001室と申
しますけども、ここで開く会は今回で3回連
続満席でございます。9月には臨床心理士の

第28回椙山フォーラム
テ ー マ：『グレートジャーニー～人類はるかな旅～』
日　　時：平成25年12月7日（土）　13：00 ～ 17：00
【第一部】
講　　演：関野　吉晴氏（武蔵野美術大学教授、探検家）

　　　　　「映像で追うグレートジャーニー」※DVDによる解説
【第二部】
講　　演：関野　吉晴氏
　　　　　「グレートジャーニー～人類の適応と文化的多様性～」※画像による解説
コメンテーターによる解説：
　　　　　稲村　哲也氏（放送大学教授・椙山人間学研究センター客員研究員）

　　　　　渡邉　毅氏（椙山人間学研究センター主任研究員）

【第三部】
総合討論：関野　吉晴氏、稲村　哲也氏、渡邉　毅氏
場　　所：椙山女学園大学　星が丘キャンパス　文化情報学部　メディア棟001室
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植木理恵さんという方がここで講演されまし

たが、そのときも満席でございました。そし

て、1カ月ほど前、読売新聞のご協力で北川
悦吏子さんという脚本家、そして、住吉美紀

さんというフリーのアナウンサーがここで講

演されましたが、そのときも満席になりまし

た。これは学園といたしましてはうれしい限

りで3回連続で満席となっております。これ
からもこの会場で行われますさまざまな

フォーラムにご参加いただければありがたい

と思います。

　椙山女学園は「人間になろう」という教育

理念のもとで学園を運営しておりまして、そ

の理念のもとにさまざまな行事も行っていま

すが、2005年に学園創設100周年を記念し
て、人間学研究センターを設立いたしまし

た。その人間学研究センターを中心としてこ

のようなフォーラムを年に数回、とり行って

います。

　本日の題は「グレートジャーニー～人類は

るかな旅～」ということでございまして、ま

た、渡邉先生からご紹介いただけると思いま

すが、関野吉晴先生にご講演を賜ることに

なっております。本日はよろしくお願いしま

す。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。

　本日のフォーラムは、お手元にプログラム

が届いているかと思いますが、3部構成で考
えております。関野先生が長年実践されてこ

られたグレートジャーニーについて映像、

DVDで1時間程度見ていただくのを第1部と
しまして、第2部で関野先生から写真、パワー
ポイントを利用しながらのご講演を用意して

おります。その後、2人のコメンテーターが
コメントという形で補足をし、第3部に総合
討論、質疑応答という形で進める予定にして

おります。

　早速第1部に入ろうと思いますが、最初に
関野吉晴先生のご紹介をさせていただきま

す。

　既にテレビの世界では非常によく知られた

冒険家であり、人類学者でもある関野先生は

一橋大学をご卒業なさいましたが、在学中か

ら探検ということを試みてこられました。最

初に向かわれたのはアマゾンです。関野先生

とコメンテーターの稲村先生、並びに私は、

ともにフィールドワークを中心に活動してき

ましたが、奇しくも皆、南米をフィールドに

しているという共通点を持っております。

　関野先生は、アマゾンから源流域に住むマ

チゲンガという原住民の人たちのもとに通い

ながら、一つの決心をなさったようです。

フィールドワークを行っていく上で、自らが

医療者であれば非常に現地の人々に喜ばれる

だろうとお考えになりました。また医療者で

あれば薬の処方も可能になります。そういう

ことで、あえて医学部に入り直し、横浜市立

大学医学部を卒業されて、しばらくは医師と

してのお仕事も国内で続けながら、三十数回

にわたるフィールドワーク、海外の冒険、探

検をこなしてこられました。現在は武蔵野美

術大学に所属されて、そちらの教授も務めて
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いらっしゃいます。先ほど聞きましたら、彼

の担当講義には400人の学生が詰めかけて講
義を聞いているということであります。

　彼自身が非常に脚光を浴びたというので

しょうか、グレートジャーニーで南米の南端

から北上を続け、いわゆる北米からユーラシ

アへと渡り、基本的には歩くことによってア

フリカまでの壮大な旅を実際に実行され、そ

れがグレートジャーニーと呼ばれています。

そのあたりは今日の映像も含めて、後ほどご

紹介があろうかと思います。

　彼自身が今でもガイアナ高地、南米のあま

り人が入っていない場所、今年の夏もそうい

うほとんど人が入っていない場所を探検した

と伺いました。

　1999年に植村直己冒険賞、これは亡くなっ
た植村直己さんを偲んで設けられた賞です

が、それを受賞されています。聞くところに

よりますと、今年の三浦雄一郎さんのエベレ

スト登頂を記念して三浦雄一郎賞というのが

設けられるようです。間違いなく遠からず関

野先生が受賞されるものと信じています。

　ごく最近の冒険の1つは、これも後ほど紹
介があろうかと思いますが、「縄文号」と名

づけた手づくりの木造船でインドネシアのス

ラウェシ島から沖縄・石垣島までの航海を成

功されました。我々の祖先、日本人が南から

来たのか、どこから来たのかという議論の中

で、南方ルートという、これは古くは柳田国

男氏が唱え始めた海上の道、それを実際に体

験された大冒険だと思いますが、それも達成

されました。細かく紹介するよりも、実際に

映像を見ながら、関野先生のお話を伺いたい

と思います。

【第一部】「映像で追うグレートジャーニー」

関野吉晴氏（武蔵野美術大学教授、探検家）

※DVDによる解説

関野吉晴教授：皆さん、こんにちは、関野吉

晴です。今日は第一部で1時間、DVDをご
覧いただきながら話を進めていきたいと思い

ます。

　タイトルは、「グレートジャーニー」です。

チリの南米の一番南、フエゴ島という島があ

ります。そのさらに南にナバリノ島という島

があるのですが、そこを出発したのがちょう

ど20年前の一昨日なのです。実は、その20
年前はずっと南米通いをしていました。南米

に初めて行ってから43年になります。
　1971年に初めて南米に行きました。それ
から10年はアマゾンばかり通っていました。
その後の10年は南米に通い、アマゾンにも
通いながら、アンデス、パタゴニア、ギアナ

高地など、南米のほかの地域まで足を広げた

のですが、南米から出ることはありませんで

した。

　この辺りで、少し南米を出たほうがいいな

と思いました。どこでもよかったのですが、

南米以外のところに行くことによって、南米

がさらにクリアーに見えると思ったからで

す。その時、思い切ってグレートジャーニー
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の旅路を逆ルートで辿ることにしました。

　最初にアマゾンに行ったときに感じたこと

は、つき合っている人たちがみんな日本人と

似ているということです。顔が似ている、あ

るいは背格好、仕草、性格も非常にシャイで

似ています。なぜ似ているかは知識でわかっ

ていました。それはシベリアからベーリング

海峡を渡ってアラスカに達した人たちのう

ち、そこに残った人たちもいますが、一部が

南下しました。ですから、アジア系の人々な

ので似ているだろうということはわかってい

たのですけども、やはり会って実感としてわ

かるのと、知識として知っているのとは違う

ので、20年間、南米に通っているうちに、
この人たちがいつ、どのように、なぜやって

来たのかという旅をしたいと思いました。そ

れで始めたのがグレートジャーニーです。

　グレートジャーニーというのは、実はイギ

リス人の考古学者ブライアン・M・フェイガ
ンが名づけました。その旅というのは、アフ

リカで生まれてそこを出た人類が世界中に拡

散していきましたが、その中で一番遠くまで

行った人々の旅路です。シベリア・アラスカ

経由で南米最南端まで来たのですが、その一

番遠くまで行った人たちの旅路を「グレート

ジャーニー」と名づけました。

　私はグレートジャーニーを逆ルートで辿り

ました。「なぜ逆ルートで辿ったのですか」

とよく訊かれます。今述べたように、アマゾ

ン、アンデスの人たちはどこから来たのかと

いう発想で始めたので逆ルートになりまし

た。

　この旅は足かけ10年かかったのですが、
それを8分ぐらいにまとめた映像を見てもら
います。

（映　　像）

関野教授：ゴールの想定はいろいろと考えら

れましたが、最終的に、南米を出発してゴー

ルに決めたのは、一番古い人類の足跡の化石

が発見された場所にしようと思いました。た

またまタンザニアのラエトリという場所に人

間の足跡の化石がありました。火山が爆発し

て、火山灰が降り、そこに雨が降ってセメン

ト状になります。そこに3人の人間が二本足
で立って歩いた跡があったわけです。そのま

まだと風化してしまうおそれがあるのです

が、その後、また火山が爆発して、ちゃんと

封印してくれたということで、1970年代に
発見されました。

　最初に、そこをゴールにしようと決めまし

た。その理由は、二本足で立って歩いたこと

が人類にとって一番大きな業績だと思ったか

らです。人類が行ったさまざまな業績がある

と思います。火を使うようになったことや、

言葉の誕生、農業を始めたことなど、たくさ

んあります。ただ、それがなかったら、そう

しなかったら、我々はここにいないという業

績は何かと言ったら、例えば大航海時代の航

海はなくても、別に私たちは生きていると思

います。火の発見も大きいですが、火がなく

ても、生で食べて生きている人たちもまだい

ます。食べる物が制限されますが、多分生き

てこられたと思うんです。

　言葉の使用も大きいです。ですが、二本足

でまっすぐ立って、歩くことと家族をつくっ

たことが非常に大きいことだと私は思いま

す。たまたまその3人の足跡が、大きい足跡
が1つ、隣に小さい足跡が1つ、後ろに小さ
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い足跡が1つで、私もそう思うのですが、大
方の解釈は、お父さんの隣にいるのが、お母

さんです。後ろに子供、あるいは隣が子供で、

後ろがお母さんとか、家族ではないかと思い

ます。ですから、二本足で立って歩くときに

家族ができていました。

　人間は一人で生きていけません。家族をつ

くります。人間に一番近い動物のチンパン

ジーは家族がいません。雄は発情した雌に交

尾したらどこかへ行ってしまいます。チンパ

ンジーはゴリラと同じように、5年に1度し
か子供を産みません。森は非常に安全な場所

なので、どちらも5年に1人産めば、15歳で
初めて産んで、40歳で亡くなってしまいま
すが、6、7人産めるわけです。しかも、天
敵がほとんどいません。ヒョウが時々来るぐ

らいです。ですから、それで育児期が5年も
あれば、別にお母さんだけで育てられます。

ゴリラは父親がいるという意見もあります。

というのは、父親が子供たちと遊んでくれる

からです。ただ、それも母親が連れていって、

遊ぶように仕向けて遊ぶのであって、決して

世話はしません。ですから、父親の兆しは見

えるけども、まだ父親になっていないと思っ

ています。

　そうすると、人類は家族をつくったのです

が、そのことが非常に大きいと思っていま

す。私たちは家族だけでは生きていません。

私たちというか、昔もそうだったと思いま

す。家族だけでは生きていけないからある程

度の大きさの集団が必要です。というのは、

人間が生まれたときにも既に近親結婚はしな

い、そうすると、集団で住む必要がうまれま

す。グループがあっても、そのグループ内で

結婚すれば、近親結婚になってしまう、別の

グループが必要になって、かなり大きなグ

ループ、渡邉氏がいらっしゃいますけど、霊

長類学者の先生たちの家族の定義では、集団

でいて、つがい同士が協力関係にあって初め

て家族といえるといいます。そうするとかな

り大きなグループになります。

　そして、四足の動物たちがほかの動物の大

きさを見るときに、幅とか長さではなくて高

さで見ます。皆さん、四足になってみるとわ

かると思いますが、高さが一番気になると思

うんです。高さで大きさを見るのです。

　そうすると、人間は立って歩くと、最初生

まれたときは多分120cmぐらいだと思いま
すが、結構高いんです。そういう高い生き物

がグループで住んでいると、襲いにくいと思

います。これは渡邉氏と意見が違うのです

が、二本足で立って歩いたことは、私は、運

ぶということが一番大きいのではないかと

思っています。私たちが四足になってみると

わかりますが、何かを運ぼうとするとき、四

足になったら何で運びますか。口ですよね。

口だと限りがあり、例えば椅子は口で運べな

いと思いますけども、手なら楽々と運べま

す。ですから、手があいたということは大き

いことだと思います。

　家族で男の役割は何かといったら、最初、

食料を持ってくるのが役割だと思うんです。

そのときに抱え込んでたくさんの荷物を運べ

るということは非常に大きいことだと思いま

すが、実は立って歩くということは、俊敏性

ではほかの猛獣と比べてはるかに劣ります。

ですから、速さも同じぐらいの大きさの動物

でかなう動物はいません。大きい動物は、猛

獣はそうですけども、ゾウとか熊とかラクダ

とか、全て人間より速く走ります。彼らがオ
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リンピックに出たら金メダルをとれます。そ

れほど速いです。

　我々が追いかけて捕まえられる動物なんて

たかが知れています。ナマケモノとかヤマア

ラシとかそういう動物です。そういう動物は

人間でも追いかけられます。二本足は俊敏性

に欠けますが、一つ大きな特徴があります。

それは遅いけども長い距離を歩けるというこ

とです。それがグレートジャーニーを成し遂

げたことと関係していると思います。

　ですから、チーターと50kmの競争をした
ら、もしかしたら勝てるかもしれません。短

距離では4倍以上の差が開くと思いますけど
も、長距離は強いです。実際に歩いてみると

わかりますが、一歩一歩というのは非常に力

強い。山が見えたときに遠いなと思いながら

も確実に近づいていきます。

　歩くということは非常に大きなことなんで

す。また、手があいたということも非常に大

きいことで、実は人間の特徴で道具をつくる

といったことがありますが、サルでも道具を

使います。例えば南米のフサオマキザルはヤ

シの実を食べるのに、ほかの大型のサルが

（ウーリーモンキーとかクモザルが）食べら

れなくなったヤシの実を竹の上に置いて石で

割って食べます。あるいは竹の中に入ったカ

エルとかをトントンって竹をたたいて、そう

すると、ピシャって音がするんです。そうす

ると、竹をこじあけて、とって食べるとか、

非常に賢い。道具も使います。

　チンパンジーも道具を使います。シロアリ

とかアリの巣穴があると、枝を折って、葉を

しごきとって中に入れると攻撃的なアリは食

いついてきます。いっぱい食いついたところ

で引き上げて、しごきとって食べるわけで

す。これは、完全に道具です。ところが、彼

らのできないことは、道具を使ってさらに精

巧な道具をつくるということです。これは人

間の専売特許です。

　人類が生まれたとき、脳が500gぐらい、
背丈も120cmでした。ということは、チン
パンジーとほとんど変わりません。違うのは

二本足で立って歩いたことで、手があき、さ

まざまなことができるようになった点です。

私たちホモサピエンスは脳が、猿人の3倍あ
ります。なぜ大きくなったかというのは、い

ろんな意見がありますけども、1つは細かい
作業をすると、フィードバックで脳が発達す

る。そうすると、さらに細かい作業ができる。

そうすると、また脳が発達するということが

あるのではないかと思います。ただ、もう1
つ、肉食を始めたということも大きいと思い

ますが、それはちょっと後で説明いたしま

す。そういう意味で、二本足で立って歩いた

こと、そして、同時に家族をつくったことが、

私たちがここに生きていられる一番重要な業

績ではないかと思っています。

　今年の3月から6月にかけて、国立科学博
物館で「グレートジャーニー展」をやりまし

たが、そのときにつくった人類の移動の歴史

について簡単な映像を見てもらいます。

（映　　像）

関野教授：それで、一番最初の映像で、

ちょっとこんがらがっていると思います。

400万年前に生まれた人類がグレートジャー
ニーをやったわけではありません。最初に生

まれたのは「猿の人」と書いて猿人です。そ

れが700万年前に生まれています。しかし、



Journal of Sugiyama Human Research 2013012

フォーラム報告

その人たちは滅んでしまいます。次に生まれ

たのが原人です。その人たちは180万年ぐら
いにアフリカを出ます。そして、アジアに来

るわけです。それが北京原人とかジャワ原人

なのですが、ただ、その人たちも滅んでしま

います。その後、旧人が60万年前ぐらいに
生まれるわけですが、その人たちもアフリカ

を出ます。主に中東、ヨーロッパに行くわけ

ですが、そして、私たち、現在、70億人超
えた人類が20万年前に生まれたホモ・サピ
エンスのいわゆる新人の子孫です。ただし、

最近わかったことは、ネアンデルタール人と

の混血がわずかですがあったということで

す。

　そのホモ・サピエンスだけが世界中に広

がっていきます。アフリカで産まれたので、

寒いところは苦手なわけです。だから、原人

は寒いところまで行きませんでした。それか

ら、ほかのサルの仲間は、北限は下北半島で

す。北海道には野生のサルはいません。まし

てやシベリアには進出しませんでした。それ

を成し遂げたのはホモ・サピエンス、新人で

す。その人たちが陸続きだった、あるいは凍っ

ていたベーリング海峡を渡ってアラスカに

渡った。それはコロンブスがアメリカに到着

した1万年以上前です。その人たちがアメリ
カの発見者というか、そこに住みついて、そ

のうち一部の人たちが南下していくわけで

す。ですから、先ほどの猿人が世界中に広がっ

ていく印象を受けたと思いますが、そうでは

なくて、ホモ・サピエンス以外の人類は全て

滅びてしまいます。

　では、なぜ人類はアフリカを出たのでしょ

うか。外に出るのは億劫ですよね。引っ越し

するのも億劫ですよね。それでは何故なぜ広

がっていったのか。そこにいればいいのに、

移動拡散します。その理由はいろんなことが

考えられています。1つだけの理由ではない
と思うんです。私は、最初は、あの山を越え

たら何があるんだろうかとか、あの山を越え

たらもっといい獲物がいるんじゃないか、あ

るいはいい生活ができるんじゃないかという

向上心と好奇心が、人類の移動のモチベー

ションというか動機ではないかと思っていま

した。

　また、それもあると思うのですが、もう1
つは、例えばシベリアからアラスカに行った

人とか、シベリアから日本に来た人なんか

は、マンモスとかトナカイを追っかけている

うちに来てしまったということもあると思い

ます。

　ただ、一番私が大きいと思うのは、それら

の原因ではありません。人はどこかに住んで

いる場合に、住みよかったら人口が増えてい

きます。それから、よそからも人が集まって

きます。そうすると、人口が増えるとどうな

るかというと、誰かが出ていかなければいけ

ないわけです。そのときに既得権を持った強

い人間は出ていかないで、弱い人間が突き出

されるのではないかと思っています。

　それを感じたのが、南米に行って、その南、

マゼラン海峡を渡るとフエゴ島という島があ

ります。そこは実はまだグアナコという野生

動物、あるいはアメリカダチョウとかがい

て、狩猟ができるんです。狩猟ができるには

大きな領土が必要です。ところが、さらにビー

グル水道を越えてナバリノ島という小さい

島、狩猟のできない島まで追いやられた人た

ちがいます。ヤマナ人です。グレートジャー

ニー、人類の移動が、好奇心とか向上心で進
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んだならば、一番遠くまで旅した人は、一番

好奇心、向上心が強い人のはずです。進取の

気鋭に富んだ人たちのはずですが、実は一番

弱い人でした。要するにフエゴ島から追い出

されたんです。今純血を守っている人は、1
人しかいません。おばあちゃんが1人、生き
残っているだけです。

　彼らはどうしたかというと、狩猟ができな

いから海産物をとります。ムラサキイガイと

いうムール貝に似た貝が無尽蔵にあります。

あるいはツブガイ、カサガイ、ちょっと潜れ

ばホタテがいて、もうちょっと潜ればチリイ

バラガニという大きなカニがいます。そうい

うものを食べて生きていました。決して好奇

心で行ったわけではないのです。そういう例

が一番多いのではないかと思うようになりま

した。

　例えばラオスに行ったときもそれを感じま

した。山の上に行くとモンという人たちがい

ます。ラオスで有名な人たちで、ベトナム戦

争のときに割かれた人たちです。一方はCIA
について、一方は北ベトナムについて、同じ

民族を別かれさせられてしまった民族です。

その人たちは、実は長江、揚子江の下流域の

出なんです。中国でミャオという人たちで

す。その人たちは戦乱が嫌で山へ逃げて、稲

をつくっていました。彼らは、俺たちが日本

人に米づくりを教えたんだと言うんです。こ

れは冗談ですが、ただ、全く根拠がないわけ

ではありません。多分同じ時代にいた、日本

人の一部も長江の辺から日本に来た、朝鮮半

島経由で来た人たちがいると思いますが、や

はりその人たちも長江の流域は米づくりがで

きて、いい土地ですから人口が増えて、追い

出されるわけです。それで逃げてきた。そう

いう意味では、時代が新しくなればなるほ

ど、弱い人が突き出されるということが多い

と思います。

　ただ、突き出された場合に、ほとんどの場

合は新しい環境の土地に行くわけですから、

適応できずに滅びた人たちもたくさんいると

思います。ただ、フロンティアに行くわけで

すけども、そこでパイオニアになり、創意工

夫をして、新しい文化をつくった人たちが、

そこを住めば都にしてしまうわけです。で

も、また人口が増えると、またそこから誰か

が突き出される。ただ、おもしろいのは、弱

い人が突き出されて、いつまでも弱いままで

なくて、追い出した人より強くなってしまう

ことがあるということです。

　後で説明します日本列島を見てみると、こ

れは多分弱い人たちが集まったのではないか

と思います。多分イギリスもそうではないか

と思うんです。要するに日本はこれ以上、東

に行けません。イギリスはもうそれ以上、西

に行けません。そういう島に行ったら、弱い

連中はもとに戻れないわけです。しかし、い

いことか悪いことかわからないけども、日本

はアジアを征服しようとしたし、イギリスは

世界を制覇しようとしたわけです。弱い人が

集まってきたけども、新しい文化をつくっ

て、生きのびました。世界を制覇するのに必

要なのは何かといったら、文化的な程度が高

いということではなくて、軍事力と経済力が

あれば世界を制覇できるわけです。それに長

けた人たちが世界を制覇できるわけです。そ

れはアメリカにしても今の中国、ロシアにし

てもそうです。弱い人たちが文化的に劣って

いるわけではありません。

　インカがなぜスペインに滅ぼされたかと
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言ったら、インカが文化的に劣っているから

ではありません。特に軍事の面で劣っていた

から敗れてしまったわけですけども、新しい

時代になればなるほどそういう弱い人が突き

出されるということがあるのと、今でもグ

レートジャーニー、人類の大移動というのは

続いていると思います。それは、日本人もそ

うです。移民という形で、例えば満州に行き

ます。あるいは北米、南米、ハワイに行くわ

けですが、満州の場合は東北の貧しい人たち

です。長男は土地があるけど、二男以下はな

いから出ていく、あるいは南米だと沖縄の人

です。そこでも土地がない、二男、三男以下

の人たちが出ていくわけですけど、要するに

弱い人たちが出ていくわけです。

　そして、戦後は逆です。外国からいっぱい

人が集まってきます。それは職を求めてです

が、例えば新宿区というのは、生まれてくる

子の4人に1人は、どちらかの親が外国人で
す。これは信じられないと言うかもしれませ

んが、大久保なんかを歩いているとよくわか

ります。聞こえてくるのは外国語のほうが多

いです。多くはアジア系の人ですが、そうい

う人たちも、例えば中国人でそこで働いてい

る人たちは決して強い人ではありません。強

い人たちは温泉街を買ったり、水源、森林を

買ったり、あるいは古美術を買って大金を

持ってきて、すぐに帰ってしまう人たちで

す。そこに住んでいる人たちは、本国で食べ

られない、あるいは貧しさから逃れたいから

来ているわけです。そういうことで人類の大

移動は続いているわけですが、新しい時代に

なればなるほど、住むために移動する人たち

というのは、弱い人たちが移動しているので

はないかと思います。

　先ほどの映像で、ゴールのラエトリに到着

する前に、野生動物の中を縫うように自転車

で走っていました。あれはンゴロンゴロ自然

保護区といって、国立公園になっています。

実は、車でしか入ってはいけないんです。車

から降りてもいけないんです。でも、タンザ

ニア政府は南米からはるばるやってきたのだ

からということで、特別許可を出してくれま

した。自転車で走ったのです。とても気持ち

よかったです。

　確かに猛獣が、ライオン、ゾウもいます。

遠くからなのですが、レンジャーが見てくれ

ています。見てくれても、別にライオンが襲っ

たら助けてくれるわけではありません。間に

合わないし、銃を持っていますが、撃って、

ライオンを殺すのもまずいし、私を殺すのも

まずいし、多分撃てないと思います。だけど

も、気持ちよかったですね。多分、野生動物

たちは自転車を見るのは初めてだと思いま

す。だから、こいつは何者なんだろうと思っ

たと思います。とりあえず逃げるのですが、

こちらが車と比べて遅いものですから、止

まってしばらく見ているんです。それで、ま

た私が近づいていくと、逃げるんです。そう

いう微妙な間隔で移動していきます。

　実はグレートジャーニーの旅は、四十幾つ

かのミニエクスペディションのつながりなん

です。例えばパタゴニアの海をシーカヤック

で350キロ移動するとか、パタゴニア南部氷
床を縦断するとか、ベーリング海峡を渡ると

かですね。ということは四十幾つかの、ミニ

ゴールがあるわけです。ミニゴールに本当は

いつも早く着きたくてしようがないです。と

いうのは、着けるかどうかわからない。犬ぞ

りで旅していても、実は雪が少ないと岩が出



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2013 015

ていて、そりが壊れてしまうことがありま

す。逆に、雪が深過ぎると、犬もそりも潜っ

てしまうんです。ですから、適当に雪がある

状態でなくてはいけません。冬に始めても、

春先になって雪が解けてくると、進めませ

ん。犬ぞりも川とか湖が凍っているから行け

るので、氷が解けていたら行けません。その

ため、常に到着できるかどうかわからない状

態で旅しているので、ミニゴールに着くと

ほっとするわけです。いつもちゃんと着ける

かな、早く着きたいなと思っていますが、2
カ所だけこのまま続けたいなと思ったのは、

最後のゴールと途中のトナカイぞりの旅で

す。トナカイぞりでシベリアを旅したことが

あります。そのときはサンタクロースになっ

た気分で気持ちいいなと思いました。このま

ま続けたいなと思ったのはその2カ所だけで
す。

　42のエクスペディションを最後まで全部
本当につなげたので、「関野さんって失敗し

ない人なんですね」とよく聞かれました。確

かに全部成功しないと最終ゴールに着けない

のですが、決して失敗しないなんてことはあ

りません。

　例えば、ベーリング海峡を渡るのに、実は

最初は歩いて渡ろうとしました。昔の人は歩

いて渡ったからです。凍ったときに歩いて渡

ろうと思って、1カ月、氷の状態を調べてい
たのですが、温暖化の影響で最近は凍りませ

ん。以前は郵便配達夫がアラスカからベーリ

ング海峡の真ん中にあるリトルダイアミード

島まで凍ったベーリング海峡を渡って郵便配

達をしていたらしいのですが、今は凍りませ

ん。結局今度はエスキモーのウミアック、ス

キンボートというセイウチの皮を張ったボー

トで渡ろうとしました。それも風がうまく吹

かないため、失敗しました。最終的にシーカ

ヤックで渡ることにしました。ところが、天

気がよくなく、悪天候が続きました。10日
目にやっとまれに見る好天に恵まれ、渡れま

した。

　そうやって、実は一つのミニエクスペディ

ションでは失敗の連続なんです。それでも、

死ななければ何回でも挑戦できるので、続け

られるわけです。要するに、成功するまでや

り続けるから成功するのであって、四十幾つ

のエクスペディション全部を成功したことは

確かですが、それは100以上の失敗の重なり
があってできたことです。ですから、いつも

僕が成功しているわけではありません。

　この旅が終わった後、日本のこと、自分の

足元を知らないなということに気がつきまし

た。1971年に南米に初めて行く前は日本で
山に登ったり、川を下ったり、年間100日か
ら120日ぐらいは日本を歩いていたのです
が、流域の人とか山麓の人に世話になること

はあっても、よく話を聞いたりしませんでし

た。

　それで、自分の足元、生まれたところ、住

んでいるところをもっと知りたいなと思いま

した。現在はミトコンドリアDNAを調べた
ら、いつの時代の、あるいはどこの人と塩基

配列が似ているかというのがわかるんです。

国立科学博物館のミトコンドリア研究の第一

人者、篠田謙一氏に私の頬粘膜を採取しても

らい、データバンクで調べてもらいました。

北海道の先端、礼文島、有珠周辺に多い型だ

と分かりました。母方を辿っていくと、あの

辺の縄文人なんです。それで縄文人にすごく

興味を持つようになりました。日本では生ま
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れたところとか住んでいるところとか、ある

いは北海道の縄文人の子孫と思われるアイヌ

とか、縄文的な暮らしを今もしているマタギ

とか、あるいは鷹匠とつき合いを始めました。

　一方で、日本列島にやって来た人々はアフ

リカを出てからいつ、どのようなルートで

やって来たのか探る旅を始めました。

　南米の先住民の先祖はどこから来たかとい

う旅ではなくて、初期の日本人が来た道を

辿ってみようと思ったんです。ここ10年、
そのことをやってきました。

　いろんなところからやって来たんだと思い

ます。北から南から、朝鮮半島から、あるい

は南から、たくさんルートがありますが、全

て歩くわけにいかないので、サハリン・北海

道という北方ルートと、それから、中国から

朝鮮半島経由で来た中央ルート、あと、最後

にやったのがインドシナ、あるいはインドネ

シアの西側から海上を通ってやってきた人た

ちもいるのではないか、北方ルートは、最後

に宗谷海峡をシーカヤックで渡って終わっ

て、朝鮮半島のルートは釜山から対馬にシー

カヤックで渡って終わって、最後にやったの

が海のルートです。

　海のルートについては、否定する人が研究

者には多いのですが、私はインドネシアで船

をつくってきました。少なくともフィリピン

あたりからは来ているのではないかと思って

います。海上説は確かに証拠がなかなかない

からです。ですけども大体、島影が見えるん

です。そうすると、一気に来るのは難しいで

す。だけど、一つ一つ、例えば1世代に1つ
の島を渡ればいいんです。渡った島でも人口

過剰になって追い出される人が出てきます。

突き出されて次の島に渡る。そうやって日本

列島に着いた人たちもいたのではないかと僕

は思っています。

　インドネシアで船をつくろうと思って、要

するに古いタイプの時代の船を探しに行きま

した。日本には縄文カヌーがあります。

7，000年前、8，000年前のきれいな形で赤羽
の博物館などに飾ってあります。ただ、それ

は縄文人がつくったカヌーであって、日本列

島にやって来た人たちがつくったカヌーで

す。それで来たわけではありません。インド

ネシアに行って古いカヌーを探したんですけ

ど、ありません。熱帯ですから、みんな腐っ

てしまうわけです。

　それで、先ほど日本人がやってきた道を辿

りたいと言いましたけども、これは間違いだ

ということを途中で気がつきました。なぜ間

違いか、わかりますか。要するに、日本人が

辿った道を辿りたいと思ったんですけども、

その表現が間違っている。わかる方、いらっ

しゃいますか。

　つまり、アフリカで日本人というグループ

があって来たわけではありません。それか

ら、途中で日本人というグループをつくっ

て、それでやって来たわけではなくて、日本

列島にやってきた人たちがいろんなところか

ら来て、混血してできたのが日本人です。で

すから、日本人がやって来たわけではありま

せん。

　正確にいうと聖徳太子は日本人ではありま

せん。では、朝鮮から来たからでしょうとい

うと、そういうわけではなくて、日本という

名前自体が8世紀になって初めて使われま
す。ですから、聖徳太子はその前に生まれて

いるから日本人ではないということで、本当

に細かいことを言えば、そういうことになり
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ます。

　最後にやったのが海のルートです。ところ

が古い時代の船が残っていません。困って、

どうしようかと思ったのですが、太古の人た

ち、日本でも縄文時代、あるいは旧石器時代

の人たちは、アマゾンの人たちと同じように

自然から素材を全部とってきて自分でつくる

ということをしています。皆さんの中で、今

持っている持ち物の中で、自然から自分で

とってきて、自分でつくったものを持ってい

る方、いらっしゃいますか。あるいは家に帰

ればあるという人、いませんか。時々います。

「私のセーターは自分で編みましたよ」と。

でも、ヒツジから毛を刈って糸をつむいでつ

くったわけではなく、毛糸を買ってきて編む

ので、それでは自然からとってきて自分でつ

くったということにはならないんですね。太

古の人はそういうコンセプトで物をつくって

いたと思うんです。私たちは、それほど自然

から離れてしまったということだと思うので

すが、そのコンセプトを重視して、カヌー作

りも自然から素材を採ってきて、つくること

にしました。

　最初は黒曜石で石器をつくる勉強をしまし

た。ところが、つくっているうちに、これで

つくった船で太平洋を越えて四千何百キロ越

えてくるのはちょっと怖いなと思ったんで

す。そこで、鉄は使っていいということにし

ました。それも鉄は自分でつくる。ラッキー

だったのは、日本ではまだ砂鉄から鉄をつく

る、たたら製鉄というのをやっていたことで

す。それは、日本刀は新日鉄とか神戸製鋼の

鉄からではつくれないからです。たたら製鉄

は、出雲でまだやっています。

　それでは、たたら製鉄をやればいいじゃな

いかというので、そうしたら、東京工大の先

生が教えてくれることになりました。武蔵野

美術大学の金属工房でやってあげるよ、手

伝ってあげるよというので、そのかわり5kg
の工具をつくるのですが、鉈とか斧とか釿と

かのみとかを作りたいなら、120kgの砂鉄を
集めなさい、それから、300kgの炭を焼いて
ください、と言われました。東京の杉やヒノ

キはだめです。軽過ぎるんです。そうすると、

松とか雑木なんですけど、雑木は高過ぎる、

散らばっているし、岩手まで焼きに行きまし

た。300kgの炭を焼くのに3 tの木を切りま
す。ということは、5kgの工具に3 tの木を
切る。要するに、鉄の歴史は森林伐採の歴史

なんです。

　鉄を制したものが世界を制します。中国は

コークスを使わないで木を切り続けました。

ですから中国は今、黄河の流域などに木があ

りません。一生懸命植林しています。イギリ

スはコークスに変えました。なぜ世界を制す

るのに鉄が必要かというと、今、70億の人
が世界に住んでいますけども、多分鉄の世話

になっていない人はいないと思います。赤

ちゃんは間接的ですけども、ガラスもプラス

チックもグラスファイバーも金も銀もなくて

も生きていける人は何億といます。ところ

が、鉄だけはおそらく今一人もいないのでは

ないかと思っています。

　というのは、ニューギニアは1975年まで
石器を使っていました。でも、一旦鉄器を使っ

てしまうと、絶対石器には戻れません。アマ

ゾンでも同じです。どんな奥地に行っても、

よそ者と接触していない人のところへ行って

も、プラスチックもガラスもない、金銀もな

いけども、ナイフはあります。それは、本当
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に必要なものというのは、誰かが持っていか

なくても、交易でどんどん入ってくるからで

す。それが鉄なんです。ですから、トルコに

鉄が出てきたとき、金の4倍の価値があった
そうです。というのは、金では農具はできま

せん。

　世界を制覇するためには軍事力と経済力、

両方とも必要です。経済力のもとは農業で

す。農具は全部鉄でした。それから、軍事力、

軍備は全部鉄（今はちょっと変わっています

が）です。ですから、鉄を制する者は世界を

制すわけです。そういう意味では、鉄という

のはすごく大きい存在だということに気がつ

くわけですが、船づくりと航海の映像を続け

て見てもらいます。

（映　　像）

関野教授：そういうコンセプトどおりに船を

一から全部つくって、そして、GPSもコン
パスも使わずに星と島影だけで航海したので

すが、ただ、この海のコースに関しては、研

究者の中では否定的な人が多いです。第一部

はこれで終わりにさせていただきます。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。ま

さにぴったりの時間で第一部を構成していた

だきました。

　第二部も引き続き関野先生にお願いしま

す。ここで5分間の休憩を入れたいと思いま
すが、その前に一つご案内があります。お手

元の配付資料の中に質問表が挟んでありま

す。質問や疑問の点がございましたら、書き

込んでご用意いただければと思います。16
時に回収いたします。最後の総合討論の部分

でそれを利用したいと思っております。

　では、今から5分の休憩を設けます。

【第二部】 「グレートジャーニー ～人類の適

応と文化的多様性～」

関野吉晴氏（武蔵野美術大学教授、探検家）

※画像による解説

渡邉主任研究員：第二部の前半も関野先生

に、グレートジャーニーで出会った人々、文

化あるいは人間の多様性という側面から写真

を参照しながらお願いしたいと思います。

関野教授：それでは、また始めさせていただ

きます。

　人類はアフリカを出て、世界中に広がって

いきましたが、その中で困難な場所がありま

す。先ほど言ったように、人類は寒いところ

は苦手なので、適応するのに最も困難だった

と思われる「極北」。それから、実は生まれ

たところでもあるのですが「熱帯雨林」。私

たちにとっては住みにくいと思われるかもし

れませんが、本来は人類が生まれたところで

す。それから、砂漠などの「乾燥地帯」。そ

れから、「高地」です。多分皆さんは、標高

4，500ｍとか、富士山より1，000ｍも高いと
ころに人が住んでいると、何でそんな高いと

ころに住むの、どうやって住んでいるのと思

うかもしれません。そういう厳しいところに

は他の動物も住んでいます。例えば極北に行

けば、ホッキョクグマがいます。彼らはどの

ように適応したかというと、自分の体を変え

てしまいました。要するに進化したわけで

す。分厚い皮下脂肪と厚い毛皮とふさふさし

た毛、そういうものによって身体を進化させ

て適応しました。

　ところが、人間は進化しませんでした。身
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体が進化するには長い時間が必要です。寒冷

に対して適応できるように身体が進化してい

ませんから、マイナス40度にシベリア・ア
ラスカの先住民を1時間裸で放り出したら死
んでしまいます。それは私たちも同じです。

大差ないのです。ですから、身体が適応した

わけではありません。彼らは住居と着る物を

工夫して、つまり「文化」で適応したので

す。それから、食料です。食文化ですから、

進化で適応したのではなくて、自分たちが後

天的につくり出した文化によって適応しまし

た。他のところも全部そうです。極北、熱帯

雨林、乾燥地帯、高地、そして、海も実は新

しく人間が適応したところなんです。生まれ

たとき、猿人とか原人は多分、海では暮らし

ていないと思います。ホモ・サピエンスになっ

て初めて海に適応するようになりました。そ

れぞれの場所で人類がどのように適応した

か、その一つ一つを見ていきたいと思いま

す。

　それではまず、なぜ極北に住むのかです。

人間は寒さは苦手ですが、実は食べ物は豊富

です。マンモス、トナカイ、ヘラジカ、ケサ

イ、大型の哺乳動物はたくさんいました。た

だし、寒いです。最初は夏の間だけいたのか

もしれません。寒くなったら南下すればいい

わけですから。でも、食料となる獲物は多い

ので、そのうち着る物と住居で寒さに耐えら

れるようになると案外住みやすいと私も感じ

ました。私もマイナス40度の中で旅したり、
過ごしていると、10度ぐらいでは暑く感じ
ます。彼らも0度になると、暑くて参ったと
音をあげます。彼らの表現で「アフリカみた

いだ」と言います。要するにアフリカという

のは彼らにとって暑いという意味の表象なの

です。私も3カ月、マイナス40度で暮らし
てきて、東京の真冬に戻ってくると暑く感じ

ます。そういうふうに適応してしまうのです。

　「極北では、何を食べているんですか」と

か、「どんなところに住んでいるんですか」

と訊かれるのですが、一言では言えないで

す。大きく分けると海岸部、内陸部、それか

ら、大きな河川の流域に分けられます。海岸

部では主に銛でセイウチ、クジラ、アザラ

シ、海の獣を狩って生活しています。内陸で

はトナカイを飼っていますが、実はトナカイ

だけでは生きていけません。トナカイをなる

べく増やしたいので、あまり殺したくありま

せん。ですから、搾乳してミルクをとったり、

チーズをつくったりしていますが、それは主

な食料ではありません。主な食料としては狩

猟とか魚を捕って生きています。要するにト

ナカイ飼育民といっても、私から見ると、ト

ナカイを飼っている狩猟漁労民といったほう

が正確だと思います。

　海岸地帯について話しますけども、海岸地

帯には豊富な海の獣たちがいます。クジラ、

アザラシ、セイウチ、ホッキョクグマ、そし

てカニ、貝、魚もいます。海の獣ものたちは

3，000年前から使われているという回転銛、
刺さると先端がくるっと回転して抜けなくな

る、そういうものを使っています。後で写真

が出てまいります。ボートに乗ってセイウチ

を狩るのを見ました。下手すると体当たりさ

れてボートがひっくり返ってしまう、非常に

危険な狩りです。

　（1）これがセイウチの狩りの様子です。
雄は1トンあるセイウチもいます。体当たり
してきます。ほとんどは船底の下を潜って威

嚇してくるんですけども、時々ガツンと当
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たって、この時も船体に穴をあけられていま

す。狩りをしている彼らは泳げません。泳げ

てもしようがないからです。水温が2℃とか
3℃で、海中に落ちてしまうと、もうかじか
んで泳ぐ気力を失ってしまいます。ですか

ら、この猟というのは、捕鯨船で自分は絶対

やられないという安全な位置で撃つのと全く

違い、狩ろうと思って逆にやられてしまうこ

ともあるんです。そういう意味では僕は彼ら

をフェアハンターと呼んでいます。公平、対

等なんです。対等といっても全くの対等では

ないと思いますけれども。向こうはこっちを

攻撃するつもりはないわけで、防御している

わけですから。それでも、命がけでやってい

るわけです。

　船で行くときもあります。夏は氷の上に浮

いている氷塊があります。その上に寝そべっ

ているときは鉄砲でとりますが、さっきみた

いにコロニーをつくっているところに行くと

きは、まず、エンジンを止めます。だから、

漕いで行きます。それから、鉄砲は使いませ

ん。さっきの回転銛を使います。

　（2）コパルヒンという保存食、発酵食品
をつくります。セイウチの肉をセイウチの皮

で巻いて、ひもは皮の端を切ればひもになり

ます。それで縫い合わせて、セイウチ肉のセ

イウチ皮巻ができます。それを8月とか9月
の温かい時期につくると発酵します。9月の
終わりになるともう既に最高気温が0℃で
す。ということは、常に氷点下ということで、

もう凍ってしまいます。それを冬の保存食に

するのですが私も犬ぞりのときはこれを行動

食としました。昼食を食べるとき、行動中に

火を起こして食事をすると時間がかかるの

で、コパルヒンの凍ったやつを切っていきま

す。それをつまむと凍っているから余り匂わ

ないですが、口の中で解けてきます。そうす

ると、ぷーんと臭ってきます。発酵食品とい

うのは匂いが必ずありますから、多分皆さ

ん、初めて食べたらたまらない臭いがするの

ですが、発酵食品の特徴で、慣れるとやみつ

きになります。犬のえさにもこれを与えてい

ました。

　（3）地下1メートルから1．5メートル掘る
ともう氷です。永久凍土です。ですから、地

下を掘れば天然の冷蔵庫がつくられます。そ

のため、夏でもこうやって保存できます。

　犬ぞり文化ができるのは海岸部と、それか

（2）（1）
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ら河川の流域です。なぜかというと、海岸部

では、このように自分たちが食べられる以上

の食料がとれます。それから、後で紹介しま

す河川だと魚、サケが夏から秋に多量に採れ

ます。犬ぞりをやるには大変なんです。

4000人人の村で、人口より犬が多くなければな
らない。それだけの食料を確保できなければ

いけないので、内陸部のトナカイ飼育民は、

犬ぞりは使っていません。そのかわりトナカ

イのそりを使っています。

　（4）これはホッキョクグマを解体してい
るところです。（5）クジラを捕るんですが、
これはザトウクジラです。（6）これはセン
トローレンス島、ベーリング海の海ですけど

も、彼らはエンジンつきのアルミボートを

持っています。それは捕鯨には使いません。

春先になると氷が割れるんです。リードと言

います。そこに南に行っていたクジラが北極

に向かって帰ってきます。そのリードに入っ

て来る時、凍っているとまだ帰ってこない

し、あまり広がると自由に逃げられてしまう

ので、ちょうどよく開いているときにクジラ

捕りをするのですが、セイウチ皮のボートだ

と氷にぶつかっても音がしないんです。ま

た、エンジンを使うともちろん音で逃げてし

（5）

（4）

（6）

（3）
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まうので、帆の風を受けて動かします。これ

は太古の時代からやっていたものだと思いま

す。

　やはりここでも回転銛、今はダーティン

グ・ガンを使います。銛が当たると火薬が爆

発して、さらにクジラの体内奥に銛先が入っ

ていきます。シベリアでは最近アラスカの援

助で使えるようになりました。ほとんどは回

転銛で、アザラシ、セイウチと同じような方

法でクジラを捕っています。

　（7、8）これはホッキョククジラの解体で
す。彼らはクジラを捕るときが一番生き生き

としています。普段はいろんな問題がありま

す。失業率も高いし、アルコール中毒も多い。

でも、クジラが捕れたときは本当に今まで出

てこなかった年寄りたちが孫に引かれて、そ

れから、障害者も車椅子でやってきて本当

に、にこにこしています。年寄りたちが生き

生きとしているんです。解体しているのは若

者ですけど、指導しているのはおじいちゃん

です。それから、クジラを双眼鏡で探すのも

おじいちゃんなんです。その土地に住んでい

て、一番生き生きとした顔をするような行動

が、彼らのアイデンティティにあったことを

している時だと思います。やはりクジラを

捕ったときです。解体した後、肉を平等に分

けます。25隻のスキンボートがあり、もち
ろん1番銛を打った人はヒーローですが、ク
ジラ捕りに関しては、その人が全部もらうわ

けではありません。平等に村人たちに分けて

いきます。

　（9）これは遺跡ですが、クジラの骨でつ
くった家です。半地下式にして、梁を張っ

て、当時はこの上に毛皮を張っていました。

　（10）これはベーリング海峡で、ここをカ

ヤックで渡りましたが、ここはアメリカ領で

す。リトルダイオミード島という島で、向こ

うがビッグダイオミード島、間が8kmしか

（7）

（8）

（9）
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ありません。あちらがロシア領、こちらがア

メリカ領です。だから、米ソ冷戦時代は

8kmしか離れていないところで対峙してい
た、一番最前線です。一番向こうに見えるの

がユーラシアの端です。　

　（11）川の流域です。これはユーコン川で
すけども、8月から9月にかけて、サケが上っ
てくる。（12、13）これはキングサーモンです。
これを塩づけにしたり、干物にしたり、ある

いは多くはこうやって乾燥させてから燻製に

します。そうすると、食料がたくさんありま

すから、彼らも犬を飼うことができます。　

（14）それから、トナカイ飼育民です。この
人たちは大変です。食料は余りません。なお

かつトナカイを増やしたいため殺したくない

ので、狩りとか魚採りをしています。（15）
これはコリヤークという、カムチャッカ半島

の付け根に住んでいる人たちです。トナカイ

に騎乗します。南のほうに住んでいたときに

多分馬とかに乗っていたと思います。ですか

ら、最初トナカイは騎乗しました。けども、

もっと北の人たちがイヌにそりを引かせてい

るのを見て、トナカイに引かせたら引くだろ

うと思って引かせたら、非常に強い力で働きます。

　トナカイぞりと犬ぞりはかなり違います。

犬ぞりは、一つ厄介なのは餌をあげなければ

いけないということです。ですから、犬ぞり

の荷の半分は犬の餌になってしまいます。と

（10） （11）

（12）

（13）
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（15）

ころが、トナカイぞりは自分で餌を探すの

で、非常に助かります。ただし、犬のほうが

賢いです。言葉がわかります。ただ4つだけ
です、進め、止まれ、右、左です。犬は言葉

で指示できるけど、トナカイは馬と同じで言

葉がわからないので手綱を引くわけです。そ

ういう点が違います。

　アマゾンの人だとナイフ一本あれば生きて

いけます。弓矢もつくれるし、木を切って家

もつくれるし、何でもつくってしまいいます。

　（16）ツンドラでは、「生きていくために
は最低限何が必要ですか」と尋いたら、ここ

にあるもので全部です。もちろん毛皮の服、

これはどんな化学繊維もかないません。これ

はダブルになっています、ズボンも上着も、

それからブーツも二重です。それと、帽子が

重要です。あと、手袋、全部毛皮です。内陸

ではトナカイ、海岸部ではアザラシが多いで

す。大河流域ではサケの皮を衣服に使ってい

た時代もありますが、現在はサケの皮の服は

博物館にしかありません。

（16）

　服以外で必要なものがいくつかあります。

ナイフは重要です。がま口のような小さな入

れ物の中に大事なものが全て入っています。

何かというと、マッチです。それから、釣り

道具です。もう一つ意外なのは実は裁縫道具

です。服が重たいので、着替えを持っていか

ないからです。しょっちゅう、特に靴なんか

はほころびができます。それを縫う。「とに

かく修繕しながら行けば、これで何カ月でも

ツンドラで生きていけるよ」と彼は豪語しま

す。マイナス40℃でも50℃でも大丈夫だよ
と言います。

　（17、18）こうやって最初は騎乗したと思
います。それがトナカイぞりになります。

（14）
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（17）

（18）

　（19）家は、昔はクジラの骨とかを使った
と思いますが、今は木を使います。高緯度地

方には木を見たことのない人たちもいます。

高緯度地方の人たちと犬ぞりに乗っていると

き、久しぶりに木に出会ったときに彼らは本

当にひざまずいていました。ただし、流木は

たくさんあります。流木を使って骨組みをつ

くり、それに毛皮を張ります。ただ、その中

はまだ、外よりは暖かいのですが寒いです。

薪が重要になります。木がないので、調理以

外に使いません。テントの中にヨロンという

小さなテントを張っています。その中は皿の

上に油を灯して、それで暖かくしているの

（19）

で、Ｔシャツだけでいられます。そういうヤ

ランガと呼ばれるテントに住んでいます。

　（20）乳も搾るんですが、トナカイが他の
家畜と違うのは、例えばヒツジ、ヤギ、リャ

マ、アルパカにしてもみんなそうですけど

も、夜は家のそばに置いておいて、昼間に草

を食べさせるために放ちます。トナカイは逆

です。夜は野に放ちます。明け方探しに行っ

て、それで連れてきて、必要なトナカイを選

んで搾乳したり、トナカイぞりを引くのを選

んで離すという、少し違った扱い方をします。

（20）
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　（21）それから、トナカイが死んだ場合、
殺した場合には骨まで食べます。骨の髄は普

通に食べますが、骨を砕いて煮ると脂が出て

くるんです。それを徹底利用します。蹄はも

ちろんです。蹄というか、外側の殻はもちろ

ん食べないですけど、中の蹄は豚足と同じで

すから非常にコラーゲンのたっぷり入った食

べ物なんです。

（21）

　（22）彼らはとにかく修復をしょっちゅう
しています。服とかブーツを修繕していま

す。極北では縫い針の発明というのが非常に

大きいです。毛皮をはおうだけでは冷気が

入ってきますから、それを縫うことによって

完全に密封、保温ができるんです。

（22）

　次に熱帯雨林について話します。（23）こ
れはアマゾンです。（24）これは僕が40年間
つき合っているマチゲンガです。最初はこう

やって腰巻だけをつけていました。

（23）

（24）

　（25）これは出会ってから10年ぐらいたっ
ていますが、基本は焼畑と採集狩猟です。こ

れはペッカリーをとっているところです。

（26）これはウーリーモンキーです。この写
真の子は、10歳のときですけども、去年行っ
たら40歳になっていました。（27）常に弓矢
を持っていきますが、彼らは狩りに行くのは

週3日ぐらいです。狩りに行くとか魚を採り
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に行く時以外は、時間を持て余しています。

（28）大量にとれるペッカリーなどは、場合
によっては10頭、20頭とれます。そのとき
は燻製にします。

　やぐらを組んで、その上に置いて、下から

20時間弱火で燻します。そうすると燻製が
できますが、せいぜい保つのは1週間です。
ハエが卵を産んでウジがわいてきます。です

から、彼らは長期間肉を貯蔵できません。

　（29、30）焼畑をつくっています。これは
ユカイモです。これが一番の重要な食料で、

収穫したら貯蔵ができません。しかし、非常

に便利な植物です。収穫して、根っこごと掘

りますが、次に枝を挿し木しておけばまたで

きるんです。8カ月ぐらいでそれができます。
なおかつ、もう収穫できるといった時期から

2、3年、放っておいても、だんだん硬くな

（28）

（27）

（26）

（25）

（29）
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りますが食べられるから、いつ掘ってもいい

のです。ジャガイモでしたらそうはいきませ

ん。そういう意味では非常にいい食料です。

あと、天然の山芋が森の中に行けば採集物と

してあります。

　（31）彼らは、獲物がとれたら解体して料
理します。内臓は全部各家族に平等に分けま

す。各家庭で料理して、また集まって、それ

を持ち寄って、男は男、女は女で車座になっ

て食べる、二重に平等に分けるようにしてい

るんです。

（31）

　（32）移動手段としては、昔はカヌーがな

かったと思います。今はカヌーを作ります。

ほとんどアマゾン地方ではエンジンつきカ

ヌーを使っていますが、彼らは模型の飛行機

をつくるときなどに使ったバルサ材、一番森

で軽い、やわらかい木を使って筏を作りま

す。釘は一番硬い木であるヤシの幹を使いま

す。それを使って筏をつくります。彼らは本

当に自然から全部自分たちで素材をとってき

てつくるということをやっているわけです。

でも、私は鉄のオノ、ナイフだけは使ってい

ない村に行ったことはありません。

（32）

　（33）これが焼畑。その中央に家がつくっ
てあります。

（33）

　（34）次はモンゴルのゴビです。砂漠です

（30）
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が、ラクダはラクダなしでは砂漠では生きて

いけないほど重要な動物で、これはラクダで

通学をしている子供たちの様子です。ラタダ

のどこがすごいかというと、1週間、水を飲
まなくても大丈夫なわけで、なおかつ1カ月
ぐらい食べなくても大丈夫です。それから、

そこら辺にある灌木など、何でもばりばりと

食べてしまう非常にタフな動物で、なおかつ

運搬力が馬の倍以上あります。200キロは軽
く背負うことができて、ただ、種類がフタコ

ブラクダとヒトコブラクダとあるのですが、

アジアのフタコブは乱暴です。私も蹴られま

した。ただ、力強さではヒトコブより優秀で

す。要するにいろんなことで、運搬にも重要

だし、それから、肉は食べられるし、毛皮は

使えるし、毛はラクダの毛、ラクダの下着と

いうのがありますね、そういうふうに何でも

利用できます。

（34）

　ラクダの特徴として挙げられるのは、まず

足が大きい点です。ですから、砂の上では非

常に歩くのに適している。（35）砂嵐が来た
ときはすごいです。私たちの盾になってくれ

ます。彼らの顔を見ると、鼻の穴が小さいで

す。それから、耳に鼻毛みたいに毛がたくさ

ん生えています。まつ毛が長い、要するに砂

対策が十分なんです。ですから、蹴られても、

こういうときには助けてくれるたくましい家

畜です。

（35）

　（36）もちろん重要なのは、どこでもそう
ですけども、糞が重要な燃料です。木がある

ところはいいですけど、ほとんどゴビにはな

いので、家畜の糞を使います。夜中、ゲルに

泊まったときに、壁があっていいなと思って

立ち小便したら、後から怒られました。重要

な燃料に小便をかけてしまったんです。

（36）
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　（37）こちらはアフリカのダナキル砂漠、
世界最悪の砂漠で、50℃以上になるところ
です。というのは、標高がマイナス150ｍ、
海より低いところにあるのです。（38）そこ
で塩がとれます。それをラクダで運ぶ。ヒト

コブラクダです。でも本当に暑いので、ここ

に住んでいる人はいません。早朝に高いとこ

ろから降りてきて、さっと掘って立ち去って

いきます。これは高地に運んで行きます。海

の塩と違って乳の出がよくなるとか言われて

います。家畜も塩を欲しがります。

（37）

（38）

（39）ここの人たちはイスラムです。ラクダ
を飼ったり、ヤギを飼ったりしているんです

けども、一番世話になった家族がいて、アリ

さんというのですが200頭ぐらい飼っていま
す。日本人的感覚で「もっと増えたらいいで

すね」と言ったら、「いや、いいんだ」って

言うんです。これはアラーから授かった動物

たちなので、これを私たちは育てていけば、

それで満足していますと言われてしまいまし

た。

（39）

　やはり宗教には、私たちの肥大する欲望を

抑える力があると思います。例えばミャン

マーなんかに行くと、すごく親切なんです。

本当にタクシーに現金を忘れると届けてくれ

るとか、私はそのとき初めてデジタルで写真

を撮って、ポータブルのハードディスクに写

真を全部入れていたのですが、それがなく

なっていたのに気づきました。慌ててどこか

に忘れてきたと思って、泊まってきた旅館に

電話かけたら、中国の国境地帯の旅館で預

かっていますと言うんです。「すぐ取りに行

きます」と言うと、「いや、私たちが持って

いきますから。あなたは旅行の予定があるか

ら、予定どおり進めてください」と言います。

どこか行って帰ってきたら、ハードディスク

がホテルのロビーに置いてありました。持っ

てきてくれた人は、そのまま帰ってしまって
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会えませんでした。

　私が出会ったミャンマー人はそういう人た

ちなんです。最近は、ちょっと外国人ツーリ

ストが多くなって変わってきたみたいですけ

どね。それは何のためにやっているかという

と、実は自分のためです。彼らは来世を信じ

ています。来世に行くためにやらければいけ

ないのが功徳です。徳を積むことなんです。

要するに現世はたかだか80年、100年です
けど、来世は永遠ですから、来世が重要です。

彼らは天界に行きたいとは言っていません。

聖人ばかりでかしこまっていなければなら

ず、窮屈だと言います。人間界、同じような

世界に行きたいと言います。地獄界とか畜生

界とか餓鬼界は行きたくないといって、それ

でいいことをしているんです。だから、自分

のためにいいことをしているんですけども、

さっきのイスラムもそうですが、来世があ

る、天国があるというと、やっぱり現世でい

いことをしようとします。欲望も抑えようと

するわけです。礼拝は善行の一つです。

　アンデスは後で稲村氏が詳しくお話してく

ださると思います。特徴は高度利用です。標

高4，000ｍ以上でアルパカ、リャマ、ヒツジ、
ヤギを飼って、3，000ｍから4，000ｍのとこ
ろでジャガイモ、一番低い1，500ｍ、2，000
ｍでトウモロコシ、同じ人たちが高度差を利

用してうまく過ごしています。これは1，
500、2，000ｍの亜熱帯の森ですが、ここに
トウモロコシ畑をつくっています。（40）あ
ともう一つ重要なのが、ジャガイモの天然の

凍結乾燥です。昼間はかなり暖かくなる、夜

は氷点下になります。ジャガイモを放ってお

くと凍ります。昼間に解けるわけです。また、

夜になると凍ります。繰り返していると、デ

ンプンと水が遊離して、彼らはそれを足で踏

んづけます。すると、水がピュッピュッと飛

びます。それを何回か繰り返していくと、天

然の凍結乾燥のジャガイモができます。

（40）

　トウモロコシを運ぶときに、一番高いとこ

ろから低いところまで3，000ｍ差をリャマが
下ろしていきます。トウモロコシを運ぶわけ

ですが、リャマは平地では40kgを背負うの
ですが、急流なのでここでは20kgが限度で
す。でも、20kgでも嫌になってしまって、
ぺたっと座ってしまうとてこでも動きませ

ん。子供たちも歩くのは嫌だと言い出すか

ら、大人たちの荷物がどんどん増えていくん

です。（41）これは子供が背負われています
けども、そのうちリャマの荷物も背負わなく

てはいけなくなります。

　（42）ヒマラヤ、チベット、これはアンデ
スです。これ、わかりますか。似ているんで

すよね、ヒマラヤかアンデスか、これはどち

らだと思いますか。

　ほとんど顔も同じだし、三つ編みにしてい

るし、服もすごく似ています。エチオピアで

も三つ編みにするんです。別にしなくてもい

いじゃないと思いますが、三つ編みにする。
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　（43）彼らは高いところに住んでいますが、
ここでとれる麦はせいぜい半年分の収穫しか

ないので、それを補うために交易の旅をしま

す。チベット人は旅する文明人と言われてい

ますけども、その旅の目的は交易であり、巡

礼であり、もう一つ、両方とも物見遊山が含

まれていると思いますが、特に巡礼にはその

傾向が強いですね。灌漑用水が足りず、頑張っ

て麦を栽培しても半年分しかできないので、

中国に実行支配されているチベットに行って

塩をとってきて、標高の低いところへ行って

トウモロコシ、米と変えてきます。その比率

が１対３とか、１対２とかなので、その差額

で何とか生きています。これがチベットから

持ってきた塩です。

（43）

。

　（44）このオンダという投石器がアンデス
とヒマラヤと、それからエチオピア、みんな

同じものを使っています。ただ、材質が違い

ます。アンデスはリャマ、ヒマラヤ、チベッ

トではヤク、エチオピアでは植物繊維でつ

くっていますが、使い方は全く同じです。新

大陸の特徴は家畜のミルクをとらないという

ことです。こちらの旧大陸の家畜はヤクを含

めて全部ミルクをとります。

（44）

　（45）海に暮らす人たち、これはインドネ
シア、マレーシア、フィリピンに住んでいる

（41）

（42）
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バジョあるいはバジャウという人たちです。

家船に暮らしている人たちです。とても弱い

人たちですが、弱いなりに生きています。オ

ランダ統治以前から王様に保護を求めます。

王様のところに行って、何でもしますから庇

護してください、保護してください、そのか

わり何でもしますからと言い、遠出してナマ

コやフカヒレを捕ってきます。彼らは人を支

配したこともないし、海賊になったこともな

い、そういう人たちです。すごく弱い人たち

ですけども、とてもしたたかです。強権的な

王様とか許し難いことをしたら、ほかの民族

だったら戦うしかないのですが、彼らは船を

持っているので、さっさと逃げていって別の

王様に保護を求めます。そういう弱い人たち

でも何とかしたたかにここで暮らしているの

です。それで、したたかではなくて、弱くて

逃げ出して北上したのが日本列島に来た人で

はないかと思います。でも、サンゴ礁のとこ

ろに住んでいる限り、魚貝類、海藻が豊富で、

本当に竜宮城の上に住んでいるようなもので

す。

　以上でございます。

（45）

【第二部】コメンテーターによる解説

稲村哲也氏（放送大学教授・椙山人間学研究

センター客員研究員）

渡邉主任研究員：引き続いてコメントを2人
からもらいたいと思いますが、最初に、稲村

先生の紹介をしておきます。

　稲村先生は、本センターでCOP10をテー
マに開催したフォーラムでも演者として参加

していただきましたし、最初、リトルワール

ドの研究員からスタートし、もう30年余り、
愛知県立大学の教授を務めてこられました

が、この4月から県大をリタイアして放送大
学の教授に職場を変えていらっしゃいます。

4月からは本センターの客員研究員もお願い
しております。今年の人間講座でもお話をい

ただきましたし、南米、ヒマラヤ、ブータン

等々のフィールドワークで、おもしろいお話

をこれまでもしていただきました。今日はコ

メントという形でお願いします。

稲村哲也教授：皆さん、こんにちは。ただい

ま紹介いただきました稲村です。

　関野先生のお話は、その場に我々がいるよ

うな感じがして、非常に人間味があって、説

得力があって、本当にすばらしいなと思いま

す。私はもともと研究から入っていますの
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で、ちょっとかたい話になるかもしれません

が、今日はなるべくやわらかくしたいなと思

います。

　私は1978年からペルーに行って、それか
ら35年ほど研究をしていますけれども、そ
の当時から、関野先生と私とは、日本では余

り会わないのですが、ペルーで時々お会いす

るという関係です。関野先生のペルーでのア

ンデス調査地のケロにも一回連れていっても

らって、同行したこともあります。

　それから、20年前にグレートジャーニー
をこれから始めるというときに、「関野吉晴

グレートジャーニー応援団」というのが組織

されて、大きなパーティーがありました。そ

のとき私は結婚したばかりで、関野先生には

2歳のお子さんがいらして、これから7年か
けて南米の端からアフリカまで旅をするとい

うことで、その開始のパーティーがあったん

です。そのとき、先ほどお写真に出ていまし

たけど、関野先生の奥様は、「こんなにバカ

だと思わなかった」という名言を言われまし

た。私も海外に出かけていくたびに、家内に

いろいろ言われたのですが、「関野先生より

はましだ」という、それで救われていたとい

うか、それが支えだったということで、20
年間を無事に過ごしてきました。

　今日は関野先生へのコメントということな

のですが、時間が30分ほどあるということ
で、あらかじめ写真を用意しておきました。

　私はアンデス、ヒマラヤ、モンゴルなどの

牧畜民の研究をずっとやってきましたので、

関野先生の今日のお話と関連づけて、厳しい

環境への適応ということで牧畜に焦点をあて

ます。農業が困難で、あるいはできない地

域、そういうところに牧畜民というのは住ん

でいるわけなので、そういう観点で少しまと

めて、牧畜というのは何なのかなということ

をお話ししたいと思っています。

　牧畜民というのは、寒冷地とか高地とか乾

燥地、農業が難しい場所、そこで家畜を飼う

ことによって環境に適応して、それを非常に

うまく利用してきた人たちです。今日は移動

ということに焦点を当てて牧畜についてまと

めてみたいと思います。

　伝統的な牧畜というと「遊牧」という言葉

が浮かんでくるわけです。遊牧については梅

棹忠夫先生という、お亡くなりになった大阪

の国立民族学博物館の館長をやられていた方

がモンゴルで調査をして、戦中から調査をさ

れているのですが、モンゴルの馬など野生動

物は自由に移動しているだろうと、人間が野

生動物に追随する形で移動しているのが遊牧

である、ということを本に書かれたんです。

それで、遊牧というイメージが定着したわけ

です。

　（1）ただ、実際にいろんな地域で家畜の

飼い方を見ていますと、遊牧という言葉だけ

では説明できないということもわかってきま

した。山岳地帯、ヒマラヤなどを見ますと、

（1）
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非常に規則的に上下の移動をしています。夏

は高いところ、冬になると寒くなるので低い

ところに移動する人たちがいます。こちらは

「移牧」と呼んでいます。余りなじみがない

言葉ですが、遊牧とはかなり違う、上下の規

則的な移動というわけです。

　それからもう一つ、私はアンデスでずっと

長く調査してきましたが、アンデスの牧畜を

見ると、ヒマラヤと似ているようで全く違う

ということがわかります。これは、アルパカ

は1年中高いところだけで、しかも、数十平
方kmぐらいの一定の範囲内で飼っていると
いうことです。こちらは「定牧」と私は呼ん

でいます。でも、なかなかこの言葉は定着し

ないです。

　これから幾つかの地域を見ながら、実際牧

畜とはどんなものなのかということについて

見ていきたいと思います。

　（2）これは関野先生の映像やスライドに

も出てきましたゴビ地域です。ここは非常に

乾燥していて、ここが遊牧の典型的な地域と

いっていいと思います。モンゴル人は「タワ

ンマル」、モンゴル語で五畜という意味です

が、5種類の家畜を飼うということを理想と

してきました。モンゴルの遊牧民は四季を通

じて移動しています。ただし、現在の移動を

見ると、冬と春、非常に寒いときというのは、

寒さを避けるために固定畜舎を利用している

んです。ですから、毎年同じところに戻るわ

けです。夏から秋にかけては比較的自由に移

動します。年によって放牧地を変えるという

ことをします。特に雨が少ない、草が少ない

ときは、長距離を移動して放牧の場所を探す

ということをやっています。

　（3）これは10年くらい前のウランバート
ル市です。看板はモンゴル相撲のチャンピオ

ンたちです。（4）ここから車で30分くらい
走ると、すぐに草原に出ます。草原をさらに

（2）

（3）

（4）
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南に行くと、非常に乾燥したところに出ま

す。モンゴル南部のゴビ地方です。ゴビとい

う言葉自体が、砂漠というような意味のモン

ゴル語です。

　知り合いの遊牧民の家を訪ねるのに、ジー

プで行くわけです。ゲルを訪ねるのも、相手

は移動していますからなかなか大変なのです

が、途中でいろんな人に道を聞きながら行き

ます。春先でまだ雪が残っています。（5）

このときは少女に出会って、この子に道を聞

いたんです。この子に「何をやっているか」

と聞くと、「この辺をラクダで歩いて、草原

でヒツジが子供を産んで、そのまま放ってお

くと死んでしまうので、それを探して抱いて

ゲルに連れていく」ということを言うんで

す。10歳ちょっとくらいだと思うのですけ
ど、本当に日本の子供たちに見せてやりたい

という写真です。先ほど日本人は弱いと関野

先生の話にもありましたけど、ますます弱く

なっているのではないかなと心配になりま

す。

　（6）これはラクダを飼っている家族で、

左の少し先にゲルが見えます。この家族も5
種類の家畜を飼っています。（7）お母さん

と娘さんが一緒に手伝いながらミルクを搾っ

ています。（8）なかなか大変な作業です。（9）

（5）

（6）

（7）

（8）
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馬もミルクを搾ります。馬の方はお酒にする

のが普通です。女の子がヤギのミルクを搾っ

ています。ゴビの地平線まで見えます。非常

に乾燥している様子が見えます。これは夕暮

れどきです。

　（10）先ほど冬や春は固定の畜舎を使うと

言いましたけども、非常に寒いので、産まれ

たばかりのヒツジをこういう箱のようなとこ

ろで保護をして、朝になるとお母さんの所に

連れていって、ミルクを飲ませるわけです。

こうして、寒い冬と、赤ちゃんが産まれる、

まだ寒い春をうまく過ごしています。

　（11）彼らの食べ物ですが、夏はミルクが

たくさん出ますので、乳製品を盛んにつくっ

て食べます。（12）それから冬の食べ物です

けれど、秋に大体大きい家畜を1頭、2頭、
それから、ヒツジ、ヤギを10頭ぐらいとか
屠殺して冬の食料にします。冬は非常に寒

い、零下になりますので、肉もすぐ凍ってし

まいます。ですから、野外に出しておけば、

冷凍状態で春まで利用できるということにな

ります。冬の寒さもうまく利用して、持続的

なサステーナブルな生活を構築してきたとい

うことです。

　（13）ゲルも住居として非常にうまくでき

ているわけです。これも自分たちでつくりま

（9）

（10）

（11）

（12）
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すけど、外側をフェルトで覆って冬は暖かく

保てるようになっていて、夏は少し暑いわけ

ですが、裾をまくると風が通って過ごしやす

いという住居です。以前はラクダとかに積ん

で運んでいましたが、最近は車で運ぶことが

多くなっています。

　（14）これは家の中で、馬乳酒をつくって

いるところです。撹拌して馬乳酒をつくりま

す。（15）ゲルの中の様子ですが、1つの空
間で、自然と布一枚という感じなので、どこ

でもドアではないですが、畳んでぱっと移動

する、また建てれば、そこがまた新しい生活

の場になるということで、非常に移動性の高

い、自然にうまく適応した建物だと思います。

　（16）この人は家畜の糞を拾っています。

これを燃料にしているわけです。前に小学校

で講演して、これは何をやっているところで

すかと聞いたら、「貝拾い」とかいって、こ

れはなかなかうけました。これは糞拾いです。

　ゴビの定住区というのは、モンゴルで300
の郡があって、それぞれの郡に定住区が、

1950年代の後半から90年代ぐらいまでの社
会主義の時代につくられました。それが現在

でも行政の中心になっています。

　（17）これは一つの家族の移動の図ですが、

冬と春の居住地は毎年戻ってきます。そし

（13）

（14）

（15）

（16）
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て、年によって、雨が多いときはちょっとし

か移動していません。雨が少ないときはかな

り移動するという典型的な遊牧のパターンが

見られます。

（17）

　（18）冬のモンゴルはこんな感じです。こ

れは割と起伏がある中央部から西のほうの様

子です。ゴビはもっと平らです。

　次は、モンゴルでもゴビとは大分違う地域

のトナカイ遊牧です。先ほどの関野先生が紹

介されたのは、モンゴルよりもっと北の、ツ

ンドラでソリを使っているトナカイ遊牧民の

お話でした。私が調査をしたのは、モンゴル

の最北部の山岳タイガ地域です。そこで標高

1，800mから2，400mぐらいの標高差を利用
しながら遊牧をしているという地域です。伝

統的には熊やクロテンなどの狩猟をしていた

のですが、現在は熊などはそれほど捕ってい

ません。

　モンゴルの最北部、そのちょっと北東にロ

シアのバイカル湖があるというところです。

このあたりはトナカイ遊牧の発祥の地ではな

いかとも言われています。それはどういうこ

とかというと、南のほうで馬なんかを飼って

いる遊牧民がいて、それを見て、トナカイで

もできるのではないかと真似したという説で

す。

　牧畜の起源というのは西アジア「肥沃な山

岳地帯」、メソポタミアとも呼ばれる地域で

すけれども、大体1万年ぐらいにヒツジとか
ヤギが家畜化されたということです。トナカ

イはもっと新しいだろうと考えられていま

す。さまざまな説がありますけども、今から

2，000年ぐらい前ではないかという説が有力
です。

　（19）これは夏のキャンプ地です。このあ

たりは緯度が高いので、標高2，200mぐらい
を超えるともう森林限界で、ちょうどアンデ

（18） （19）
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スの標高4，000mぐらい、あるいはヒマラヤ
のそのぐらいの高さと似たような景観です。

氷河が削ってつくった、なだらかな氷食谷と

かU字谷と呼ばれるところに集まります。
（20）そこでトナカイが放牧されていますが、

この地域は山岳地域ですから、ソリが役立ち

ません。（21）それで、トナカイに騎乗します。

子供たちは裸トナカイに乗っています。（22）

トナカイを搾入しています。

　（23）これは秋のキャンプ地です。(24）9
月くらいになるともう雪が降ってきます。雪

のなかで搾乳をしています。

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）
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　（25）これは冬ですが、高原からちょっと

下に下がると森になります。この時期は、森

の中を割と自由に移動しているんです。こう

いうところは氷点下20度以下になっても、
風がないので、日が出るとぽかぽかした感じ

がします。（26）トナカイは雪の下のトナカ

イゴケを匂ぎ分けて、蹄でほじって食べるん

です。（27、28）これは移動の様子ですが、

鞍をつけています。この鞍は、馬の鞍と同じ

です。（29）子供用の鞍はガードがついてい

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）
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て、ぐるぐる巻きにして移動します。（30）

おばあちゃんが先頭を進んで移動していま

す。

　（31）これは皆さんにお配りしたレジュメ

にもありますが、トナカイの遊牧の移動の図

です。一種の遊牧ですけど、夏に高いところ

に集まる、そして、冬は森の中、ちょっと低

いところを自由に移動する、こういう移動を

しているという人々です。

　次に、遊牧のもう一つの例としてインドの

最北部でラダック地方というところがありま

すが、そこの高原です。ここは非常に高い標

高に住んでいる人たちがいて、ラダック人、

ラダーキーと呼ばれる人たちと、それからチ

ベット人がいます。

　（32、33）これはヤクの移動の光景です。

チベットの本土といいますか、中国のチベッ

ト自治区のほうは、1950年代から中国が支
配して、人民公社だとか、それ以後の放牧地

の個人への配分とかということがあって、昔

ながらの遊牧というのは余り見られなくなっ

ています。ここはインド領なので、昔の遊牧

（31）

（30） （32）

（33）
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のスタイルが残っています。（34）こういう

テントに住みながら移動しています。（35）

テントの中を見せてもらうと、ちょっと掘り

込んであって、竪穴式住居みたいに保温がい

いようにできています。ここにチベット仏教

の仏像とか、あるいはダライ・ラマの肖像な

んかも置かれていて、チベット仏教が信仰さ

れています。（36）これはヤギの搾乳です。

　（37）彼らの移動を調べましたら、どちら

かというと水平的に移動していますが、

300mぐらいの標高差の中で移動して、地形

を利用しています。特に、冬の一番寒いとき

は、廃墟のように見えるのですが、ここにテ

ントを建てるんです。よく見ると、ここが半

地下の構造になっていて、この上にテントを

建てています。非常に寒いのを避けるため

に、こういう工夫をします。そうすると、も

う本当の自由な移動はできなくなってきて、

同じところを移動する。こういう遊牧のスタ

イルもあるわけです。ですから、モンゴルと

チベットでは遊牧といっても大分異なりま

す。

（34）

（37）（35）

（36）
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　（38）次に、ヒマラヤです。ここは典型的

な移牧が行われている地域です。ネパールの

エベレストの南麓に住んでいるシェルパとい

う人たちが、ここで、ヤクと、それから、ヤ

クと牛をかけ合せたハイブリッド、つまり異

種間の交雑種である、ゾモを飼っています。

ゾモはミルクがよく出るので、搾乳をするた

めに飼います。

　シェルパというと山岳のポーターみたいに

思っている方もいますけれど、実は山岳登山

に活躍したチベット系の民族です。（39）こ

の人たちの村の様子です。標高2，700mぐら
いです。こんなふうな立派な家に住んでいま

す。（40）大麦とかソバなどを作って暮らし

てきました。最近はジャガイモやトウモロコ

シを多く作っています。

　実は私、以前にリトルワールドで仕事をし

ていましたけれども、30年前に開館したと
きに、リトルワールドの中のチベット仏教の

寺院をつくりました。その寺院をつくってく

ださった人たちがここの人たちなんです。

　（41）これはゾーという交雑種で、雄のほ

（38）

（39）

（40）

（41）
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うです。これは荷役とか耕作に非常に有用な

動物として飼われています。

　ヤクの群、実際はヤクの雌が多いわけです

が、シェルパ語ではヤクと呼んだりしていま

す。（42）それの放牧で、夏は高いところに

移動するわけです。（43）夏の放牧地ではこ

んな感じの家に住んでいます。（44）夏の放

牧地で搾乳をしています。秋になると、この

あたりは雪で閉ざされて、草も枯れてしまい

ますから、下のほうに移動していくという生

活です。（45、46、47）移動の時、屋根だけ

運んで、石積みの壁はそのまま残していきま

す。こうやって上下の非常に規則的な移動を

しているのがシェルパです。

（42）

（43）

（44）

（45）

（46）
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　（48）彼らの移動のルートを調べました。

ヤクとゾモで移動のルートが少し違うのです

が、ゾモのほうが標高2，500mぐらいの暖か
いところまで下がります。ヤクは暑さに弱い

ので冬でも3，000mぐらいまで下がります。
そして、夏は4，000mを超えるところまで
上って放牧をするという移動です。土地は森

の中を移動していきます。以上が移牧の典型

的な例です。

　最後に、ペルーのアンデスですが、そこに

はリャマとアルパカの牧畜があります。こち

らは、標高4，500mぐらいのところで、一定
の範囲内で1年中飼うんです。関野先生も先

ほど言われていましたが、搾乳しない、ミル

クを利用しない、これは、アンデス以外の牧

畜民と非常に大きな違いです。

　（49）これはアンデスの高原の様子で、向

こう側が東側の山脈で、アマゾン川からの湿

気で雪があって、美しい白い山脈になりま

す。（50）アンデスというのは、東の山脈と

西の山脈に挟まれて高原があります。こうい

うところはリャマ、アルパカの放牧に適して

いる高地です。4，000mぐらいから上の高原
でアルパカ、その下でジャガイモ、その下で

トウモロクンとか、さらにトマトとか熱帯の

作物が作られています。こういう標高差を利

（47）

（48）

（49）

（50）



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2013 047

用した文化が発展して、それが最終的にはア

ンデスの古代文明を成立させていくわけで

す。

　最後のインカ帝国がスペインに征服され

て、それ以降はスペインの植民地になって

19世紀の初めに独立していくという歴史を
もっています。征服されたほうの先住民は、

今は高いところに多く住んでいます。スペイ

ン人は、高いところは好みませんでした。高

地は、高いところほど高度になかなか順応で

きず、特に高地では出産率が低いとか、そう

いう問題もあって、高地に住みついたスペイ

ン人は少ない。それで、高いところに割とイ

ンカの伝統が残っているわけです。

　関野先生は弱い人が移動したとお話しされ

て、確かにそのとおりだなと思うのですが、

弱いといっても人間の体が弱いというより

は、集団としての立場が弱いということだと

思います。今のアンデスの人なんかを見ると

むしろ非常に強いです。そして、大航海以降

の話になると、今度は逆に強い人が移動して

いくわけです。そして、戦争をしかけて征服

してしまう。そういう歴史を繰り返してきた

のかなと思います。

　アンデスのラクダについてですが、現在は

4種類います。右側の2つが野生。左側が家
畜化されたものです。グアナコというのはビ

クーニャよりは大きくて、力が強い、それが

家畜化されたリャマになりました。ビクー

ニャのほうは、毛が非常に良質で、それが家

畜化されてアルパカになった。そういうこと

が遺伝学的な研究でわかってきました。

　では、このラクダの祖先はどこから来たの

かというと、北米大陸であることがわかって

きました。大体2，000万年ぐらい前に北米大
陸でラクダの祖先が出現したことがわかって

いて、大体300万年前に北米と南米がくっつ
くんです。そのときに南に下ってきて、そし

て、2つに分かれて、また家畜化された。そ
れから、関野先生よりはるか前に、ベーリン

グ海峡が陸続きだったときにラクダが渡っ

て、今のアジアとアフリカの2種類のラクダ
になったことがわかっています。

　（51、52、53）私が調査したところはペルー

南部のアレキーパ県の山岳地域です。（54）

プイカという調査地なのですが、4,000mく
らいで生態系がはっきりわかれている。（55、
56）峡谷では段々畑で作物がつくられてい

（51） （52）
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る。段々畑がある峡谷を上っていくと高原に

なる。（57）そこで、アルパカが飼われてい

ます。そこは、トナカイの夏の放牧地とよく

似ているわけですが、なだらかなU字谷で
す。氷河時代、氷期にはそこに氷の河がゆっ

くり動いていたわけで、それが後退して、今

はこのような形になっています。（58）これ

はアンデスの牧民が家畜儀礼をしているとこ

ろです。（59）夏に、高いところでは雪が降

りますが、昼間は暖かくなるので、雪が融け

て豊かな牧草が育ちます。そこでアルパカと

リャマを飼って、（60）アルパカは毛を刈っ

て利用し、（61）リャマは荷物運びに利用し

ています。

（53）

（54）

（55）

（56）

（57）
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　特に私が調査したプイカというところは、

専業の牧畜民がいるところです。この人たち

は農地を持っていないのですが、少し谷を下

りていくと農民がいます。（62）そこで運搬

をしてあげると農産物がもらえて簡単に手に

入るので、ミルクの利用というのは、その必

要性がなかったのだろうと思います。ミルク

を利用しないというのはアンデスの牧畜の大

きな特徴です。

　（63）カトリックの祭の様子です。カトリッ

クはインカ帝国のスペインによる征服後に、

スペインから入ってきたのですが、もともと

の彼らの文化や土着の信仰をカトリックとう

まくミックスした。言い方を変えると、カト

（59）

（58）

（60）

（61）

（62）
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リックを自分たちの都合のいいようにつくり

変えたというところがあります。カトリック

の聖人のお祭りも、農民と牧民が集まって一

緒にやるということで、牧民と農民が非常に

いい社会的な関係をつくる機能を果たしてい

ます。

　アンデスの牧畜は、家族毎に、高原の一定

の領域内で一年中家畜を飼う。それは定住的

な牧畜ですが、その要因について考えてみま

しょう。中央アンデスのあたり緯度が低い、

ペルーあたりだと緯度が10℃前後という感
じなので、1年間の気温の変化は少ないです。
1日の気温はかなり変化するのですが、年間
の変化が少ない。（64）もう一つは、高原に

は雪解けの湧き水がつくる湿原があるので、

1年中、乾季であっても家畜が飼えます。で
すから、ゴビなどの乾燥地域と違って、1年
中、高原の比較的狭い範囲で牧畜が完結でき

てしまうんです。ですから、「定牧」が成り立っ

たということになります。

　アルパカの野性祖先種のビクーニャの生態

を調べてみますと、ビクーニャ自体が余り移

動しない、一定の生活圏を持っているんで

す。ですから、アルパカの牧畜が移動しない

というのは、もともと野生の特徴でもありま

す。

　インカ時代には、この野性のビクーニャを

みんなで捕まえて毛を刈って、それから生き

たまま放したという習慣が、スペイン人が征

服したときの記録に残っています。ところ

が、スペイン人が銃で乱獲したために、ビクー

ニャが絶滅の危機に陥った。そこで、1960
年代から保護が始まって、そして、1993年、
フジモリ政権下でこれを復活するということ

がありました。私はこれを見て本当にうれし

くなりました。みんなで捕まえて、毛を刈っ

て、それでまた生きたまま放す。それによっ

てビクーニャの数がまた増えています。ペ

ルーでは一時は1万頭を割っていたわけです
が、今は15万頭ぐらいに増えています。こ
ういったようにインカの知恵が復活して先住

民の人たちの生活を潤しているという現象が

あって、グローバル化の中でビクーニャの高

価な毛がヨーロッパに輸出され、日本にも

入ってきつつある。グローバル化と言われる

時代に、インカ伝統の智恵が復活して、野生

動物の保全とか先住民社会が豊かになって、

文化も再評価されるということが起こってい

（63） （64）
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るわけです。

　最後に牧畜だけをもう一回見直してみます

と、最初に言ったように3つのタイプがあり
ます。遊牧、水平的に自由な移動とはモンゴ

ルのゴビが典型ですが、チベットではちょっ

と違う。チベットは高いところなので、標高

差もかなり利用する。それから、非常に寒い

ところで、むしろルートが固定的に決まって

いるような例もあることがわかります。

　それから、移牧ですけれども、これは上下

の異なる生態系の間を行き来して、それを利

用しているということです。ヒマラヤ以外に

もアルプスなどでも行われているものです。

　最後は定牧です。これは余り今まで知られ

ていなかったのですが、アンデスがその例で

す。これが熱帯の高地、アンデスだけでなく

て、ほかにもないかなと思っていろいろ探し

てみたのですが、どうもネパールの水牛牧畜

というのが定住的なものがあって、私が今考

えていますのは、西アジアで牧畜が始まった

ときには、ヒツジなども実はそんなに移動し

ていなかったのではと考えています。そうい

うところが今は農耕地域になってしまって、

現在の牧畜というのは、農業ができないとこ

ろだけに追いやられているので、現在の牧畜

からだけではわからないことがあるのではな

いかと考えているところです。

　補足で牧畜についてまとめたということで

コメントとさせていただきます。どうもあり

がとうございました。

【第二部】コメンテーターによる解説

渡邉毅氏（椙山人間学研究センター主任研究

員）

渡邉主任研究員：コメントの2つ目というこ
とで、私からは、お手元に手書きのものがあ

ろうかと思いますが、グレートジャーニーと

いう、この大冒険が人類学的にはどういう意

味があったのかということについて簡単にコ

メントをつけたいと思って用意をしました。

　私自身は、1973年に初めて海外に出る機
会を得ました。アマゾンにたくさんいる新世

界ザル、それを調べるためにコロンビアに通

いました。コロンビアには10年間にわたっ
て7回ぐらい通ったと思います。来年のワー
ルドカップまで、日本ではコロンビアとはど

んな国だ、どんな文化だということが恐らく

盛り上がっていくと思います。

　通いながら、僕はコロンビアが大好きにな

りました。コロンビアが輸出品として生産し

ている第1位は麻薬ですが、これはちょっと
論外です。その他にコロンビアコーヒー、僕

は現地で随分いただきましたが、本当におい

しいコーヒーがとれます。もう一つ、エメラ

ルドがあります。多分世界の生産高の8割は
コロンビアのエメラルドだと思います。

　関野先生と話しながら、もう一回、コロン
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ビアに行きたいなという気持ちが募ってきま

したが、コロンビアに行ったとすれば、2人、
会いたい日本人がいます。1人は、早川野生
さんという同世代の女性なんですが、彼女は

名古屋出身の早川政利さんという園芸を専門

にしていた人と結婚してコロンビアに移民を

しました。いろいろ紆余曲折があって、最後

は離婚をしてしまって、旧姓、竹久野生とい

う旧姓に返った女性ですが、竹久という珍し

い苗字は、夢二のお子さんで不二彦さんとい

う人がいます。彼女はその人の養女ですので

戸籍上は夢二の孫です。ところが、実際上の

血縁は伊藤野枝と辻潤の間の子供に辻まこと

さんがいました。その辻まことさんの娘とし

て生まれ、まことさんがある意味、生活能力

がなかったので、親友の不二彦さんに預けて

育てた。その人は今、絵描きになっています。

ボゴタに住んでいるので、その人に訪ねたら

一度は会いたいと思います。

　もう一人、ボゴタに早田さんという日本人

がいます。病気で倒れたというような風の便

りもあるのですが、彼は日本のエメラルドを

商売にする人たちの間でエメラルド王と称さ

れるような、そういう大成功をおさめた日本

人なんですが、30年前、随分家に呼んでも
らったりとか親しくつき合った、その人がエ

メラルド王というのは一瞬信じられない気持

ちですが、ぜひ会いたい、古い知己というふ

うに思っています。

　時間がないのでコメントに入ります。

　グレートジャーニーのそもそもは、1つは
アフリカ、つまりホモ・サピエンスがアフリ

カを出て、比較的短い期間で世界に広がった

という説でした。この出アフリカ説というの

を最初に言ったのはイギリスの人類学者だっ

たんですが、クリストファー・ストリンガー

という僕と同世代の男がいます。彼は分岐人

類学という手法を用いながら、ネアンデル

タールとホモ・サピエンスの違いというのを

主として頭の骨を観察することで、決してこ

れは先祖子孫の関係にはないと結論しまし

た。

　その当時、1970年代まで人類学の常識は、
「原人たちから現代の我々までずっとつな

がっている、地域に分かれて多地域進化モデ

ルと呼ばれる学説ですが、あれは全部我々は

北京原人の子孫だ、北京原人の子孫が途中、

旧人段階を経て、今日までつながっている。

ヨーロッパでは、ヨーロッパのハイデルベル

ク原人からいわゆるネアンデルタール人が生

まれ、ネアンデルタールの子孫がいわゆる

ヨーロッパ系コーケージアンとなったコーカ

ソイドである。ジャワ原人の子孫はオースト

ラリア・アボリジニだ。アフリカではローデ

シア原人というのがいて、それの直接の子孫

が現代のアフリカ在住の人たちだ。だから、

非常に分岐が古い」という学説でした。

　それに対して、ストリンガーたちは、ネア

ンデルタールが先祖ではないということを言

い出したわけですが、最終的な結論はいわゆ

る分子人類学、DNAの研究というのが1980
年代から急速に進みます。最終的には1987
年にアメリカ・カリフォルニア大学のグルー

プがミトコンドリア・イブ仮説というのを提

唱しました。これは現代人の当時200人にも
満たないいろんな血筋の人たちのミトコンド

リアDNAを調べると、変異が見られる。そ
の変異の仕方をグルーピングしていくと、ど

うも一番古いタイプはアフリカだけになる。

それから派生して出てきたのがアジアやヨー
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ロッパというところに見られます。

　それらを分岐年代という形で計算してみる

と、二十数万年前のアフリカに共通祖先がい

た。ミトコンドリアは母系でしか伝わりませ

んから、母方をたどった祖先、1人の女性が
70億人の現代人のもと、ゴッドマザーであ
る。それをミトコンドリア・イブと名づけた

んですが、僕がもしそういう研究をしたのな

ら、つけるとすれば、ミトコンドリア・イザ

ナミ、Y染色体はミトコンドリアじゃなくて
イザナギと命名したい。こういうのにはけっ

こう研究者が属している文化というのがすご

く大きな影響を持っていると思います。余り

アダムとイブというのは好きではありません

が、そういう名称になっています。これはほ

とんど現在では全ての人類学者がほぼ承認を

した学説ということで、問題は、いつごろ、

どういうルートでどう広がったか、そこら辺

にあります。

　ストリンガーが示した先祖子孫関係でない

ということが1枚、最初の図に示してありま
す。細かく見るといろいろここでもあるんで

すが、ちょっと省略します。

　新人類がアフリカから広がってきたルー

ト、その概略が次のページにあります。一番

長い距離はアフリカ・タンザニアあたりを出

て、さらにベーリング海峡を渡って南米の先

端、今日のお話で、フェゴ島よりももう一つ

さらに南があるということを勉強させてもら

いました。いずれにしてもものすごく長い距

離を人類は拡散していった。

　現在のところ、アフリカを出たらすぐにシ

ナイ半島を経由してイスラエルに到るルート

があります。しかも、中近東からは20世紀
初頭から発掘が行われて、人骨もいっぱい見

つかっている。だから、当然このルートだろ

うと思われたんですが、実は、イスラエルの

明らかにホモ・サピエンスとされてきた化

石、そこには、1枚目のところにスクールと
かカフゼーという名称が入っていますが、こ

の時代が相当古く、年代測定がしっかりでき

るようになって、10万年前というような古
い時代のホモ・サピエンスだとわかりまし

た。それ以後、中近東はどうなるかというと、

徐々にネアンデルタール人が増えていきま

す。ネアンデルタール人が住むようになった

けど、ホモ・サピエンスはそこには住まなく

なった。一度アフリカの外に出たホモ・サピ

エンスが、恐らく住みづらくなって一旦は引

き返した。次に広がったのは、どうやら紅海

をまたいでアラビア半島南端をずっとたどっ

て広がったということに現在はなりつつあり

ます。近年、イエメンとかアラビア半島の南

岸の調査がかなり大々的に行われて、古い時

代の遺跡が次々と見つかっているようです。

　アラビア半島を越えていきますと、いわゆ

る湾岸、それをひょいと越えていけばすぐイ

ンドです。アフリカとインドは意外に近い。

どうやら旧世界というか、ユーラシア・新大

陸に広がったホモ・サピエンスは、一度イン

ドのあたりに拠点ができて、そこからさっき

も指摘された、いい場所なら人口が増える。

増えた中で弱い人が追いやられていく、そう

いうプロセスが恐らくあったんでしょうが、

やがてそこから東へ北へ西へとホモ・サピエ

ンスが広がっていった。

　だから、我々の日本列島へはどのルートか

というと、おおよそ北方ルート、シベリアか

らサハリン、樺太、北海道と経由しておりて

きた人々、これはシベリアあたりからつな
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がっているのですが、独特の石器を伴ってい

ることから、どうやらシベリア由来のそうい

う北方系が日本列島に入ってきた、人類学で

はその人たちをマンモスハンターと呼んでい

ます。マンモスハンターが確実に日本列島に

は入っている。

　もう一つ、朝鮮半島ルートは古くから指摘

はされていたんですが、なかなか古い時代の

北朝鮮の調査がなく、どういう人たちがやっ

てきたかということが少し研究が遅れていた

のですが、近年、考古学的な研究として、ど

うも日本文化の一つの中心地、国内ではなく

て国外、当時はまだ日本はありませんが、い

わゆる日本文化と呼んでいいような、例えば

縄文土器とかそういうようなもののルーツが

どこかが問題となっています。現在までのと

ころ、最古の土器は日本から出土していま

す。我々の先祖が発明したという可能性もゼ

ロではありません。ただ、恐らく土器の発明

は外にあるに違いないと考える人のほうが多

い。そうすると、そのあたりはどうもアムー

ル川流域、そのあたりに一つの古い時代の拠

点があって、寒冷化が進む中で、その流れか

ら、朝鮮半島を経由しながら日本列島になだ

れ込んできたような人々も想定できる。

　崎山さんという、もとは分子生物学者なん

ですが、今は盛んに日本人のルーツについて

議論していて、その人の一番新しい本では、

ほぼ北方ルートだけである、つまりアムール

川のあたり、あるいはマンモスハンター、北

から入ってきたのが我々の祖先になった。だ

けれども、先ほどの縄文号の映像も含めて、

実は考古学的には南の影響というものが古く

からいろいろと議論されてきました。僕は無

視するわけにはいかないと思っています。

　最後に示したのは、いわゆる黒潮の流れに

沿いながら南の要素が日本列島に入っている

様子です。現在、日本最古の人骨は石垣で発

見されています。2万年を超える古さです。
沖縄には1万8，000年前の港川人という骨が
発見されています。どう見ていっても、それ

らは南とのつながりと解釈するしかないと僕

は思っています。

　いずれにしても、そういう南からの渡来と

いうか、黒潮の民が海流に乗って船でやって

きたという説に、最近の分子人類学者たちは

ほとんど否定的な答えを出してきた。ただ、

分子分類学の結論を鵜のみにできるかという

と、僕は現状では鵜のみにしてはいけないと

思う。日本人の変異をDNAから調べている
研究者は増えてきました。先ほど紹介のあっ

た篠田謙一君たちは一生懸命ミトコンドリア

のデータを集めています。だけども、日本人

1億2，000万の血の恐らくまだ数万程度の
データです。調べがついていない人のほうが

圧倒的に多い。だから、これからどんどん調

べていけば、新しいハプロタイプの変異だと

か、そういうものもどんどん見つかってくる

可能性があって、今のレベルで結論を急ぐべ

きではないだろうというのが僕の感想です。

　だから、今日の発表で関野先生が示された

縄文号、全てを手づくりというか、自然から

の贈り物を利用することによって成し遂げた

大冒険、僕はこれには非常に大きな人類学的

な価値があると評価し、今日、来てくれない

かとお願いしたところ、非常に快く名古屋の

皆さんの前でフォーラムを行うのを引き受け

ていただきました。この場を借りて改めて感

謝、お礼を申し上げたいと思います。
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 【第三部】総合討論

※質疑応答

渡邉主任研究員：第三部の時間が参りまし

た。第三部、いろいろご質問を頂戴したわけ

ですが、とても全てにお答えできる時間的な

余裕がないと思われます。

　最初に、それぞれ関野先生、稲村先生、あ

るいは私宛てに参った質問で処理できるとこ

ろからお答えし、時間の余裕がございました

ら、フロアから質問をいただくというやり方

で進めたいと思っております。

　事前に届いておりました質問の中で、関野

先生から、何でこのようなジャーニーを思い

至ったのか、そのきっかけについてご説明い

ただければと思います。

関野教授：先ほど少し説明したと思います

が、南米に最初に行って、アンデス、アマゾ

ン、特にアマゾンの人たちが私たち日本人に

非常に似ているということで、この人たちは

いつ一体どのようにしてここまでやって来た

んだろうかという旅をいつかやりたいと思っ

て、20年、日本以外は南米しか知りません
でした。南米通いをして、そのときは南米と

いうのは北米を経由しないと行けないんで

す、燃料の関係で。ですから、カナダ経由か

アメリカ経由で行くんですけども、全部トラ

ンジットでした。

　ですから、日本と南米以外は全然知らない

という状態だったんですが、研究者とか写真

家とかジャーナリストとか、いろいろ案内す

ることもあるんですけども、隣でびっくりし

ていても、「何でこんなのにびっくりしてい

るんだ」とか、思うようになったり、あるい

は日本に帰っていろんなところで原稿とかを

発表したり、インタビューされたりしても、

「同じことばかり言っているね」とかと言わ

れるようになり、ちょっと南米以外のことを

知って、それから、また南米に帰ってきたら

南米がクリアに見えるんじゃないかと言われ

たし、自分でもそう思っていたのです。それ

で、どこかインドでもモンゴルでも韓国でも

行けばよかったんですけどね。しかし、どう

せ他の地域に行くなら、この南米の先住民た

ちはどこから来たんだろうかという旅をこの

際やってみようと思って始めました。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。

　関連ですが、一応のジャーニーを一区切り

されたと思いますが、次の目標があったら紹

介していただけますか。

関野教授：いろいろやりたいことはたくさん

あるんですが、まず一つは、日本のことをも

うちょっと知りたいということが一つです。

それから、今まで出会った人たちがたくさん

います。いい村、すてきな人たちがたくさん

いて、特にアマゾンでは、先ほど言ったよう

に40年間つき合っている家族がいます。ア
ンデスでも30年つき合っている村がありま
す。そういう人たちとは継続的につき合って

いきたいので、そこも行きたいし、グレート

ジャーニーの途中で出会った人たちで、また

出会いたい人がたくさんいるというのが一つ
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あります。

　それから、最後の海のグレートジャーニー

に関しては、本来の海のグレートジャーニー

はポリネシアの拡散なんです。太平洋に人類

が拡散したのが一番最後です。南米最南端は

1万何千年前にもう着いているわけですけど
も、ハワイは1，500年前です。イースター島
とかは1，000年前ぐらいとか、ニュージーラ
ンドなんかは800年前ぐらいとか、非常に新
しい時代に広がりました。その人たちの旅が

本来の海のグレートジャーニーです。

　なぜ新しいかというと、採集狩猟は小さい

島ではできません。やっぱり大きい島でない

と、最悪、最低沖縄本島ぐらいの大きさが、

あるいはもっと大きい島が必要だと思われる

のですが、太平洋に広がっている島は小さい

ので、そこでは採集狩猟民自体が住めないな

いんです。ということは、農耕が始まってか

ら、しっかりした航海術ができてから出かけ

たとなるので、4，000年ぐらい前から始まり
ます。その旅があります。

　それから、もう一つ、アフリカ発シベリア

経由南米はやったんですけども、もう一つ大

きな柱としてオセアニアがあります。これは

最初に行っちゃったんです。オセアニアは不

思議がたくさんあります。航海術、要するに

船なんかはなかった時代、あるいはあったか

もしれない時代、全然わかりません、証拠が

ないですから。要するに古い時代にあのオセ

アニアに行くには、海を渡らなきゃいけない

んです。そこに行っちゃった。ある先生は津

波で行っちゃったんじゃないかと言うんです

けども、そういうしっかりした証拠がないん

ですけども、オセアニアへの航海も海のグ

レートジャーニーの一つです。

　そういう海のグレートジャーニーをもう少

しやってみたいのと、あと、ちょうど20年
前に会った友人がチチカカ湖を葦船で1周し
たんですけども、彼がずっと葦船をやってい

て、トール・ヘイエルダールのイースター島

を越えてしまい、マルケサス島まで来ちゃい

ました。彼はメキシコから日本へ葦舟で、航

海したいと言っているのですが、僕はそれに

非常に興味を持っています。ただ、危険性も

多いし、やってどういう意味があるのかよく

わからないというのもあります。

　実は、黒潮に乗っていくと、日本からカナ

ダへはすぐ行っちゃいます。難破船がいっぱ

い展示されていたりします。日本の江戸時代

の難破船とか、黒潮に乗れば行けるんです。

それがカリフォルニアから、メキシコのあた

りから実は今度は西に流れてきます。それに

乗ってくるというのです。何かを証明するた

めにやるんじゃなくて、純粋な冒険であると

いうことになりますね。

　あと一つは、以前は南米から出発してタン

ザニアに行ったんですが、その時は、逆ルー

トで自分の腕力と脚力で移動しました。今度

は土地の人が普通に使っている乗り物を乗り

継いでいきながら、そのとき会った人たちと

は10年から20年たっているので、その人た
ちはどのように変わってきたのかを見なが

ら、グレートジャーニーのルートをアフリカ

から南米に辿りたいなと思ったりします。

　いつも計画を立てたことがないんです。勝

手に頭の中、ぐるぐる回ってきてしまいま

す。その中でおもしろいのをぱっとやってし

まいます。まだ今はちょっと懐かしい、南米

通いを去年からずっとやっています。

　ですから、去年行ったのは、40年間つき
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合っているマチゲンガというアマゾンの家族

のところに行って、あとは去年の11月、
12月はギアナ高地、今年の夏もギアナ高地
に行って、ちょっと南米通いが続いているん

ですが、そのうちまた新しいプロジェクトを

やろうかなと思っています。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。

　稲村先生に来ている質問の中で、なぜアン

デスの家畜、リャマ、アルパカではミルクの

利用というのがないのか、恐らくミルクは採

ろうと思えば採れるんでしょうが、そのあた

り、ご説明いただければと思います。

稲村教授：牧畜というと、アジア、アフリ

カ、それからヨーロッパの牧畜というのは、

ミルクを利用することが非常に大きな牧畜の

目的なのですが、アンデスにはそれがないと

いうことで、アンデスの牧畜は非常に特殊だ

と言われたり、牧畜じゃないと言われたりし

ます。コメントでも少し説明しましたけれ

ど、高原にアルパカ、リャマを飼っている人

たちがいて、そのちょっと下に下がるとすぐ

に農耕民がいるわけです。これは熱帯地域に

おける高地というアンデスの特徴であって、

要するに標高に従って環境が劇的に変わって

くるわけです。

　関野先生が調査されたアンデス東斜面のほ

うだと、一家族が4，500mから1，500mま
で、標高差3，000mを使ったりしている。こ
の場合だとアルパカを飼っている人たちが同

時に農耕もやりますから、農産物が直接的に

とれるわけです。

　私が調査したところは、専業の牧畜民です

が、すぐ下に農耕民がいて、それで、両者が

非常にいい関係を保って、例えば牧民が農民

の作物を運搬してあげると、作物がもらえる

というような関係が成り立ってきたわけで

す。

　ですから、自然環境がそういうふうに熱帯

における大きな山脈であるということで、非

常に異なる生態系がコンパクトに詰まってい

るため、すぐ近くに農耕可能な地域がある、

ちょっと下がればそういうところにアクセス

できるということです。

　西アジアとか中央アジア、たとえばモンゴ

ルのゴビとかを考えてみますと、もう延々と

乾燥地域です。そういうところで牧畜民が生

活するということになると、夏は乳製品、冬

は肉が食物として重要です。ミルクの利用が

あってこそ、農耕地から離れた独立した暮ら

しが成り立った、ということが言えるわけで

す。

　ですから、アンデスを見ると、牧畜におけ

るミルクの利用の意味が、逆説的にアジアの

ほうについても見える、というような感じも

するんです。最近牧畜の成立のことなんかも

いろいろ考えているのですが、西アジアで牧

畜が成立したときはどういうふうにして成立

したかというと、大体1万年ぐらい前なんで
すが、狩猟をやりながら農耕を始めた人たち

がまずいて、農耕民が家畜を飼い始めたとい

うことは、最近の考古学でわかってきている

わけです。

　どういうことかというと、農耕民が農業を

始めると、ヒツジやヤギが近くに寄って来た

りします。そういう動物を最初は追っ払って

いた。ところが、それを捕まえて食べしまお

うということになって、それから、捕まえて

飼い始めたわけです。飼い始めているうち

に、糞が肥料に使えて、農業が発達して農耕

地域も広がってくる、家畜も増える。こうな
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ると、遠くに放牧しないと作物が荒らされる

わけです。だから、遠くにやろう、遠くにや

ろうというベクトルが働きます。そのとき

に、栄養価の高いミルクを食べ物に使うとい

うことが非常に重要になってくるわけです。

何かの拍子でミルクって飲めるんだ、あるい

はそれが発酵すると非常にいい食料になるん

だということを見つける。それを食べ物にす

れば、農耕地から離れたままでも生活できる。

　アンデスでもミルクはあるのになぜ利用し

ないのか、ということをさらに聞かれると、

もう一つの説明としては、ミルクというのは

乳糖という毒性を持っているわけです。赤

ちゃんのときは乳糖を消化できる酵素を持っ

ていますが、ミルクを飲まなくなる大人にな

るとそれがなくなっていく、というのが本来

なわけです。そうすると、大人がミルクを飲

むと下痢したり、おなかが痛くなったりす

る。しかし、慣れてくると、また食べられる

ようになっていくわけですが、ともかく、そ

ういう一つの障壁がある。それを乗り越える

ほどの必要性がアンデスには生じなかった。

農作物をすぐ手に入れられるし、作物泥棒も

ない、標高差で、最初から農耕地域と牧畜地

域が分かれていますから。こういうところ

が、西アジアの場合と根本的に違う、こんな

ふうに考えています。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。ち

なみに、ご質問の中に、リャマのミルクを

ちょっとなめてみたことがあるかというのが

ありますが。

稲村教授：ないですね。なめておけばよかっ

たと思うんですけど、考えてみるとないです

ね。ミルクを採ろうとかしたら蹴飛ばされま

すね、リャマとかアルパカに。

渡邉主任研究員：フィールドワーカーは行く

先々で現地のさまざまな食べ物、そういうも

のもできる限りは味わって帰ってくる。そう

いうのをモットーにするフィールドワーカー

が多いと思うんですが、関野先生は随分いろ

んなものを食べられてきたと思いますが、何

がちょっと、食べた結果、これはいただけな

いというような物、あるいはこれはめちゃく

ちゃおいしいという、何かそういうのがあっ

たら紹介いただけますか。

関野教授：土地の人が食べている物はみんな

食べてきましたが、これはちょっとというの

はとりあえずないです。ここに持って来られ

たら困るというのはあります。ただ、現地に

いるときには土地の人が食べている物は抵抗

なく食べました。日本でもイナゴ、ハチの子

とか食べているけど、昆虫食はやや苦手です

ね。それはやっぱりカブトムシの幼虫とかカ

ミキリムシの幼虫とかを食べるときはちょっ

とぐちゅっという感じが嫌でした。ただ、蒸

し焼きにするんです。葉っぱに包んで弱火で

焼くので、すごく香ばしい香りがします。マ

ツタケみたいなと言うと、すぐ言われるんで

す、関野さん、マツタケ食べたことないんで

しょうと言われるんですけども、本当にいい

香りがします。ただ、味はグチュッというの

は非常に、クリーミーならいいんですけど、

クリーミーじゃないので、そのまま飲み込ん

じゃう感じです。

　ただ、栄養価は非常に高くて、同じ重さだ

と、20％がタンパク質で20％が脂肪なんで
す。バッタになると50％はタンパク質です。
ですから、これからバッタなんかは増やそう

と思えば増やせられるんですけど、これから

粉にして味つけすれば何でも食べられるか
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ら、なかなかの有力なタンパク源になると思

います。

　おいしいほうは海の物です。パタゴニアの

ホタテの採りたてとか、チリイバラガニとい

うタラバに似たカニとか、エビは好きなんで

すけども、エビだけでおなかいっぱい食べる

前に、気持ちがもういいとなるんです。カニ

は幾らでも食べられる、おなかいっぱいにな

るまで、そういう意味で、海のものなんです

けども、実は今まで食べたもので一番おいし

いものは、アマゾンに行ったときに塩を忘れ

た時です。そのときに途中で塩を忘れたと気

がついたんですが、とりにいくのが面倒くさ

いから、別に薄味が好きなので、別に塩はな

くてもいいやと思ったので引き返しませんで

した。全く塩がなくてトリのスープとか肉の

スープを飲むと、もうとてもまずいんです。

それで、10日ぐらい旅して帰ってきて、御
飯に塩をかけて食べた、それが今まで食べた

中で一番おいしかったです。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。

　アンデスでも結構、低地のほうなのか、高

地のほうなのか、僕は知らないのですが、ア

グーチやらパカ、ネズミの仲間は結構食べて

いると思うんです。

関野教授：パカは最高においしいです。ネズ

ミの仲間、カピバラもそうですけども、ネズ

ミの仲間は肉でも一番上質で、脂肪が乗って

いるんです。狩猟民とかは、結局一番おいし

いのは何かというとアミノ酸ではないんで

す。脂です。ですから、彼らはほとんど焼き

ません。焼くと脂が逃げますから、ですから、

全部煮ちゃうと汁の中に脂が残ります。とに

かく一番大事なのは脂です。伝統社会ではほ

とんどそうです。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。

　南米で暮らしていると、僕はアマゾンが最

初だったのですが、最初から御飯を炊くとき

に塩とラードのようなものをごちゃまぜで、

最初はうっと思ったんですが、なれてくると

結構いけるなと感じるようになりました。

　いずれにしても、行く先々での食べ物、食

とフィールドワーカーとの関係というのは、

しゃべり出せば幾らでも出てくると思うの

で、ちょっとここで切りますが、もう一つ、

ご質問の中に民族音楽というか、いろいろ行

かれた中で音楽の出会いというのがあったの

か、もしよければ紹介してください。

関野教授：それぞれその土地、土地で音楽の

ないところはないです。去年40年間付き合っ
ているマチゲンガのところに行って、やっぱ

り世界中が一つになっているなと感じまし

た。マチゲンガの一家とつき合っているので

すが、おばあちゃんは死んでしまって、お父

さん、お母さんも死んでしまって、あと、残

り3代目と付き合っているわけです。彼らと
初めて会ったとき、腰巻だけつけている人た

ちだったのが、最初に変わるのが服です。次

に変わるのが建物です。食は余り変わりませ

ん。それは日本人も同じです。私たち、150
年前と比べてみると、全く同じものを着てい

る人は誰もいません。同じ家に住んでいる人

もほとんどいないわけですけど、食は大体似

たようなものを食べています。彼らも同じ

で、最初に変わるのは着る物、次に建物です。

　去年行ってびっくりしたのは、4代目の子
供が通っている小学校は低学年しかないの

で、もっと学校に行きたかったら、道路のあ

るところに行って通わなきゃいけないので、

寄宿舎に入るんです。そうすると、友達がみ
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んな携帯電話を持っています。そうすると、

彼も携帯電話を持たないと友達になれないの

で、携帯電話を持っていました、もう既に。

　携帯電話は、自分の村に帰ると電波が通じ

ません。ただし、使えないんですが、音楽を

何曲でも詰めてこれます。そうすると、いき

なり今までアマゾンの音楽、自分たちのマチ

ゲンガの音楽しか知らないのに、フォルク

ローレ、アンデスの音楽をみんな知るように

なります。それだけじゃなくて、クラシック

からロックからサルサから何でも聞けるわけ

です。それで、なおかつ森の奥から出てきた

ということで、アマゾンの音楽の歌なんかを

歌っているとばかにされるので、外の音楽ば

かり聞くことになって、結局文化が壊れてく

るということが始まっています。それがマチ

ゲンガの状態です。

　あとは、一番印象的だったのは馬頭琴で

す、稲村さんも言っている、ゴビで子供が生

まれたけども、母親が死んでしまうというと

きに、普通だったら、その子はほかの母親は

受け入れないですから、亡くなるしかないん

ですが、飼育民たちが一生懸命飲ませるよう

に仕向けるのに歌を歌ったり、そのとき馬頭

琴を使います。馬頭琴を奏でていて、何回も

何回もトライするんですけども、その馬頭琴

のシーンは実は映像で見たんですけども、ラ

クダが涙を流すんです。それはただ生理的に

流しただけかもしれないですけども、博物館

で流している映像では、感情的に子供がかわ

いそうだから涙を流して乳を与えるとなって

いるんですが、どうかなと思うんですけど、

ただ、本当に乳は与えるようになります。そ

の力が歌とか音楽なんです。

　あとは、宗教の音楽です。チベット教のチ

ベットホルンとか、いろんな楽器を使ってと

か、エチオピア聖教の音楽とか、本当に腹に

染みる音というか、空気が揺れている、バイ

ブレーションです。要するに、ああいう音楽

でトランス状態になって引き入れられていく

というやり方で宗教に引き込まれていくとい

う、音楽にそういう力があるなと感じました。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。

　ちょっと観点が変わりますが、関野先生、

お医者さんとして訪れた現地で、例えばアマ

ゾンの人たちの健康上の問題というようなこ

とを感じられたかどうか、どういう病気が多

いのかとか、そのあたりの紹介をお願いしま

す。

関野教授：ヤノマミという人たちがブラジル

国境にいます。これは余り外部と接触してい

ない人たちの中では1万人以上の単位にして
いる人たちですけれども、そこに30年ぐら
い通っています。いつも同じ村にずっと通っ

ていたんですが、その村には隣の民族出身の

看護師がいました。ベネズエラの医療のシス

テムはすごくよくて、例えば大学医学部で学

んでも、必ず僻地、そういうところに行かさ

れるんです。日本でいうとインターンとか研

修医のかわりにそういうところに行かされる

んですけども、逆に先住民の人たちも優秀な

人間を町に呼んで、9カ月徹底的に実践的な
医療を学ぶんです。だから、縫えるし、何で

もできるようになって帰ってきている人たち

が方々にいるんですが、彼は、ほかの民族だ

けどヤノマミのことをわかって、言葉も理解

し、看護師として医療もできるし、人望もあ

るというので、いつも彼と一緒に行きまし

た。今はちょっと、ひざが悪くて行けないの

ですが、以前はいつも一緒に行っていたんで



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2013 061

す。

　彼は統計もとってくれていて、死亡理由の

3分の1は感染症です。3分の1は寄生虫とか
原虫によるものです。だから、圧倒的にウイ

ルス、細菌、寄生虫によるものが多いんです

けども、おもしろいのはジャガーに襲われた

とか、1件、悪性腫瘍がありました。腫瘍が
あるので町へ連れていって手術をしたんです

が、やっぱり圧倒的に多いのは、マラリアを

含めて、感染症です。

　それを治しているのは誰かというと、

シャーマンです。シャーマンが幻覚剤、ジョ

ポという、エペナというマメ科の植物の豆と

か枝とかを焼いて粉にして、それを吸うと幻

覚が起こります。私もやってみて、幻覚は起

こらなかったんですけども、ただ、血圧がど

んと落ちました。ショック状態です。それで、

ハンモックに乗せてもらって、目をつぶる

と、幻覚は出ないんですが、原色の膜という

か像が見えました。

　私はそういうところに行くときに一番気に

なるのは、シャーマンです。みんなの病気を

治しているから、一応みんなから尊敬されて

いるわけです。その人を敵に回すわけにいか

ないわけです。彼が、シャーマンが僕をライ

バル視すると困るなと思ったんです。ところ

が、最初に来た患者がシャーマンでした。頭

が痛いから何とかしてくれというのですが、

原因はわかっていました。幻覚剤の吸い過ぎ

なんです。毎日吸っていますから、やめれば

いいのにって注意するけど、やめるわけにい

かない。シャーマンとしては吸わなければい

けない。その後、ライバル視はされないとい

うことが分かりました。シャーマンの治療と

西洋医学を違うものとして見ているんです。

　シャーマンに非常に都合のいい病気がは

やっているんです。これはマラリアです。私

もかかったんですが、私は4日熱というやつ
で、72時間ごとに発作が来るんです。本当
に時計のように来ます。最初、本当に6月な
のに毛布と布団にくるまっても寒い、悪寒で

す、2時間続きます。それから、今度は急に
熱くなる。頭ががんがん痛くなって、4時間
するとけろっと、あれ、今まで何だったのと

なるんです。それがまた72時間何でもない
状態が続いて、時間通りに発作が起こる。だ

から、72時間目になると発作が起こるから、
家に帰らなきゃいけない。そういう病気で

す。

　ですから、シャーマンが幻覚剤を吸って治

療するのですが、彼らの病因観では、病人に

悪霊がとりつくんです。それを幻覚剤を吸っ

たシャーマンは見えるわけです。幻覚で、悪

霊を取り除いて、地下に返します。それを4
時間やっていれば、実は何もしなくても治る

んです。だけども、彼らはやっぱりシャーマ

ンはすごい、発作が治まったということにな

りますからね。一つの病気を完璧に治すと、

やっぱりすごいんです。ほかの病気も治りま

す。要するに心理的な原因でなる病気はほと

んど治っちゃうわけですし、それが偽薬効果

です。頭が痛いときに、これはものすごく効

く頭痛薬だよというと、小麦粉でも治っちゃ

う場合があります。それと同じで、要するに

マラリアも治しちゃう、シャーマンが治療し

てくれたんだから治るに違いないと思ってい

ると、かなりの病気が治っちゃう。そういう

意味で、シャーマンに都合いい病気だなと。

　エチオピアの南部に行ったときに、一緒に

行ったのは京都文教大の文化人類学のMさ
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んでした。最初に、そこに伝統医がいないと

いうことで、僕が医者だということを紹介し

て、診療するといったら、ずらっと並んだん

です。ところが、血便が多いという、便に血

がついているのが多いので、多分アメーバ赤

痢がはやっているのかなと思って検便を持っ

てきてくださいと言ったんです。そうした

ら、誰も持ってきてくれないんです。その原

因は便を持っていくのは恥ずかしいよなと自

分で思っていたんです。そうしたら、後から

わかったんですが、恥ずかしいんじゃなく

て、彼らにとっては、便はまだしたばかりの

ときは体の一部なんです。ということは、私

のところに持ってくると、私は医者だという

ことは、要するにマジシャンなんです。ホワ

イトマジシャンでもあるけども、ブラックマ

ジシャンで悪さをするかもしれない、ウンコ

に呪いをかけられる力がある。ですから、呪

いをかけられたら困るからウンコを持ってこ

なかったということが後でわかって、そうい

うのは医者だからわかることです。

　あとは、そこの同じ村で咳がひどい、たん

が出るという老人がいて、それが顕微鏡がな

いと単なる気管支炎なのか喘息なのか、ある

いは結核なのかわからないわけで、一緒に町

に行きましょうと言ったら、初めて行くんで

すけども、ついて来てくれた。そこにスウェー

デンのNGOがつくった病院があって、検査
するんですけども、僕はそこに旅館があるの

で泊まることにしました。水洗トイレつきの

旅館です。彼は知り合いがいるからといって

別のところで泊まることになって、一緒に御

飯だけは食べようよといって食べていまし

た。途中で老人が便をもよおしたんです。彼

は野ぐそしようとするから、村ではなく、町

なので皆に見られてしまう。それはやめてく

れといって、僕の部屋でやってよといって案

内しました。彼は水洗トイレを見たら、怒り

出したんです。何かというと、ここでお前、

ウンコしたろ、ほかのやつもしたろ。おまえ、

人がウンコしたところで俺にさせるのか。そ

こにはウンコはもうないんですけども、彼ら

は人がしたところですることはないわけで

す。無くなったとしても、そこでしたわけで

す。だから、こんなところに連れてくるなん

て許さんと言って怒ってぷりぷりして、みん

なの丸見えのところでウンコしたんです。そ

ういう、ウンコの話をするときりがありませ

ん。

渡邉主任研究員：いただいたご質問、まだま

だ大量に残っているんですが、少し今日の

フォーラムでこういったグレートジャー

ニー、特に関野先生、これからも含めて、も

うちょっと日本という足元の問題で旅を続け

たいということなんですが、なぜ今、いわゆ

るアフリカで生まれた人類、ホモ・サピエン

スが世界に広がっていく、そういうことが人

類学では議論され、そのルートがどうかとい

うようなことでの議論が行われております。

それらは結局のところは、我々現代日本人と

いうのがどういうルーツを持っているのか、

あるいは今風に言えば、どれぐらいの多様な

遺伝子プール、多様性があるのか、そこらを

明らかにしていく中で、日本人とは何かと

いったような問題に接近できるのかと僕は

思っているのですが、例えば日本の歴史を見

ると、ある意味、国に分かれていくというか、

古代に国を建てた人たちは大和中心に集まっ

た。大和の人たち、それに対して、実は僕は

DNAではまだ確認はしていないのですが、
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代々ずっと出雲に先祖がいるので、僕たちは

出雲、そうすると、そういう地域が結構日本

人の地域差、地方差というような形で現在も

つながっているのかなという気がしますが、

そのあたりを縄文系だ、弥生系だという議論

もありました。

　ただ、縄文時代において、既に相当の多様

性が存在したのではないかと僕は考えており

ますが、例えば今日、知らせていただいたよ

うに、どうも北海道のあたりの縄文が先祖だ

というお話なんですが、現代日本を見てい

て、そういう地域差とか地方差といった部分

を関野先生、どう感じていらっしゃいます

か。もし何か気づいたようなことがあればお

話しください。

関野教授：以前、ウラジオストクから青森に

来たことがあるんです。飛行機でたった1時
間ほどで着きます。いかにロシアに近いかと

いうことがわかるんですけども、そのとき前

の席にいた男の人2人が会話していたんです
が、わからない言葉でした。ハングルでもな

いし、中国語でもないし、何人だろうと思っ

ていたんです。降りるときに声をかけたら日

本語でしゃべっているので、日本人なんだと

わかったのですが、青森の人だったんです。

彼ら同士で話しているからわからなかったん

ですけども、これじゃ、昔は青森と鹿児島の

人は話はできないだろうなと思ったんです

が、それが多分戦後はテレビもあり、ラジオ

もあり、いろんなことで、身内ではその土地

の方言を使っているけども、よその人としゃ

べるときは学校で習う言葉をしゃべるとか、

共通語でしゃべるとか、そうなっているわけ

で、言葉だけではなくて、いろんなことで違

いがあると思うんです。

　名古屋は名古屋で、例えば嫁入りするとき

にものすごい大変な家具をそろえるとか、い

ろんな地域、地域の文化があると思うんです

が、多分それが今は均一化しているという

か、それは日本だけじゃなくて、世界中が均

一化していて、多分これを均一化の流れは

しょうがないんだけど、僕はもとに戻ったほ

うがいいと思っているんです。

　均一化は何を生み出すかというと、子供の

ころ、三井住友銀行なんてできるとは思って

いなかった。あんな財閥が全く競争相手の人

たちが手を組むというのは考えられない。そ

れは競争力をつけるためですけども、それが

どんどん進んでくると、考えてみたらとんで

もないことになるんです。

　というのは、特に食です。一番変わりにく

いものですけども、昔、「食の未来」という

映画をアメリカ人がつくったんです。それを

NGOが翻訳して日本語版をつくって、それ
を見たんですが、アメリカでもどんどんスー

パーが合併していくんです。そうすると、最

後に一番でかいのは今ウォールマートとい

う、それ1社になるんです。そうすると、ど
ういうことになるかというと、消費者は何も

選べない、どんなに農薬づけだろうと、遺伝

子組み換えをやろうと、要するに売る人が圧

倒的に強いわけです。買う人はもう1社しか
ないわけですから、そうなるおそれがあるん

です。

　そう考えると、むしろ今向かっているのは

グローバリゼーションだけど、逆のローカリ

ゼーションンですか、ITの社長がメガソー
ラーをつくって、原発が反対なので、でかい

ソーラーシステムを使って都市に電力を送る

ということを考えているんですが、あれは結
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局原発が太陽発電に変わっただけで、社会の

構造は全然変わらないんです。

　本来やるべきは、地方で土地の人たちが小

さなソーラーをたくさんつくって、そこを管

理するのが土地の人で、土地の人がその電力

を使って、余ったらでかい電力会社に売れる

ことです。地方に行くと、駅前のシャッター

は全部おりています。そういう状態から脱す

るには、そういう地域の人がエネルギーとか

食料を自分で生産してエネルギーもつくっ

て、そこでなるべく自給するようにしていか

ないと、大きな企業の思いのままになるの

で、もう少し食料に関しても、自分の土地で

つくるのが一番いいわけで、安全だし、でき

るだけ地域、地域で、本当に昔の藩に戻る、

廃藩置県で昔はやったけど、その逆をやった

ほうがいいんじゃないかと僕は思っていま

す。

渡邉主任研究員：非常に重い、今のグローバ

ル時代というのが果たして人類の未来にいい

ものかどうかというような問題もあります

が、ただ、ご質問の中に、じゃ、このままの

生き方で人類はいつまでもつのでしょうか。

どれぐらい先まで生存が、恐らくホモ・サピ

エンスというこの存在はやがて寿命というの

か、消えてなくなる運命にあると僕なんかは

思っているんですが、そこらで何かご意見が

ありましたら順番におねがいします。

関野教授：確かに人間個人にも寿命があるよ

うに、種の寿命もあると思うんですけども、

余り遠い未来について語ると、数億年後にな

れば、今、太陽に近づいているので灼熱の惑

星になって、生命なんか住めなくなるし、1
万年たたなくても、今、大陸は移動している

わけです。オーストラリアは中国に向かって

いるらしいので、日本は潰れるらしいです。

ですから、遠いことを言ってもしようがない

と思うんです。

　だから、どこまで我々が責任を持てばいい

のかということだとすると、せいぜい孫とか

ひ孫の世代ですと50年、これからの50年後
とか、長くて100年後のこと、それ以上、
1，000年後なんてわかりません。そうする
と、やっぱりエネルギーの問題とか、それか

ら食料の問題とかあるんですが、食料は実は

今72億の人口をカロリーで割ると3，300カ
ロリーあると、京都の地球環境学研究所の人

たちが言っています。そうすると、あと1．5
倍住めるんです。ただし、公平な世の中であ

ればですが、今、誰かが抱え込んでしまって、

誰かがひもじい思いをしているので飢餓なん

かが起こるわけです。

　ですから、むしろ制度の問題を変えない

と、格差が今どんどん広がっている状態で

す。広がらないようにしないといけないんで

す。エネルギーは少なくとも地下資源に関し

てはどんどん減っていく、もうピークなんで

すね、今。これから減る状態で、地下資源だ

けを頼りにしていれば、全部なくなったら問

題になるんじゃなくて、8割ぐらいになった
らもう、というか、今もう奪い合いが始まっ

ていますから、大変なことになる。やっぱり

強い国が力で奪い取るということが実際に行

われていて、領土についてすごい熾烈な争い

が始まっていて、むしろエネルギーの問題と

か食料の問題よりも、戦争で我々は滅びてし

まう可能性があるんじゃないかと思うんで

す。それを避けるためには、私たちの肥大し

た欲望をなんとかコントロールしなければい

けません。私たちより上の世代の方や私たち
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の世代は物欲が強いと思います。若い人の考

え方は少しずつ変わってきていると思うんで

す。もっといい車が欲しいとか、もっといい

家に住みたいとか、そういう欲望が少なく

なってきている。みんながそうではないと思

いますが偉くなりたいとか、そういうことも

今の若い人は思わなくなってきたというか、

欲望の型が違ってきたというか、欲望の質、

私たちは戦中とか戦後に生まれて貧しい時代

に育ったから、やっぱり物がたくさん増える

と幸福になるという感じがあるんです。で

も、実際は150年前と比べたら、消費は26
倍増えているらしいんです。そうしたら、

26倍幸福になっているかというと、なって
いない。人口も5倍になっているから、5倍
は幸福になっているはずなんですが、忙しく

なっているだけで、医学が進歩して平均寿命

を長くしているけども、5倍は幸福になって
いないような気がするので、その質が多分そ

ういう物を、消費が増えることが幸福だとい

うのよりも、物づくりとか、音楽とか、そう

いう楽しみが物をため込むことではなくて、

違うほうに若者がシフトしているような気が

するんです。そういうふうになるとだんだん

変わってくるんじゃないかと思っています。

若者に期待しています。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。

　恐らく我々が未来に、どれぐらい責任が負

えるのかという、50年、100年程度、それし
か恐らく未来の責任が負えないのに、僕は、

原子力発電の廃棄物処理に10万年かかる。
10万年、どう責任をとるのか、この辺も絡
んで、みんなで考えようという大事なテーマ

ではないかという気がしますが、今日の総合

討論、なかなかまとまりがつかない状況に

なっています。

　たくさん頂戴したご質問は、最初にありま

したように、このフォーラムは記録として残

します。今年度の年誌、「人間学研究」にま

とめた原稿を掲載予定ですのでぜひ読んでい

ただければと思います。

　非常に大勢の方々に最後までおつき合いい

ただきましたが、第三部はここで閉じさせて

いただきたいと思います。ありがとうござい

ました。

渡邉主任研究員：なお、この会を閉じるに当

たりまして、人間学研究センターの椙山孝金

センター長から閉会の言葉をいただきます。

【閉会挨拶】

椙山孝金センター長：センター長の椙山でご

ざいます。本日は大変冷え込んだところを、

かくも大勢の方にフォーラムにご参加いただ

きまして大変うれしく思っております。申込

者が多かったので、全員会場に入れるかどう

か大変心配いたしましたが、どうにか満席で

おさまったようでございます。

　本日は、関野先生に大変貴重なグレート

ジャーニーのお話をしていただきました。先

生のお名前はよく聞いておりますし、いろい
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ろなところでお話しなさっていることも聞い

ていたのですが、直接こういう形で親しくお

話しいただけるとは本当に思っておりません

でした。快く講師を引き受けていただきまし

て、本当にありがとうございました。心から

お礼申し上げます。

　また、稲村先生、今年度は人間講座に引き

続き、フォーラムでもコメンテーターとして

お越しいただき、ありがとうございました。

　「グレートジャーニー～人類はるかな

旅～」というのは、実に壮大なテーマで、ま

た、非常にロマンチックというと先生にしか

られるかもしれませんけれども、そういう印

象を私は持ちました。同時に、さまざまな人

との出会いを大きな手がかりにして、大変な

危険を冒しながら進めていくグレートジャー

ニー、また、縄文号の話も大変興味深かった

です。

　私はこの話を聞いていて、ゴーギャンがタ

ヒチで描いた、人間が生まれてから死ぬまで

の絵を思い出しました。彼はその絵を通して

「われわれはどこから来たのか　われわれは

何者か　われわれはどこへ行くのか」という

ことを言っておりましたけれども、まさに今

日はその問いについて前半の部分でお話があ

りました。要するに、人類はアフリカから来

たということのようでして、アフリカに親近

感を持ちました。

　私も今日の話を聞いて、アフリカまで行け

るかどうかわかりませんけれども、とりあえ

ず近隣に少し旅をしてみたいという気分にな

りました。

　皆さんはどのように感じられたでしょう

か。本日は本当に長時間にわたって、ご熱心

に会に参加していただきまして、心から御礼

申し上げます。これを機会に、どうか椙山女

学園、また、人間学研究センターに足をお運

びいただきますようにお願いいたしまして、

ご挨拶にかえたいと思います。本当にありが

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 83 名 53%
2.日本経済新聞の折込チラシ 1 名 1%
3.椙山女学園からの案内（ＤＭ） 44 名 28%
4.生涯学習センター・図書館の掲示 7 名 4%
5.椙山女学園のホームページ 2 名 1%
6.センターホームページ 2 名 1%
7.友人知人からの誘い 14 名 9%
8.その他 5 名 3%

合　計 158 名 100%

1.興味・関心のあるテーマだったから 127 名
2.講師に魅力・関心があったから 66 名
3.会場が便利な場所にあったから 42 名
4.その他 5 名

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）

第28回椙山フォーラム　アンケート集計結果
＊受講者数：320名　アンケート回答者数：155名（回答率48.4％）
＊事前申込：445名／受講者：320名（参加率71.9％）
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【お住まい】
愛知県内
（名古屋市内
を含まない）

21％

岐阜県
　 1％

名古屋市内
78％

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 72 名 55%
2.参考になった 58 名 44%
3.参考にならなかった 1 名 1%
4.全く参考にならなかった 0 名 0%

合　計 131 名 100%
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NO. 職業 年齢層 性別 ご意見・ご要望

1 教員 50 男性 文化人類学の話として大変面白く聞かせてもらいました。海外の地域ごとの文化の違いを日
本の文化と比較して、もう少し詳しく聞けると更によかったと思います。

2 無職 70 男性 楽しく勉強出来ました。

3 その他 60 男性 現地経験談はたいへん有意義でした。

4 学生 10 女性 聞いていておもしろい話が多く、とても勉強になりました。滅多にこのようなお話が聞ける
機会はないので本当に充実した時間が過せたと思います。

5 ― ― ― わかりやすいプレゼン方法で良かったです。

6 会社員 30 女性 最初から最後までとても興味深く聞くことができました。

7 主婦 30 女性 関野先生のグレートジャーニーの再放送を拝見して、興味があったので、肉声でお話が聞け
て感激しました。

8 無職 70 男性
人類がたどった“Great Journey”の実際の記録をお話いただき大変興味深く聞きましたが、
各大陸を渡る際、そこに住む人々から受けた感じを出していただきたかったです。アフリカ
から人類が旅立ったという気持ちがしたかどうか。

9 その他 70 女性
南米に3年半、夫の駐在に伴って家族で暮らしたことがあります。映像での講演だったので
南米での生活がなつかしく、また画家として、油絵の画題やモチーフにもしていたので参考
になりました。

10 主婦 70 女性 今回のフォーラムのプログラムは大変興味深く聴かせていただきました。第三部の総合討論
も楽しく、最後までいてよかったです。勉強になりました。

11 その他 70 男性 日本列島の人の起源に関しては大変興味あるところでした。朝鮮半島経由が少ないとのこと
は意外でした。

12 その他 60 男性 もっと関野先生の講演時間が欲しかったです。

13 その他 50 女性 自然というものは改めて厳しいものであると共に、自然が表す偉大さというものを感じました。

14 無職 70 男性 画像の美しさと関野講師のテレビ で観た印象とは別に初めて見聞きする珍しい話の数々、
ユーモアを交えた笑顔に大変好感が持てました。テレビの再放送を希望したいです。

15 主婦 60 女性
関野先生の放映はテレビで見せて頂きました。諸外国で出会った病気を悪化させた患者さん
に時間も惜しみなく接していらっしゃった事に感動しました。今回のDVDの映像を見て、多
少ですが人類の適応性に興味を持ちました。

16 無職 ― 男性 内容が多く、消化が難しかったです。

17 無職 ― 男性 関野先生のお話は、具体的でわかりやすく、楽しかったです。

18 主婦 60 女性 興味深い内容だったので、解った気がして楽しかったです。思ったより研究されているのだな、
と感じました。

19 無職 ― 女性
人間として、より幅広く実体験を積まれたこと、そしてネアンデルタール、ホモ・サピエン
スの歴史を、気候、風土、そこに住む人々とのふれあいの中から多くのことを追求されたこと、
また、自転車で行動されたパワーに乾杯です。

20 その他 70 女性 行動力に裏打ちされたお話は大変感動的で、不可能を可能にする勇気を与えられました。弱
い（?）といわれる日本人の活力に感動しました。

21 その他 70 女性
グレートジャーニーのこのフォーラムをとても楽しみにしていました。長年の探検、大変な
苦労があったことと思います。もっと詳しくお話を聞きたいと思いました。渡邉先生のお話
も興味がわきました。

22 主婦 60 女性 映像と共に話されていて、よかったです。

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

23 会社員 50 男性 無料なので感激しました。内容も要点をまとめられて、わかりやすく、さらに知りたくなる
ものでした。このような機会を設けていただいたことに感謝します。

24 主婦 70 女性 大変興味深かったです。

25 無職 80 女性
壮大な人類の歩みを体験的に取材された映像が圧巻でした。関野先生の口調が少し低いので、
後部まで届きにくかったです（やや不明瞭でした）。稲村氏、渡邉氏のお話は聞きやすかった
です。

26 ― ― ― 関野先生のグレートジャーニーの冒険紀行談は、先生の御人柄もあわせ大変有意義なもので、
素晴らしいものでした。コメントは個人の体験に属したレベルで、少しいまいちでした。

27 ― 70 男性 素晴らしい映像と関野さんのお話に感動いたしました。ありがとうございます。大変勉強に
なりました。

28 無職 70 男性

講師、各コメンテーター共に長年に渡り、世界の各地を訪問され研究されていることを知り、
今回のフォーラムでは僅かな説明（報告）と思いますが大変良かったです。機会があれば、
このようなフォーラムに参加したいと思います。海外各地を仕事で訪問した者として、大変
興味があります。

29 主婦 40 女性 フォーラムというものに初めて参加しました。やはり予備知識が少ない私には少し難しく思
えました。久しぶりに勉強をさせていただきました。

30 無職 70 男性 行き届いた企画だと思いました。

31 教員 50 男性
1部、2部の違いがよくわかりません。できることなら、話を伺いながらビデオや写真を使っ
て補足してもらえるとよかったと思います。そのあと、極寒地、熱帯などを比較しながら話
を聞いたり写真を見せてもらうとよかったです。

32 教員 40 男性 関野さんのすごさ、人間の無限の可能性を感じました。

33 主婦 50 女性 知らない世界の話が聞けて楽しかったです。

34 無職 60 男性 興味深く拝聴させて頂きました。ありがとうございました。

35 無職 80 男性 多くの話を聞いて、楽しく過ごさせていただきました。

36 無職 60 男性 新しい思考を提供頂いたことに感謝します。とりわけ関野さんは聞いてみたい人でした。

37 教員 30 男性「人類の旅が続いている」ことに深い感銘を受けました。子供への教育に生かせたらと思います。ありがとうございました。

38 その他 70 女性 人類学にふれた１日でした。

39 無職 60 男性 [グレートジャーニー ]とても興味深く楽しい話でした。アンデス・チベット・エチオピア⇒
共通点があることは何と不思議なこと。

40 主婦 60 女性 興味深いテーマなので、初めてフォーラムに参加しましたが映像を使っての説明などわかり
やすくよかったと思います。

41 会社員 30 女性 自然の物だけで旅を始めるのがすごいと思った。貴重な映像が見れてよかったです。

42 主婦 60 女性 関野吉晴氏（グレートジャーニー）につきまして以前から関心があり、今回の講演は真に楽
しく、興味の尽きないものとなりました。

43 会社員 40 男性 これから人類としてどうすべきかを考えさせられた。

44 会社員 60 男性 講師への興味から参加したが、内容にも満足。深みより、浅くても広範な内容が今後も良い。
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45 その他 50 男性 楽しいフォーラムでした。ありがとうございました。

46 主婦 80 女性

植村直己の昔からのファンでした。関野先生のお顔にまず驚きました。植村氏もそうでしたが、
とてもいいお顔でした。80才の主婦に過ぎませんが、終始どきどきし、感動しながらご講演
を伺いました。途中涙が出そうにもなりました。壮大な時間と空間を味わい、第二部を楽し
みに休憩時間を過ごしています。

47 その他 60 男性 生命を懸けた研究に敬意を表します。

48 主婦 70 女性 フェゴ島の近くまで行ったことがあります。パタゴニアの先にありました。興味深いお話を
ありがとうございました。

49 主婦 ― 女性 とても夢のあるジャーニー。うらやましい限り。第3部がとても良かった。

50 無職 70 男性 渡邉先生のお話のもっと詳細な研究をいつかお話しください。

51 無職 80 女性 良い勉強をさせていただきましてありがとうございました。

52 無職 80 男性 新しい視野の研究分野であり、大変興味深かった。

53 主婦 50 女性 科学館にも春に伺いました。図論面白く、しょっちゅうながめています。ずっと注目してい
ます。

54 教員 60 教員 出アフリカからユーラシア大陸における人類の移動について、大変参考になりました。

55 主婦 40 女性 総合討論がおもしろかったです。先生方の素の感じにとても好感が持てました。

56 会社員 50 男性 実際のフィールドで体験し、出会った人と交流して感じたことを基盤とした関野先生の言葉
の数々の中に、非常に貴重なキーワードを頂いたと感じております。

57 無職 60 男性

関野さんの「グレートジャーニー」に関する記録を以前テレビで拝見し、人類移動の足跡に
改めて注目させられました。今回、ご本人から直接、お話を伺う機会を与えて頂き感謝申し
上げます。地球上で暮らす人類のたくましさ、文化の多様性に思いを致す時、昨夜の国会内
での次元の低い行動にむなしさが募ります。

58 会社員 ― 男性 テレビや書籍で知る知識を、生の声で間近に聞くことができ、わかりやすかった。

59 無職 80 男性

日本民族には原人は存在しないという説であるとすれば、他地域からの移動流入と考えられ
る。縄文人は主として、北方系だろうか、然し、弥生人はどうしても南方系、黒潮流入系と
考えて来ましたが、これについて異論があるのでしょうか。今日、ＤＮＡ鑑定という科学の
進歩でおおよその日本のルーツが見えるのでしょうか。

60 その他 80 男性 興味深く、面白い講演でした。世界史が好きなので、参考になりました。

61 会社員 40 男性 人類の拡散の話は大変興味深いものでした。今生きていられるのは何故か、どうして日本人
として生まれたのか、そのルーツを探りたいという思いにたいへん共感できました。

62 ― 60 ―

視野を世界の各地・辺地に住む人々に広げられて、興味津々で伺いました。日本の私がほん
のちっぽけな存在に思えました。それなのに我々日本人は多大なエネルギーを消費しており、
なるべく身体と頭を駆使し、自分の（人間としての）能力を少しずつでも取り返すことをや
りたいと思います。第三部討論では、文明論では大賛成です。人間は部をわきまえ、子孫に
責任の持てる生活をすること、本当に同感です。

63 無職 70 男性「時空を超えた」大きなテーマを取り上げていただき、とても刺激的でした。

64 ― 50 男性 人類が移動した道程を自らの足で実践された関野さんの生の声に改めて感動しました。

65 無職 40 女性 楽しかった。関野先生のお話、もっと聞きたいです。



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2013 073

NO. 職業 年齢層 性別 ご意見・ご要望

66 無職 60 男性 初心者にもわかりやすくＤＶＤなどを使ってもらって視覚的にもよかった。欲を言えば旅の
うら話をもう少し聞きたかった。

67 無職 60 男性 一流の方のお話が聞けて良かった。特に関野先生の冒険談や映像がおもしろかった。

68 無職 60 男性 ロマンがあり、良かった。雄大さを感じた。人類の生命力の強さを感じた。

69 教員 50 女性 たいへん大きなテーマ内容で、ためになりました。人間はすごいということがわかりました。

70 教員 60 男性 関野先生の「人類の適応と文化的多様性」について、時間的制約があったのであまり言えな
いが、もっとじっくり聞きたかった。

71 その他 80 男性
近来ＮＨＫテレビでかなり詳しく知識を得ることができるようになってきていますが、やは
り生の声で学者自身から聞けることはすばらしい。2～ 3時間で単行本一冊分くらいの値打
ちがある。

72 会社員 70 女性 関野先生に興味があった。

73 主婦 70 女性 大きなテーマにひかれました。日常を離れた物の見方を学び、人類ひいては地球の有様を考
えられてうれしいことでした。

74 主婦 60 女性 まったく知らない分野でおもしろかった。

75 会社員 50 男性 興味深い話題を提供していただきました。自分の足で世界を直接見た視点はとても面白く感
じました。

76 無職 80 男性 関野先生は人柄もすばらしいと思いました。

77 ― 30 女性 千葉県の九十九里での砂鉄からの工具作り、インドネシアでの船造り、石垣港までの航海に
心が熱くなりました。

78 無職 ― 男性 興味深く聞くことが出来、知識が広まったと思う。

79 その他 60 女性
私（人間）はどこから来て、どこへ行くのか?　小さい頃から思っていました。変な子と言わ
れていましたが、化石を宝のようにしておりました。これからも死ぬまで思っていくと思っ
ています。こういう場に出会えてよかったと思います。

80 ― ― 男性 全く知らなかった内容で、興味のもてる話であった。高地でどのような生活をしているのか
を少し知ることができ、良かった。

81 無職 70 男性 もっと詳しい話を期待しました。先生の苦労が伝わってこないです。

82 会社員 40 男性

関野先生は一橋大学の先輩で、以前、学報でグレートジャーニーの記事を拝見し、是非お目
にかかり、お話をうかがいたいと思っていました。思いがけずこのような機会があり、大変
感謝しております。本日のお話を聞き、人間の持つ「生物的」な側面と「文化的」な側面を
改めて感じ、そこが「人間学」の複雑さ、面白さと理解することができました。
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渡邉毅主任研究員：定刻が参りました。平成

25年度第1回人間講座を開催したいと思い
ます。最初に本学園理事長からご挨拶をお願

いします。

森棟公夫理事長：椙山女学園理事長の森棟公

夫でございます。よろしくお願いいたしま

す。本学は2005年に人間学研究センターを
設立いたしまして、設立と共に本学の理念で

あります「人間になろう」に関わるさまざま

な主題について講演会を開いております。本

年はこの稲村先生のご講演が人間講座第1回
となりますが、ご希望の方がたくさんいらっ

しゃいますので、通常の会場からこちらの看

護学部に場所を移しました。看護学部は現

在、4年生が最上級生ということでございま
して、まだ卒業生を出しておりません。です

から、この建物も使い出してまだ4年経てい
ないという状況にありまして、設備等もいろ

いろ完備している新しい建物でございます。

この会場より本日の稲村先生のお話をお伺い

したいと思います。それでは、主任研究員の

渡邉先生からご紹介等を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：どうも、ありがとうござ

いました。それでは本日の講師の稲村先生を

簡単にご紹介したいと思います。稲村先生は

個人的には30年余りのお付き合いなのです
が、東京大学の大学院でいわゆる文化人類学

を履修され、メキシコに留学されたことで、

南米の調査、特にアンデスを中心に長年にわ

たって調査をしてこられました。非常に人間

関係がお上手というのか、いろいろな人達と

友人関係を結びながら共同研究をされていま

す。アンデスからヒマラヤへと、最近はブー

タンも含めて、長年にわたって家畜に焦点を

当てた研究を続けていらっしゃいました。最

近も、生老病死のエコロジー、高地に適応し

ている人達の健康面についても、お医者さん

達との共同研究で進めておられます。今日

は、高地に暮らす人達の生活と文化について

お話をいただきたいと思います。それでは、

よろしくお願いいたします。

稲村哲也教授：皆さん、こんにちは。今日は

たくさんの方にお集まりいただきまして本当

にうれしく思います。

　私は学部生のときメキシコに留学して、メ

キシコとグアテマラで少し先住民の研究をし

たのですが、その後、1978年に指導教官の
増田昭三先生に誘われてアンデスの民族学研

究プロジェクトに参加しました。それ以来、

アンデスの研究が面白くて、結局アンデスと

極高の地に生きる
―アンデス・ヒマラヤ高地の生活と文化―
Living on highest mountains: life and culture in the Andes and the Himalayas

放送大学教授・椙山人間学研究センター客員研究員
稲村　哲也
Tetsuya Inamura



第1回　人間講座『極高の地に生きる―アンデス・ヒマラヤ高地の生活と文化―』

Journal of Sugiyama Human Research 2013 075

ヒマラヤという二大山脈の比較ということを

ずっと研究してきました。両方をしつこく研

究している研究者は世界でも少ないです。そ

のアンデスとヒマラヤ両方を聞く機会はなか

なかないと思いますので、今日は一気にお話

したいなと思っております。ただ、両方の話

を一度にすると混同しやすいかと思います。

それぞれの地域、例えばヒマラヤといっても

いくつかの国に分かれていて、それぞれの国

にいろんな事情があります。そういうところ

は、またの機会があればお話させていただく

ということで、今日は概論的にお話させてい

ただければと思っております。

【事前質問のご紹介】

　質問をあらかじめ七つほどいただいており

ます。それぞれ本質をつく質問なので、少し

今日の話の中に組み込んできました。一つ一

つお答えするのは少し難しいと思いますが、

簡単に質問を紹介させていただきます。

　①「日本との因果関係」ですが、アンデス

の先住民と私達は人種的に近いというこ

とがありますが、これについては後で少

し触れたいと思います。

　②「アンデス、ヒマラヤへの移動方法、そ

の理由、起源」。それを考古学的、遺伝

的に解説してほしい、ということですが、

これを説明できたらかなり大変な学説と

いうことになってしまうと思います。後

で少しは触れたいと思います。

　③「国境線の問題」それから「アンデスの

考古学」。国境線は、ヒマラヤでは確定

されていない所が多いです。アンデスの

考古学に関しては、今日の話の中に組み

込んでおります。

　④「モンゴルの遊牧民との違い」、「わざわ

ざ高地の厳しい所に住んでいるのはな

ぜ」という質問ですが、これも今日の話

の中で汲み取っていただければと思いま

す。

　⑤「幸せ」という問題。これも非常に大き

な問題ですが、ブータンにおけるGNH
（国民総幸福量）の話を少し付け加えさ

せていただきます。

　⑥「アルプスとの比較」。アルプスに関し

ては、私は行ったことがありませんが、

ずっと関心を持っていまして、いつか

行ってヒマラヤ・アンデスと比較してみ

たいなと思っております。

　⑦「いろいろな動物がどうして地域によっ

て異なっているのか」。これは、むしろ

渡邉先生の方が私よりも詳しいかもしれ

ません。そもそも動物の分布という問題

は、私もあまり考えたことがないのです

が、古生物学的に遡る、あるいは進化ま

で遡らなければならない問題かもしれま

せん。これも私には力不足という感じが

しますが、今日はその中でもアンデスと

ヒマラヤの家畜動物については、しっか

りと見ていただけるかなと思います。

　ということで、質問に十分にお答えするこ

とはできませんが、少し発表の中でお答えで

きるかなという風に思います。

　レジュメですけれども、皆さん本当にご熱

心なので、お答えすることも含めて盛りだく

さんになってしまいました。発表自体は、写

真をたくさん用意しておりますので、ゆっく

り見ていただければいいと思いますが、始め
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にレジュメで少し説明させていただきます。

【ヒマラヤの地理】

図1　ヒマラヤの地図

　まずは地理ということで、ヒマラヤ地域の

地図（図1）を出しております。そこにヒマ
ラヤ山脈が弓状に、南に張り出すような形で

広がっています。その辺り、ちょうど中央部

にネパールという国があり、そして、その右

側にブータンがあります。ブータンは大体、

日本の九州くらいの大きさで、人口も70万
人くらいの小さな国です。それに対してネ

パールは、人口が3000万人くらいになりま
す。人口密度が非常に高く、人口もかなり多

い国です。そして、そこに挟まれた部分にシッ

キムという王国がありましたが、これはイン

ドに併合されてしまいました。ブータンもそ

ういったことを非常に警戒していて、インド

とは非常に仲良くやりながらも、独立を保つ

ことに苦心しているという国です。

　そして、ブータンの右側がアルナーチャ

ル・プラデーシュ州、インドの東北部の州に

なります。文化的に多様で、非常に面白い地

域ですが、国境紛争地域です。現在インドが

実効支配していますが、中国がその州全体を

自分のものだと言っている所です。

　1950年代からはチベットに中国の軍が
入って中国が支配するようになります。

1959年にいわゆるチベット動乱が起こって、
そのときにダライラマが逃亡して亡命政府を

ダラムサラという所（インド）に置くわけで

す。その後、中国軍が南に入ってきて、今の

アルナーチャル州全土を一度中国軍が制圧し

ました。インド軍が逃げてしまったわけで

す。ところがその後、なぜか中国は兵を引い

てしまいます。それ以来、ずっとインドが実

効支配しています。現在もどんどん立派な道

路をインドが造って、国境地帯に非常に多い

数の軍の基地があり、駐留軍がたくさんいま

す。2年ほど前でしたか、ダライラマがこの
地域に行って演説することがありまして、そ

の時は南からインド軍のトラックが列をなし

て国境に集まっていました。非常にホットな

紛争地域ですけれども、インドがしっかりと

道路や軍事基地を造って固めているという状

況です。実効支配をインドがしている地域で

す。

　ヒマラヤの西の方ですが、ヒマラヤという

のはネパールから更に北西の方に伸びていま

して、そしてヒマラヤ主脈の更に北にラダッ

ク山脈、カラコラム山脈が連なっています。

このラダック、カラコルムに挟まれる辺りに

インダス川上流部がありますが、ここにラ

ダックという地方があって、この地域も少し

紹介します。この地域は、インド北端のジャ

ンムー・カシミール州に属しております。同

州はパキスタンも領有を主張しているという

ことですが、実際にインド、パキスタンの間

の紛争が戦後何度も起こっている地域です。

その西部のアザド・カシミール地方は、パキ

スタンが実効支配しています。一方、ジャン
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ムー・カシミール州の東部のアクサイチンと

いう地域があるのですが、ここは中国が実効

支配しているということで、三国が入り乱れ

ています。ここで、医学の研究グループとの

共同調査で何度か調査をしてきました。後で

少しだけ紹介いたします。

　このようにヒマラヤというのは地形的に要

衝ですので、もともと境になりやすい地域で

はあります。実際、中国、インドといった大

国の境目になっていて、それにパキスタンが

加わって、この三つの国が入り乱れて、非常

に複雑な難しい国境問題を抱えている地域で

す。

　そういった所で、山の中の平和な暮らしを

していた人達が、20世紀後半から国際紛争
に翻弄されてきた地域なのです。そういった

ことを頭に入れておいていただきたいなと思

います。

【ヒマラヤの断面】

　次の図ですけれども、これは、そもそもヒ

マラヤがどの様にできたかということを表し

ています（図2）。この図自体は、自然地理
学者の岩田修二氏が作成したものです。

　下の注にありますが、約5000万年前に、
インドプレートに乗ったインド亜大陸がユー

ラシアプレートに衝突して、その下にもぐり

こんだと考えられています。日本列島もその

ようにプレートの重なりがあって、それが動

くたびに地震が時々起こることは知られてい

ますよね。こうしたプレートとその動きに関

する理論を「プレートテクトニクス」と言い

ます。私達が子供の頃は、地面が動くなどと

は誰も言っていませんでした。しかし現在

は、地球はいくつかのプレートに分かれてお

り、それは動いているのだということが、も

う常識のようになっています。

　日本ですと海洋プレートが潜り込むのです

が、この地域の場合は大陸プレートがぶつ

かって潜り込んでいるのですから、非常に衝

撃が大きかったわけです。そして、それによっ

てチベット高原ができ、その境界にヒマラヤ

山脈ができました。

　プレートが重なると、その下のプレートが

下に潜り込んでマグマに溶かされ、それが上

昇して火山を起こすということも言われてい

ます。そういったことを含めて、造山活動に

よって世界で一番高いヒマラヤ山脈というの

が、プレートに沿って形成されているという

ことです。ここに、登山家の三浦雄一郎氏が

80歳で頂点に立ったというわけですよね。
　プレートの重なりによっていくつか「し

わ」のようになっていますが、一番大きなし

わがヒマラヤの主脈、グレートヒマラヤとい

う言い方もします。その南に小さいしわが

あってマハバーラトと呼ばれる山脈があり、

更に小さなしわで、シワリーク丘陵がありま

す。そして、このグレートヒマラヤとマハバー

ラトの間が盆地になっていて、ここが、ネパー

ルですと、例えばカトマンズ盆地になり、少

図2　 ヒマラヤの断面図：ヒマラヤからチ
ベットにかけての地形と地下構造の関
係を示すブロックダイヤグラム（岩田
修二作成、山本・稲村編著2000『ヒ
マラヤの環境誌』より）
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し広くて豊かな土地で、文明も栄えた場所に

なっています。

【アンデスの多様な環境と栽培化された植物】

　次に、アンデスについても地理的なことを

お話しておきたいと思います。ここも、南米

大陸のプレートと、ナスカプレートという海

洋プレートがありまして、ナスカプレートが

東に動いて下に沈み込んでいることで、アン

デス山脈ができていることが分かっていま

す。緯度を比較しますと、こちらは南半球で

すが、ペルーという国は、赤道直下のエクア

ドルに接していて、ちょうど0度ぐらいから
南の方に18度くらいまで伸びています。高
い巨大なアンデス山脈がそびえているので、

自然環境が非常に多様です。下の方に下がる

と熱帯、上に上がっていくにつれて気温が下

がっていきます。そして、標高5000mくら
い上になると氷雪地域、氷・雪の世界という

ことで、世界中の多様な気候がここに全て凝

縮されているような、そういった地域です。

ですから、古代アンデス文明が興ったという

のも、多様な環境を非常にうまく利用してき

たという側面があります。それについても、

また後で説明したいと思います。ペルーの南

は、海岸沿いはチリに繋がり、そして内陸は

ボリビアという国に接しています。ペルーと

ボリビアとの国境辺りに、チチカカ湖、「ティ

ティカカ」というのが正しい発音ですが、湖

があります。湖面が富士山よりも高い標高

3800mにあります。しかも琵琶湖の11倍も
あるということで、アンデスの大きさ、その

スケールが分かるかと思います。

　「アンデスで栽培化された植物と家畜」の

一覧を見てください（表1）。アンデスには
非常に多様な自然環境、多様な植生があるの

ですが、そこの自然の植物を栽培化していっ

て、さまざまな作物を作り出しているわけで

す。それはもちろん、古代アンデス文明の基

盤になっています。

　例えば雑穀ですと、キノアあるいはアマラ

ンス。キノアは日本でも少し知られるように

なってきていると思いますが、非常に栄養価

が高い小さな粒です。食べてもおいしいの

で、注目されている作物です。それからトウ

モロコシの方は、メキシコやグアテマラ、「メ

ソアメリカ」と呼ばれる、北米大陸南部の古

代文明が興った地域で栽培されたと考えられ

ていますが、アンデスにも古くから伝わり栽

培されました。

　そして、イモがとても多いです。特にこの

中で、ジャガイモとサツマイモが世界に普及

して重要な作物になっていますが、まだあま

り世界に広まっていないものもあります。イ

モ類の最初のところにユカとありますが、こ

れはキャッサバとかマニオクとも呼ばれてい

表1　 アンデスで栽培化された植物と家畜＜5アンデスで栽培化された作物と家畜＞
　アンデスで栽培化された植物と家畜
■雑穀 キノア　　カニワ　　アマランス（トウモロコシ）
■イモ類 ユカ　　ジャガイモ　　サツマイモ　　オカ　　オユコ　　ラカチャ　　ヤコン　　カンナ　

クズイモ　　マシュア　　マカ
■その他 インゲンマメ数種　　ピーナツ　　タルウィ　　カボチャ　　トウガラシ　　コカ
■果実 アボカド　　トマト　　チリモヤ　　ルクマ　　パカエ　　パイナップル　　その他
■家畜 リャマ　　アルパカ　　クイ（テンジクネズミ）
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るもので、これもアフリカとかアジアにも伝

わって、広く作られています。最近注目され

ているものとして、日本で知られているの

は、マカですね。これは強壮剤として有名で

すが、アンデスの高地の人はこれを栽培し

て、カブのようにして焼いて食べたりしてい

ます。これは朝鮮人参みたいな成分を持って

いて非常に体に良いということで、日本では

強壮剤みたいな形で売られています。あとヤ

コンと書いてあるのは、ペルーでは「ヤコー

ン」という様に言うのですが、日本では「ヤー

コン」というような発音で呼ばれています。

これは糖尿病に良いと言われて、少し日本に

も入っています。それ以外のイモはあまり知

られていないと思います。

　その他にも非常に重要なものがいくつか

あって、ピーナッツ、カボチャ、トウガラシ

ですね。トウガラシはメソアメリカにもあり

ますけども、アンデスでも独自に栽培化され

ています。これが世界に広まって、今ではエ

スニック料理には欠かせないものとなってい

ます。例えば韓国料理のキムチにトウガラシ

がなかったら、どんな味がするだろうと思い

ます。タイ料理なんかもトウガラシが入った

のはせいぜい100年程度でしょうから、それ
以前は全然違ったと思います。タイ人は昔か

らタイの伝統だと思っているかもしれません

が、そんなことはありません。アンデスの作

物が世界に広がって、世界の食を大きく変え

たと考えられます。それから果物もいろいろ

ありますね。

【アンデスのラクダ科動物と人の移動】

　最後にリャマ、アルパカ。これはラクダ科

の動物、ラクダの一種です。北アメリカで約

2000万年前にラクダの祖先が誕生し、現在
のベーリング海峡が陸続きだったときにアジ

アに渡って、それがヒトコブラクダとフタコ

ブラクダになったということが分かっていま

す。一方で北米と南米が、以前は離れていた

ものがくっついたのが大体380万年くらい前
と言われています。それ以降に北米から南米

に渡って、家畜化されたものが、リャマとア

ルパカになったことが分かっています。

　そのベーリング海峡ですが、氷期というの

は今から大体200万年以降に少なくとも十数
回は地球に訪れたということが分かっている

のですが、最後の氷期が終わるのが大体1万
3000年くらい前という説が有力です。数万
年間は氷期が続いて、氷期の間は地球の気温

が全体的に低いですから、チベット、北米大

陸、シベリアといった所は雪が数千mまで
降り積もります。そうするとその水分という

のは海の水から来ますので、海面が下がるわ

けです。今より大体100mくらいは下がった
だろうと言われています。そのとき日本列島

は中国大陸とくっついていましたし、北米大

陸とユーラシア大陸が現在のベーリング海峡

のところで繋がっていたということが知られ

ています。

　そこで今から数万年前、最後の氷期に、ア

ジアの狩猟民の人達が北米の方に知らないう

ちに渡ってきます。マンモスとかを獲ってい

た人達が渡ってきます。1万数千年前になる
と、急に地球が暖かくなります。氷期が終わ

るわけです。それから北米大陸とユーラシア

大陸が切り離されます。そうすると、アラス

カの方に残っていた人達が南に下ります。そ

して1000年ぐらいで南米の端まで到達した
のだろうと言われています。その一部がアン
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デス山脈に住みつくわけです。その後、リャ

マやアルパカを家畜化していったということ

になります。

　ですから、日本人との関係という意味で

は、私達も氷期との関係というのは大いにあ

ると思います。それから北米に行った人達と

日本人も、割と近いアジア系の人だというこ

とになります。モンゴロイドというふうに言

われたりもしますが、アンデスに行って先住

民の人達と生活を共にすると、日本人のよう

な感じの人も中にはいるわけです。日本人よ

りも少し彫りの深い人が多いですけれど、ア

マゾンなんかはわりととのっぺりした人も多

くて、知りあいの誰かに似てるな、と感じる

人がいたりします。

【アンデス古代文明のホライズンと編年】

　古代のことに関心があるという質問もいた

だきましたので、少しここで触れていきま

す。アンデスの古代文明に関心のある方は、

「三つのホライズン」というのを頭に入れて

いただくと、アンデス文明が非常に頭に入り

やすくなります。「ホライズン」というのは「水

平線・地平線」という意味ですが、要するに、

共通の文化要素が広い範囲に広がった時期の

ことをホライズンと、アンデス考古学では呼

んでいます。「チャビン」「ワリ」「インカ」

という三つのホライズンを覚えてもらうと良

いと思います（図3、図4）。
　「インカ」はご存知だと思うのですが、こ

れは最後のアンデス文明です。実はインカ

図3　 アンデス古代文明の3つのホライズン
（ピース、F.、増田義郎1988『図説イ
ンカ帝国』より）

図4　 アンデス古代文明の編年と3つのホラ
イズン（ピース、F.、増田義郎1988『図
説インカ帝国』より）
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は、100年ちょっとしか続きませんでした。
1532年、フランシスコ・ピサロというスペ
イン人の征服者がアンデスに来て、皇帝アタ

ワルパを捕らえてしまいます。取引をして、

黄金を部屋いっぱいに集めれば許してやると

騙して、皇帝の命令で国中の金を集めさせた

後、結局殺してしまいます。

　この年、1532年が一応、インカ帝国崩壊
の年とされています。インカ帝国が拡大して

いったのは1420年代からですので、100年
と少ししか続かなかったことになりますが、

非常に強大な国をつくるわけです。

　そのインカに先立つ文明というのは非常に

長くて、紀元前3000年くらい、エジプトに
匹敵するくらいの時代に、ピラミッド状の建

物が非常にたくさん造られています。それが

発見されて現在、発掘ブームになっていま

す。その一つがカラルという遺跡で、世界遺

産にもなりました。ですので、チャビンより

もっと前にホライズンと呼べるようなものが

認定されるかもしれませんが、これまでは、

先ほどの「三つのホライズン」ということに

なっています。

　そこで、一番古いホライズンはチャビン、

これは紀元前1000年ぐらいから始まるので、
かなり長い期間、1000年近くチャビンの文
化要素が続くわけです。チャビンとインカの

ホライズンの中間にワリがあります。チチカ

カ湖の近くにあった地方文化ティアワナクと

いう文化がアンデスに広く拡大していき、そ

れが「ワリ」と呼ばれています。これが紀元

後の1000年ちょっと前、900数十年くらい
で滅びるのですが、300年近く続きます。こ
の辺を押さえておくと、後はその間の時期、

初期中間期、後期中間期というように覚えれ

ばいいわけです。

　例えば、初期中間期に、地上絵で有名なナ

スカがありますが、ナスカは紀元後の数百年

くらいだということです。また、同じ時代の

北の海岸の方に、モチェというものがありま

す。この辺りを覚えておくと、大体アンデス

文明の全体が頭に入って、展覧会に行ったり

本を読んだりすると非常に面白くなるかと思

います。

【中央アンデスの牧畜の特徴とその要因】

　次に「中央アンデスの牧畜の特徴とその要

因」に入りたいと思います。アンデスの牧畜

は、自然の草を食べているにも関わらず定住

的であると言えます。定住的というのは、標

高4000m前後の高い場所の一定の領域の中
で、1年を通して家畜を飼えてしまうという
ことです。

　これは、モンゴルの遊牧なんかと比較する

と大きく違う点です。モンゴルですと乾燥地

域で、また夏と冬で気温が極端に違いますか

ら、かなり広い範囲を遊動しないと家畜が飼

えません。一箇所にいると、すぐに草が無く

なってしまいます。そこでゲル（中国語では

パオと呼ぶ）円形のテントを使って移動する

わけです。チベットの遊牧もそれに近いので

すが、チベットの場合は高低差の利用もあり

ます。こうしたものが遊牧ですね。それに対

してアンデスは定住的な牧畜です。

　また、モンゴルでは五種類の家畜を飼って

いますが、全ての家畜からミルクを搾りま

す。ウシはもちろん、ラクダからもミルクを

搾るわけです。ウマからも乳を取って馬乳酒

にしたりします。それからヒツジやヤギから

もミルクを搾ります。つまり、ミルクを搾る
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ことによって、家畜を殺さないで利用できる

というわけです。ですから、利息で食べるよ

うなものだという説明がよくされるのです

が、遊牧にとってミルクの利用は決定的に重

要だという考えがずっとあります。それに対

し、アンデスの牧畜はミルクを全く搾らない

という、大きな違いがあるのです。

　定住的牧畜やミルクを利用しないという、

アンデスの牧畜の特徴、アジアやアフリカと

の違いは何故だろう、というのが私のテーマ

の一つだったわけです。簡単に言ってしまえ

ば、アンデスの牧畜が定住的である理由は、

熱帯の高地であるからです。中央アンデスは

緯度的には熱帯に位置しています。したがっ

て、1年間気温の変化があまりないわけで
す。また、標高4000mくらいの高い所は雪
解け水が常にあります。そのため雨季・乾季

の差は非常に大きいですが、乾季になっても

水は枯れないで、いつも小川が流れていま

す。湿原もあります。そういった環境を利用

することで、1年中家畜を飼うことができる
わけです。このような点が、モンゴルや西ア

ジアなどの乾燥地域の遊牧とは非常に違いま

す。

　次に「ミルクを利用しないこと」について

です。これは高い所と低い所で気温が違って

くるわけですが、ちょうど高原と峡谷の所で

大きく変わります。下の方の峡谷は暖かいた

め、農耕ができます。少し登っていくと高原

になって、そこは寒いので農耕はできません

が、草はたくさん生えているので牧畜ができ

ます。つまり、高さによって生態系がはっき

り違っているということです。ですから下の

方は農業、上の高原は牧畜と住み分けが最初

からできていて、しかも近い場所にありま

す。ですから、牧畜をやっている人達も農業

へのアクセスがすぐにできるのです。専業の

牧民であっても、少し下がっていけば農耕地

域に到着します。そこで物々交換をしたり、

リャマを使って農産物を運んでやったりし

て、農産物を貰うといったことをしています。

【スライドでの説明】（スライド番号は（　）内）

アンデスの古代文明

　ここからはスライドを見ながら、説明して

いきたいと思います。

（1）

　（1）これは、南米大陸の太平洋岸・西岸
に沿ったアンデス山脈の地理的な図です。

ちょうど中央アンデスにあたる所の中心がペ

ルー、現在のペルーのクスコにインカ帝国の

首都がありました。現在のペルーの首都はリ

マで、海岸の方にあります。スペイン人はあ

まり高い所を好まなかったので、海岸に首都

をつくったわけです。しかし、もともとクス

コ辺りは標高3400mですが、実は非常に住
みやすい場所です。いきなり私達が行くと高

山病になりますけど、少し順応すれば住みや

すいと言えます。

　（2）次のこの写真は、アンデスの東側の
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（2）

の山脈です。アンデス山脈というのは、いく

つか平行に山脈が走っていて、主として、東

側の山脈と西側の山脈に分かれます。そし

て、その間が高原になっています。特に東側

の山脈は、アマゾンの方からの湿気が雪にな

るので、非常に美しく「白い山脈」と呼ばれ

ています。その山脈の手前にいくつか家が見

えています。ここは標高4500m、もしくは
もう少し高いかもしれませんが、ペルーとボ

リビアの国境で、この写真は確かボリビアで

撮ったと思います。

（3）

　（3）これは有名なマチュピチュ、インカ
の遺跡です。ここは実は少しアマゾン方面に

下がった所なので、いつもこのように霧や雲

が出ていることが多いです。「空中都市」な

どと宣伝されて、高地の遺跡のように思われ

ていますが、標高2400mなので、実はアン
デスとしては低い場所にあります。ですか

ら、クスコに旅行に行って高山病になって

も、マチュピチュに翌日行くと高山病が治っ

てしまうことがあります。そしてまたクスコ

に戻ると大体、高度順応ができていることが

多いです。

（4）

　（4）盆地にあるクスコの端の丘の上にある、
サクサイワマン砦という遺跡です。マチュピ

チュはあまりに有名で、こちらはそれほど有

名ではありませんが、非常に巨大な遺跡で

す。この中で一番大きい石は高さが5mぐら
いで、数百 tあります。これがぴったりと
くっついているので、インカの石像の石造り

の技術というのは、想像がつかないくらい非

常に優れていると言えます。

　（5）（6）それから次は地震の写真ですが、
やはりプレートの影響でペルーも地震が多い

国です。植民地以降、アドベを使ったスペイ

ン式の家が普及するのですが、それらは非常

にもろいわけです。（7）こちらは教会です。
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（5）

（6）　地震により倒壊した建物

（7）　地震の被害に遭ったキリスト教教会

もちろん、カトリックはスペイン人が持ち込

んで、各地に教会を作りますけれども、こう

した地震の時などに崩壊して随分と被害が出

（8）　教会から運び出されたキリスト像

ました。しかし、インカ時代の建物あるいは

それ以前の遺跡はびくともしないで、非常に

持続性があります。（8）それで、皮肉にも
こういったキリストの像などが避難をしてい

るところです。これは2007年でした。

（9）

　少し古代の土器などを紹介したいと思いま

す。（9）これがチャビンの土器とインカの
土器です。先ほど説明したように、1532年
にインカが最後に征服され、チャビンは紀元

前の1000年ぐらいから紀元直前ぐらいまで
続くわけです。

　チャビンの時代に非常に優れた土器が作ら

れています。鐙形と言って、馬具の鐙の形を
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しています。持ちやすく、お酒などを入れて

傾けると上の方から空気が入ってきて下から

お酒が出るため、機能的にも優れています。

　チャビンの時代の遺跡を東京大学の調査団

がずっと発掘しています。（10）大貫良夫氏
が団長を務めた考古学調査団が発掘したクン

トゥル・ワシ遺跡は、チャビンの時代に相当

します。（11）その中から黄金の装飾品が出
てきて、この時代のものとしては、初めて発

掘で出土したということで非常に有名になり

ました。

（10）

（11）　クントゥル・ワシ遺跡から出土した
黄金の装飾品

（12）

　（12）チャビンの後に有名なのはナスカです。
ナスカは地上絵であまりにも有名ですが、最近

はピラミッド型の建物がたくさん発見されまし

た。それ以前は砂に埋もれて砂丘かと思われて

いた大きなピラミッドが現在、何十と見つかっ

ています。しかし、まだ一部しか発掘されてい

ません。それから中間期の時期というのは、い

ろんな地方でさまざまなユニークな土器が登場

しています。（13）ナスカの土器に描かれた戦
士とトウガラシです。戦士は敵の首を持ってい

ます。トウガラシは、アンデスの原産の作物と

いうことが土器からも分かりますね。（14）こ
れは実際の大きなトウガラシです。

（13）
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（14）

（15）

　（15）次に同じ時期のモチェです。これは
海岸の遺跡で、非常に大きなアドベ（日干し

煉瓦）の建物です。（16）（17）これも最近
発掘が進んで、非常に鮮やかなレリーフなど

が出てきています。そして、この北海岸の方

では、非常に立派な金の細工がこの時期に登

場します。（18）（19）これはシパンという
文化の黄金製品で、モチェと同じ時期、地域

も近くです。

　（20）それから左側の土器は、造詣ではな
く絵画的に絵を描いているものですが、これ

は何だと思いますか。鳥をつかんでいますが

周りに魚もいます。これは鵜飼の絵ですね。

右側の写真はリャマを連れている人です。

（16）　モチェの遺跡から発掘された
レリーフ①

（17）　モチェの遺跡から発掘された
レリーフ②

（18）
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（19）

（20）

（21）

（21）それからピーナッツの土器だとか、モ
チェの土器は非常にユニークで写実的な物が

多くあります。（22）（23）ジャガイモ、そ
れからリャマですね。

（22）

（23）

　これはペルー中部海岸地方のチャンカイと

いう文化、後期中間期で紀元後の千数百年、

インカよりも少し前です。（24）これはユカ、
つまりマニオクです。（25）これは実際のマ
ニオクです。（26）それから魚になります。
このように非常に素朴でユニークな土器がみ

られます。チャンカイは織物も非常に優れて

います。ペルー海岸は雨がほとんど降らない

ため砂漠が続いていますが、そこに山から川
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（24）

（25）

（26）

（27）

（28）　チャンカイ　レース織（拡大図）

が流れてきて、川の谷、河
かこく

谷が灌漑されて豊

かな地方文化が築かれます。海の幸と農耕に

よって文明が支えられるわけです。（27）（28）
これは魚のモチーフの織物です。こういった

織物がチャビンの時代から残っています。植

物繊維や動物の毛なども、気候が保存に適し

ていたため残っているということです。（29）
これもインカの前の土器、チムーの土器です。

　次はインカの遺跡マチュピチュですね。

（30）これは「時を結ぶ」という意味のイン
ティワタナと呼ばれているものです。儀礼の

場所、一般には日時計と呼ばれていますが、

本当に日時計かどうかはよく分かっていませ

ん。（31）これはコンドルの神殿と言って、
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（29）

（30）　マチュピチュ遺跡　インティワタナ

（31）　マチュピチュ遺跡　コンドルの神殿

コンドルの形をしています。後ろの方の岩が

羽にあたります。（32）これは先住民の方で
すね。高い所は日差しが強いので色の黒い

人が多いですけれど、日に当たらなければ

もっと白い肌をしています。

（32）　インカ　先住民の家族

（33）　ピサック遺跡

　また、マチュピチュ以外にも大規模な遺跡

があちこちにあります。（33）（34）ピサッ
ク遺跡ですが、このように階段畑や灌漑の

水路も非常に立派です。（35）これは先ほど
のサクサイワマンですね。（36）こちらはク
スコです。クスコはスペインに征服された

後、町の姿を変えられますが、土台は昔
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（34）　ピサック遺跡の灌漑の水路

（35）

（36）

（37）　クスコ市　スペインによる征服以前
のままの土台

のまま残っています。（37）壊すにも壊せな
いためそのまま使ってしまおうということ

で、上だけスペイン式になっていますので、

先住民文化とスペインの文化の融合というの

が非常に象徴的に表されています。

【アンデスの先住民の生業と文化】

　アンデスの先住民の社会ですが、私は最初

1978年から2年くらい行っていまして、そ
れから何十回と訪れています。いろいろと変

化もあるのですが、リャマを飼っている牧畜

の人達の生活は、この地域では今も続いてい

ます。こちらは先ほどの、高さによって作物

それから生業が異なるという図です（図5）。
私が調査したのはこの西の方に近い所です。

海岸から川を遡った源流部分で調査をしまし

た。これは私の調査地の地図です（図6）。
色の濃い部分がプイカ行政区で、標高

4000m以上が高原、それ以下が峡谷部です。
高原と峡谷と分かれていると先ほど申しまし

たが、実際にはこういう様な状況になってい

ます。
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図5　 ペルー南部のアンデス断面の模式図
（山本紀夫1992『インカの末裔たち』
より）

図6　調査地プイカ行政区地図

　峡谷部を上がっていくと、だんだん川底が

上がっていって、なだらかになっていきま

す。4000mを超えると高原になります。途中
が一番険しいわけです。その峡谷部では段々

畑を作って、標高3500m以下の低い所では
トウモロコシが主です。それ以上ではジャガ

イモが作られ、4000mを超えるともう作物は
できないのですが、高原でリャマ、アルパカ

が飼われているということになります。

　（38）これは踏み鋤と呼ばれる道具で、耕
しているところです。（39）このように家族
そろっての農耕の様子が今でも見られます。

（38）　踏み鋤で耕す農民

（39）

こういう所をずっと遡っていきますと高原に

出て行くわけですね。（40）こんな風な光景
になります。左下を見るとちょうど典型的な

非常になだらかな谷があり、英語のUの字に
似ているのでU字谷というふうに呼ばれま
す。これは実は氷河によって削られた谷で

す。氷河時代はここに雪が降り積もってだん

だん下がってきて、そして川になって流れて

いくわけです。特に南アンデスでは非常に雪

が多くて、現在でも氷河が見られますが、氷

河の末端に行くと1日で数mも動いている。
したがって氷河湖に氷河がドボーンと落ちる

様子が見られます。ここは氷期の後、地球が

急激に暖かくなった後に氷河が後退した所で
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（40）　左下の図・氷河によってU字に
削られた谷

す。5000mよりも高い所へ行くと、まだ雪
が残っています。U字谷は、氷河によってブ
ルドーザーのように削られた後ですので、非

常になだらかな形が残っているわけですね。

日本でも、あまり広くはないですけれど、北

アルプスとかで千畳敷といって、あります。

こういった高地のなだらかな地形というのは

氷河の跡になっています。

【アンデスのラクダ科動物の牧畜】

　（41）アンデスのラクダ科の四つの動物の
種類を示しています。左側が家畜で、上がリャ

マ、下がアルパカです。遺伝的な研究で最近、

野生のラクダ科の動物との関係がかなり分

かってきています。右上の動物はグアナコと

いうのですが、ビクーニャよりも少し大きく

て、すごく元気のいい野性のラクダです。そ

して、この左右の対象関係のように、グアナ

コとリャマが非常に近く、それからビクー

ニャとアルパカが遺伝的に近いということが

分かってきました。ビクーニャを家畜化した

ことによって形質変化を起こして現在のアル

パカに、それからグアナコを家畜化した結

（41）

果、現在のリャマの形となったことが分かっ

ています。家畜化しないで野生のまま現在に

残っているのが、このグアナコとビクーニャ

です。そのため、牧畜の研究者にとっては、

非常にありがたい野生の動物ということにな

ります。もともと同じであった現在の家畜の

祖先種が分かるので、その生態を比較するこ

とができます。

（42）

　（42）それから、これはリャマやアルパカ
を飼っている先住民の家屋です。今日は、あ

まり深く彼らの生活や文化を追求できないの

ですが、これは儀礼をしているところです。

農民と比べると家族が大きくて、いわゆる大
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家族と言えます。結婚した兄弟が一緒に住ん

でいたりします。自分達の居住地の近くにあ

る目立った山、それが守り神であり、家畜ア

ルパカ・リャマの真の持ち主であるという信

仰を持っています。それはインカ、アンデス

の土着的な信仰で、今でも続いています。

　一方ではカトリックが入って、彼らもカト

リックを信仰しているのですが、ここで行わ

れている儀礼はカトリックとは全然違いま

す。しかし村に行けば教会があり、高原にも

カトリックの祠があって、カトリックの信仰

と土着の信仰が矛盾無く融合している感じが

あります。これは日本の神道と仏教の融合を

考えれば、あまり不思議ではありません。そ

のため日本人には結構、理解しやすい光景か

と思います。

（43）

　（43）これは雨季の様子です。雨季は暖か
い時期ですが、高い所では大体雨よりも雪に

なり、日中に溶けるということが多いです。

（44）先ほど二種類の家畜が出てきましたが、
リャマを輸送に使い、アルパカは毛を取ると

いうことで、どちらからもミルクは取りませ

ん。（45）この二つが大きな特徴です。（46）
なぜ定住的かということは先ほども言いまし

（44）

（45）

（46）
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（47）

たが、このような湿原があり、しかも1年中
あまり気温の変化がないわけですから、ヒマ

ラヤのように上下の移動をする必要がないわ

けです。（47）そして、少し下の方に行くと
峡谷の農民が住んでいる農村地域があります

ので、収穫期にリャマを連れて下がって荷物

を運んでやったりすると、運送料として作物

をもらえるということです。

（48）　リャマのキャラバン

　（48）キャラバンの写真です。農村で農産
物を手にいれると、高原の家の方に運んでい

きます。こういうリャマのキャラバンの美し

い姿が見られます。高地や高原というのは、

我々低地の人間にとって、最初は空気が薄く

苦しくて、夜になると頭が痛くなったりする

高山病になります。しかし、何日か過ごすと、

赤血球が増えて順応できるようになっていき

ます。そういう状況になって、こういった人

達について歩いたりすると、まさに、美しい

地球上で生きているのだと実感させてもらえ

る気がします。（48：右下）夜になるとこう
いった所で野宿します。夜中、空気が薄いの

で何度も目が覚めて、一晩中夢を見ているよ

うな感じなのですが、ぱっと目を覚ますと、

月が出ていない日は星が迫るように見えるわ

けです。空気が薄く低地の6割くらいしかあ
りませんので、光がものすごく強いわけです

ね。アンデスの人達は星座というのを持って

いるのですが、彼らは天の川の中の、星の無

い黒い部分を「星座」と言います。要するに

星が多すぎて、とても星をたどれないので

す。シミのように星の少ない所を見て、いろ

んな形の名前をつけています。

（49）

　（49）アルパカは毛を刈って、昔から織物
に使ったり物々交換に使ったりしています。

そして現在、スペイン人が入ってきた後、植

民地時代にカトリックが広がっていきまし

た。スペイン人は、カトリックをある意味で
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は強制するのですが、先住民からすれば別に

カトリックも宗教の一つだから構わないとい

う感じで、ある意味では受け入れ、融合して

いきます。

（50）

　（50）こちらはカトリックの行事ですが、
リャマが一緒になって聖人像、カトリックの

聖人を輿に載せて練り歩くというようなこと

をしています。宗教の話はまた別の機会があ

ればしたいと思います。

（51）

　（51）それから、アンデスの東斜面、こち
らは農牧民です。農民と牧民が分かれていな

いので、家畜を飼って高原に住みながら、農

業の必要に従って下の方に降りていきます。

一番低い所では1500mくらいまで降りてい
くので、一家族が3000mの標高差を利用す
るというようなことが、アンデスの東側の地

域にあります。低い所ではトウモロコシ、高

い所でジャガイモというように、高さに応じ

て多様な作物も作ります。その運搬にリャマ

を使うということです。そしてアルパカは高

い所で飼うという様なことをしているわけで

す。

【アンデスの野生動物ビクーニャの利用】

（52）

　（52）今日はアンデスの家畜の他に、野生
のラクダ科動物も少し見たいと思います。ビ

クーニャというのは非常に毛の質が良くて、

インカ時代にはインカの皇帝、あるいは王族

の衣装を作るのに使われていました。これは

野生の動物なのですが、人々が集まって列を

成してだんだん列を狭めていき、素手で捕ま

えて毛を刈り終わると、また放すということ

をしていたという記録があります。スペイン

人の征服者とインカの王族の娘との間にでき

た、混血の王族であるインカ・ガルシラソと
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いう人が書き残しています。スペインで教育

を受けたためにスペイン語で書き残されてい

ます。

（53）

　（53）征服以後こういった慣習は無くなっ
てしまったのですが、実は1990年代に復活
します。私も最初に調査したときは記録だけ

で見ていたのですが、数百年を経て復活し、

それが現実に見られるようになったので本当

にびっくりして、また非常にうれしく感じま

した。このように、環境と非常にうまく結び

ついた、地域在来の知恵というものがもう一

度見直されたという、非常に面白い例です。

（54）

　（54）現在は、現代的なナイロンのネット
などを使いながら追い込みをして、捕まえて

電気バリカンで毛を刈って、放すということ

をやっています。それ以前は、スペイン人の

持ちこんだ銃によって乱獲されて、絶滅の恐

れが出てきていました。しかし、こういった

ことをまた始めたために、住民がこの価値を

認め、野生動物ビクーニャはまた増えてきて

いるのです。

（55）

　（55）同時に、学校の先生と生徒達がイン
カの儀礼を再現したりして、伝統の見直しを

しています。地域興しの一つというふうにも

見られます。これによって現金収入も得ら

れ、野生動物の保全にもつながっている例で

す。（56）復活の要因はいろいろありますけ
れど、現代の社会の中でこそ可能となったと

言えます。つまり、資本主義がアンデスに入っ

てきたために、国際市場が開発され、ヨー

ロッパに輸出されるというルートが可能と

なったことも背景にはあります。ですから、

現代の市場経済化・グローバル化の中で、ロー

カルな伝統が見直されるという例でもあると

いうことですね。
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【ネパールの多様な自然と文化】

　次はネパールについて少しご紹介します。

　先ほどは断面図を見ましたけれども、平面

で見ますとネパールの北の方はヒマラヤ地

域、南の方は熱帯の低地です。ですからネパー

ルもヒマラヤ地域の南面の地域も、亜熱帯か

ら氷雪地域まで非常に環境が多様だというこ

とです。この多様な環境をうまく利用した生

活が営まれてきたということになります。

　ネパールは民族も非常に多様です。アンデ

スと違う点は、アンデスの場合は、先ほどの

ホライズンの話に深く関わりますが、広い地

域をインカが統一したために共通の文化が広

がったわけです。しかし、ヒマラヤ地方は地

形がアンデスよりも更に険しいために、本当

に多民族の国で、50以上の民族の認定がさ
れています。

　（57）ネパールは激動の状況になり、2008
年まで王制でしたが、それが廃止されまし

た。その前はマオイスト（共産主義毛沢東派）

という極左組織が勢力を伸ばして、内戦に近

いような状態になりました。しかし、そのマ

オイストが合法化され、和平をなして、選挙

をしたら第一党となってしまうようなことが

（57）

ありました。ただ、マオイストと、共産主義

連合統一派という穏健な共産主義の政党と、

それから国民会議派というインドに近い政党

と、三つ巴の状態になり、政局が難しくなり

ました。憲法制定議会が2006年からできた
のですが、そこで王制廃止だけは決めたもの

の、憲法自体が決められない状態のまま、現

在まで続いています。これは多民族であると

いう背景もあります。それぞれの民族によっ

て利害が異なりますので、非常に難しくなり

ます。民主主義の難しさというものを日本以

上に感じるわけです。更にネパールの場合、

カースト制度もありますので、カーストに

よっても文化が異なります。

　南の低い所、中間山地、それから高い所で、

文化が違いますので、イメージだけですが、

スライドでご紹介いたします。

　（58）～（61）これは低地です。ここはヒ
ンドゥー教徒が多く、インドと同じような雰

囲気ですね。田舎のインドの農村部みたいな

感じです。（62）それからヒンドゥー教の神
様です。ドゥルガーという女神です。

　（63）そしてこれは中間山地帯、ミッドラ
ンドという風に英語で言うところですが、こ
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（58）

（59）

（60）

（61）

（62）　ヒンドゥー教の神様

（63）
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こはネワールという民族が11世紀頃に華や
かな王朝を築きました。その都がまだ残って

いて、古い都・都市の生活が今でも残ってい

るという非常に面白い所でもあります。（64）
これはカトマンズのパシュパティというヒン

ドゥー教の寺院です。これはガンジス川の最

上流部に当たりますので、ここは聖地です。

（65）台がずっと並んでいますが、そこは火
葬する所です。火葬した後、川に灰を流しま

す。このガンジス川自体がガンガーという神

様ですから、神様と一体になることを意味し

ます。カトマンズ盆地でも仏教の寺院もあっ

（65）　ガンジス川最上流部・火葬場

（66）

（67）　チベット仏教のマニ車を回す人々

て、仏教とヒンドゥー教が混在しています。

（66）これはボーダという大きな仏塔です。
（67）こちらはチベット仏教のマニ車を回す
人達です。

【山岳民族シェルパの移牧】

　そしてヒマラヤの方に行きますと、エベレ

ストの南面にシェルパというチベット系の人

達が住んでいて、その調査を私は仲間と一緒

にやってきました。（68）高さによっていろ
いろな民族が住み分けているのですが、一番

高い所にシェルパが住んでいます。標高

2500mより上に大体シェルパが住んで



Journal of Sugiyama Human Research 2013100

第1回　人間講座『極高の地に生きる―アンデス・ヒマラヤ高地の生活と文化―』

（68）ヒマラヤのソル地区のマーケット。
多民族が集まる。

います。（69）シェルパの村ですね、結構立
派な家が並んでいます。（70）農業をやりな
がら、この人達はヤクを飼っているわけで

す。そして夏になるとヤクを連れて高い所に

行きます。標高4300mくらいです。先ほど
の村が2700mくらいですが、彼らの足だと、
半日で登ってしまいます。私達だと、若いと

きでも2日かかりました。夏は高原に非常に
みずみずしい緑があるのですが、9月、10月
になると雪が降って、もう草も枯れてしまう

ので、そこにいても仕方がありません。（71）
雪が降れば、もう春になるまで溶けませんか

（69）　山岳民族シェルパの村

（70）　犁で耕すシェルパ

（71）　移動の準備

ら、その前に下っていくわけです。シェルパ

の場合は、石の家を使って、屋根だけ持って、

移動したりしていきます。こういう感じです

ね。これは秋ですけれど、少し下の方に下っ

ていくところです。（72）ちょっと下がった
所でまた屋根をかけて、ここに数週間過ごし

ます。そして、冬は村の近くに住むというこ

とです。冬は、大体3000mくらいの高さの
所に下がります。ヤクの場合は暑さに弱いの

で、それより下がることができません。です

から、3000mくらいと4千数百mの間を上
下しています。これを私達は、移牧と呼んで

います。これを英語でトランスヒューマン
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（72）　秋の移動・屋根をかけて家を
造っている様子

ス、正確にはパストラル・トランスヒューマ

ンスと言います。

　また、彼らは、ゾムというヤクとウシの交

雑種を飼っています。これは、わざわざ交雑

させて、ミルクがよく取れる家畜を作り出し

ているわけです。ゾムの場合は2500mくら
いまで冬は下ろすことができます。

　このように、アンデスとヒマラヤは、同じ

山岳地域でも全く違うのです。これは、農業

では高さを利用していろいろな作物を作って

いるという点では共通しているのですが、牧

畜に関して言うと非常に違います。

（73）

　一つ、これは閑話休題的にお話しします。

シェルパの調査のきっかけになったことで

す。私は以前、リトルワールドに勤めており

まして、リトルワールドの中にあるネパール

寺院を造る仕事をしていました。（73）こち
らは、その時にお付き合いしたお坊さん達で

す。これはタンボーチェ寺院というシェルパ

のお寺で、はるか向こうにエベレストが今

ちょうど見えています。こんな所の僧院で、

彼らお坊さん達は暮らしています。一家に一

人くらいはお坊さんになっている感じです。

そこで、今のお寺とは違うのですが、この地

域のお寺を一つモデルにしてリトルワールド

に寺院を造りました。構造は建築屋さんが作

り、木部はやはりシェルパの大工さんに来て

もらって、造ってもらいました。（74）～（78）
シェルパの絵描きさんに1年くらい滞在して
もらって、曼荼羅だとか六道輪廻図とか、さ

まざまな仏陀、尊格、そういったものの壁画

を約1年間かけて10人くらいで描いてもら
いました。チベット仏教というのはまた独特

の世界がありますが、これもまた機会があれ

ば別のときにお話させていただきたいと思っ

ております。

（74）　リトルワールドのネパール寺院の
壁画制作①
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（75）　リトルワールドのネパール寺院の
壁画制作②

（76）　リトルワールドのネパール寺院の
壁画制作③

（77）　リトルワールドのネパール寺院の
壁画制作④

（78）　リトルワールドのネパール寺院の
壁画制作⑤

【ネパールの狩猟民ラウテ】

（79）

　（79）それからネパールの中に非常に珍し
い、今の移動生活を行っている狩猟民の方が

おりまして、この調査を最近少し行いました

ので、写真だけでもご紹介したいと思いま

す。

　今でも遊動している狩猟民というのは、ア

フリカでも定住化が進んでしまって少なく

なっています。ネパールでも百数十人と、本

当に少数になっていますが、定住を拒み、森

の中が素晴らしい、森の中に住むことが私達

の自由だということで住み続けています。も



第1回　人間講座『極高の地に生きる―アンデス・ヒマラヤ高地の生活と文化―』

Journal of Sugiyama Human Research 2013 103

ちろん周りからは、いろいろな団体が「子供

の教育ができないから定住しろ」とか、政府

も「定住したらどうか」というようなことを

言うのですが、「私達は森の王様」と堂々と

言って「あなたは宮殿の王様」などと相手を

少し褒めながら、「私達は森の王様だから気

にしないで」と受け流しております。森の中

では、どこへ行っても自由だということを

言っています。ただ、だんだん住みづらくなっ

ていることはあります。

（80）

　（80）彼らがどうやって生活するかという
と、木を切って器を作り、その器に入るだけ

の穀物と交換しています。その穀物を食べる

わけです。狩猟民だけれども、主食はお米な

ど、そういった生活を送っています。こういっ

た人達の生活を目の当たりにすると、人間の

原点を教えてもらえるような、そんな感じが

いたします。

【ラダックの牧民】

　最後に、ヒマラヤの西の端のジャンムー・

カシミール州のラダック、インドの一番北部

で非常に乾燥した地域です。（81）非常に乾
燥し寒冷な高地の厳しい環境の中で生活をし

4500

（81）

（82）

ている人達です。（82）これはバターを作っ
ているところですね。

　（83）これは、このラダック地域の中で
も、特に標高の高い、4800mくらいの高原
です。チベット本土は、今の中国になってか

ら随分変わってしまったのですが、ここにむ

しろチベット的な遊牧が残っているのかなと

いう様に見ています。（84）こんな風にヤク
を季節移動している図です。こんなに大量の

ヤクを一気に動かしているのは私も初めて見

て、びっくりしました。（85）そして、チベッ
ト式のテントで生活しています。（86）あま
りにも寒いので、少し地面を掘ってそこにテ

ントをかけるということです。（87）以前、
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（83）

（84）

（85）

（86）

（87）　荷を運んでいる羊

ヒツジのキャラバンが何十日も歩いて、チベ

ットあるいは南の地域などのような交易をし

て生活をしていました。しかし現在、そのチ

ベットとの国境紛争がありますから、国境が

封鎖されたためにこういった交易はできなく

なっています。その代わり近代的なものが

入ってきています。

（ブータンについての部分は、第3回講演会
のテーマとしたので、ここでは省略）

　今日、アンデスとヒマラヤ高地に生きる人
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について、ご紹介いたしました。いかがでし

たでしょうか。非常に厳しい自然のなかでの

生活も、意外と豊かな暮らしと社会だなと思

われたかもしれません。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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渡邉毅主任研究員：定刻になりました。平成

25年度第2回人間講座を開かせていただき
ますが、まず講座を始めるにあたりまして、

本学園の森棟理事長より開会の挨拶を頂戴し

ます。

森棟公夫理事長：こんにちは。椙山女学園の

理事長、森棟と申します。本日は暑い中、学

園の主催いたします人間講座にご来席賜りま

して、深く感謝いたします。椙山女学園は「人

間になろう」という理念を掲げて教育を行っ

てきましたが、今から8年前の2005年に、
その理念にも関連する、「人間学研究セン

ター」という組織を立ち上げました。それ以

来、毎年数回、自由参加という形で人間講座

という開かれた公開講座を開催し、ご議論・

ご意見等を賜っています。今年は2回目にな
りますが、今まで多かった文化人類学に関す

る講演と少し趣向が異なり、哲学の話でござ

います。テーマは、「哲学カフェがめざすも

の」ということで、本学人間関係学部講師の

三浦先生にお話をいただきます。本日も、こ

れから1時間ほどのお話と30分ほどのディ
スカッションになるかと思いますが、ぜひ、

お話をお聞きいただき、ご意見を賜りたいと

思います。よろしくお願いいたします。

渡邉毅主任研究員：ありがとうございまし

た。本日の議事、進行、司会は、人間学研究

センターで主任研究員を務めております渡邉

が行います。よろしくお願いいたします。そ

れでは最初に、本日の講師である三浦隆宏先

生を紹介いたします。ご出身は比較的地元と

言ってもいい三重県です。聞くところにより

ますと、妹さんが数年前、本大学の生活科学

部に在籍されご卒業されたそうです。先ほど

理事長から人間学研究センターの紹介もあっ

たのですが、実は本学では「人間論」という

全学共通科目を開講しており、人間関係学部

で人間論を担当された哲学の先生が転籍をさ

れたことにより、その後任を公募しましたと

ころ、多数の応募者がありました。書類選考

等も含めて、最終的には3人の方に模擬授業
をしてもらった結果、選考委員が満場一致で

三浦先生に来ていただこうということにな

り、昨年4月から「臨床哲学」などの科目を
お願いしております。そして、期待通り学生

さんに非常に良い刺激を与えてくださってい

ると認識しております。大学は、関西学院大

学の哲学科、大学院は大阪大学文学研究科を

出られ、大学院では日本で活躍中の哲学者で

ある鷲田清一先生が指導教官であり、鷲田先

生の下で哲学を研鑽され、文学博士の学位も

取得されております。本日は三浦先生が学生

哲学カフェがめざすもの
―Philosophy To The People―
The Purpose of Philosophy Cafe

椙山女学園大学人間関係学部講師
三浦　隆宏
Takahiro Miura
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の頃から研究され、実践されている「哲学カ

フェ」について、ご紹介いただきます。それ

では、よろしくお願いいたします。

三浦隆宏講師：三浦です。本学の教員ではあ

りますが、今日は「カフェフィロ」という組

織の者としてお話させていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。

1．哲学カフェとは

　前半で哲学カフェの紹介などをした後に、

後半で少し考察を加えたいと思っています。

哲学カフェは、マルク・ソーテという人が、

「この集まりは予定されていたのではなく、

自然に始まった」というふうに書いています

が、1992年にパリのCafé des Pharesという
カフェで、自然発生的に始まった「街頭での

哲学の実践」のことです。いま手元にそのコ

ピーを持っているのですが、マルク・ソーテ

『ソクラテスのカフェ』という本の中から

ちょっと該当箇所を読み上げてみます。「初

回の参加者は10名ほどだった。1992年6月
のことで、その日、私たちは死について議論

した。この集まりは予定されていたのではな

く、自然に始まった。フランス・アンテール

〔ラジオ局〕の土曜午後1時からの文化番組
に出演中、話の流れからふと、セヴィニェ通

りに開設した私の『相談所』（ソーテ氏は哲

学カウンセリングというものを行なっていま

した）の様子を毎週日曜カフェ・デ・ファー

ルで仲間うちに報告していると話した。

視
リ ス ナ ー

聴者はこれを、バスチーユ広場のこのカ

フェで、毎週日曜の午前中に『哲学者』が議

論の相手となるべく（＝なるために）待って

いる、と理解したのだった」といった具合に、

ソーテが「自分の行っている実践の振り返り

のようなものを仲間内でやるんだよ」という

ことをポロッと言ったところ、「哲学者が議

論の相手となるために待っているんだ」とい

うふうに誤解した人たちが10人ほど集まっ
たと。それが事の始まりです。

　しばらくしてCafé des Pharesは150人も
集まるようになったわけです。日本では

2000年頃から定期的に開かれるようになり
ました。私自身は、今、渡邉先生にご紹介し

ていただいたように、大学院の学生の頃か

ら、ハンナ・アーレントという女性の政治理

論家を研究しているのですが、彼女の「活動」

という概念および「公共性」の観点から興味

を持ちまして、恐る恐る始めた、というのが

きっかけです。彼女は、「あらゆる人々が現

われることができ、自分自身がだれであるか

を示すことができる公的領域」と説いている

のですが、私はその具体例が哲学カフェでは

ないのかというふうに直感しまして、2001
年から丸12年、行っています。大学院を退
学して非常勤講師をしているときは、なかな

かそういった余裕は無かったので、回数的に

は、年に1回とか2回ぐらいだったのですが、
それでもこれまでに60回ぐらいは企画を立
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てたり、進行したりしてきました。そしてそ

のたびに、市民の人々に私自身が助けられた

というか、私は8年間オーバードクター（オー
バードクターというのは大学院を修了しても

なかなか大学の常勤のポストに就けない人た

ちのことです。）だったのですが、そのかな

りきつかった時期を支えてくれたのが、一般

の市民の方々でした。ですから、私自身は哲

学カフェをやることによって今がある、とも

思っています。冒頭にも言いましたが、いま

私は市民同士の哲学対話を促進する組織とし

てカフェフィロというところに入っていまし

て、大学の中では教員として学生に哲学を教

えているのですが、もう一方ではカフェフィ

ロのメンバーとして哲学カフェなどを行なっ

ています。

　これがCafé des Pharesです。フランスの
カフェというのはこういう形になっているの

ですが、フランス革命で有名なバスティーユ

広場に面しています。これは私が2003年に
見に行った当時の写真ですが、店内はやはり

人でいっぱいでとても熱気がありました。

ソーテは98年に亡くなって、そのソーテの
遺志を継いでラミレズ氏が続けていました。

今も続いているかはわかりません。面白いの

は、Café des Pharesはここで哲学カフェは
始まったんだ、という形でPRしている点で
す。実際、哲学カフェがメインの来場者もい

て、お店にとってもおそらく集客という点で

はメリットがあると感じました。

　アーレント研究者のセイラ・ベンハビブが

このように書いています。「地下出版された

ものの朗読を聞くために人々が集まったり、

体制批判派が見知らぬ人々と出会っているよ

うな私室は、公的空間となる」、「田園や森で

さえ、『協力行為』の目的であり場所である

ならば、公的空間となることができる」と。

つまり、他者と公共的な事柄について議論し

ている、個人の事ではなくて、世界の事につ

いて話し合っている場所であれば、どこもが

公的な空間になる、というようにベンハビブ

氏は言っているのです。哲学カフェも、場所

はカフェで行なわなくてもよいというふうに

私は思っています。ですから、幸い名古屋で

は、この後お見せするようにカフェでいくつ

か実践しておりますが、会議室でも哲学カ

フェはできるのです。

2．さまざまな場所で

　では、国内で哲学カフェが開かれている場
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所をいくつか紹介していきましょう。まず一

つ目が、これは神戸市のカフェ P/Sというと
ころで、私が昨年の秋に書評カフェを行なっ

た模様です。この写真が今回の講座のチラシ

に載っていまして、ある人から、「もっと楽

しそうな写真を使えばよかったのに」と言わ

れたのですが（笑）、企画課の方がいくつか

の候補からこれを選択されました。もちろん

哲学カフェですから、笑顔も大事ですけれど

ね。このときは「なぜ私たちは結婚しないの

か」というようなことを時々は真剣に、時々

はお茶とかを飲みながら話していました。

　次が、これは全然カフェではないのです

が、大阪に最近、「京阪なにわ橋駅」という

中之島新線の駅ができまして、大阪市中央公

会堂のすぐ近くにあります。なにわ橋駅の入

り口は安藤忠雄氏が設計したことで有名なの

ですが、そこで2008年の11月から「中之島
哲学コレージュ」というものがコンコース内

で開かれています。たとえば星ヶ丘駅です

と、奥の方の改札の先に、時々絵とかが飾っ

てあったりするギャラリーのスペースがあっ

て、そういった場所をイメージしていただけ

ればよいのですが、このような所で平日の夜

に開催されています。テレビで紹介されたこ

ともありまして、今の様子はちょっと分かり

ませんが、私は2008年から2012年、つまり
昨年の夏くらいまで定期的にかかわっていま

した。ここの参加者が平均して40名から50
名。この写真は割と前の方から撮っています

ので、ややわかりにくいのですが、多くの椅

子が取り囲んでいるという感じです。一度、

「幸せって何？」というテーマをやったとき

は、80名くらいが参加されて、半円形で囲
んでこちらを向いているんです（笑）。それ

は非常にプレッシャーがかかったのですが、

そういった所で「社会人基礎力は大学で学べ

るか？」とか「キャリア教育って何？」など

のテーマで進行を担当しました。もし大阪に

お越しの時は参加していただければ幸いで

す。

　そして、これが現在定期的に行っている、

カフェティグレ伏見店というお店です。地下

鉄伏見駅から徒歩1分ととてもよい場所で、
ここは学生が紹介してくれました。「ケース

メソッド」という授業で哲学カフェをしてい

るのですが、そこの受講生が「先生、ここ使っ

てもいいみたいだよ」と紹介してくれて、今

年の春から始めています。最初店長に宣伝を

するときに、「大体12、13名ぐらいが来てく
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れますので2時間貸してください」と言った
ところ、まあいいでしょう、と。このティグ

レは土曜日は午後2時までの営業なので、2
時から4時まで借りるということは、時間を
延長してもらっているわけですが、快く了承

して貸してくださっています。今のところ4、
5、6月と行なって、平均7、8名です。です
ので店長にはちょっと申し訳ないなと思いな

がらも、ここでは「お金とは何か」ですとか、

あるいは書評カフェとして、経済史家ポラン

ニーの本を読んだりしながら行っています。

私としては、学生をこういう場に連れ出して

一般市民の方々とそれこそ対等に会話をする

ことで、コミュニケーション能力とかを磨い

てほしいと思っているのですが、「経済」や「お

金」というテーマはなかなか学生にはハード

ルが高いのか、4、5、6月と一人も来てくれ
ていません。最後にまたお知らせしますが、

7月27日に「市場（マーケット）とは何か？」
というテーマで行ないます。これも学生には

ハードルが高いかもしれません。ティグレで

は7月27日の他に8月3日にも「なんで勉
強ってしなくちゃいけないの？」というテー

マでも行なう予定です。

　これは、猫カフェという、奥に猫がいる所

で、手前から哲学カフェが終わった後の写真

を撮ったのですが、ここもケースメソッドの

受講生が教えてくれました。彼女自身が猫カ

フェが好きで、最初、栄の店を紹介してくれ

たのですが、そこがつぶれたらしく、Cats
Galleryというお店を紹介してくれました。
奇遇といいますか、このCats Galleryのオー
ナーは椙山のOGで、ここのスペースを通常
2時間借りると2000円かかるところ、2時間
1000円で使わせていただいています。ここ
は猫カフェですから、猫に関することに特化

しようということで、最初は「猫の魅力と

は？」というテーマで話し合い、6月には、「野
良猫とどう付き合うか？」というテーマで対

話しました。もうネタが尽きかけているので

すが、ただ、猫というのは、割と哲学的なこ

とを考えているような雰囲気で、哲学をやっ

ている人間にはわりと猫好きが多いというこ

ともあり、これからも続けていきたいと思っ

ているところです。

　右がこれはクレイグスカフェという、名古

屋大学の理学部の中にあるカフェなのです

が、そこでも去年の秋から行っています。こ

こでは主に哲学教育に関したテーマで行なっ

ていて、これは1回目の写真ですが、人が割
と結構来てくださったんですね。14、5名の
方に来ていただいて、これはもしかしたらい

けるんじゃないかと思っていたのですが、前

回4月に行ったところ5名ほどになってしま
い、こちらも立て直しが必要なようです。せっ

かく名古屋大学の中にあるので名大の学生さ

んに来てほしいと思っています。一般の方は

大学の中は敷居が高いと思われるのか来られ

なくて、こちらも今集客に苦労しているとこ

ろです。
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　最後にこちらが今年の4月から私が参加し
ている公民館です。ですからカフェではない

のですが、2013年4月から毎月第3土曜日に、
豊田市の東萩平地区という所で行っていま

す。普段は哲学カフェは2時間程度で、その
場で集まって話すだけです。しかし、ここは

おおむね午前中に草刈をしたり、あるいは先

日は釜でピザを作ったのですが、対話のブレ

インストーミングが多分その作業中にになさ

れているのでしょうね。始まっても割と面白

い、参加されている方は全然哲学とかに詳し

いわけでもないのですが、おおむね「老いの

生き方」についての対話をしていて、僕から

見てもなかなか面白い対話ができていて、毎

月1回行っています。ここも是非皆さんお越
しください、と言いたいところなのですが、

ここは車でかなりの移動をしなければならな

い所ですので、なかなか難しいかもしれませ

ん。

　以上、私が直接関わっている所を紹介しま

したが、これ以外にも多くの哲学カフェが現

在、全国各地で行われています。その一部は

カフェフィロのホームページを見ていただけ

れば予定が分かりますし、お手元の資料です

と、私の研究室の先輩が東京の神保町で行

なっている「Café Klein Blue」というカフェ

があります。神保町というのは皆さんもご存

知だと思いますが、日本のカルチエ・ラタン

とも言われる地区で巨大な古本屋街があり、

場所的には恵まれています。最近、ここは

15名で募集して、いつも予約で満員になっ
ています。うらやましいかぎりです。

　また、同じく研究室の先輩が今、精力的に

展開している所に「せんだいメディアテー

ク」があります。ここは震災後、とても活発

になっていて、複数の大手の新聞紙で取り上

げられてもいます。有名な建築家の伊藤豊雄

氏が設計を手がけていて、現在の館長を僕の

師匠の鷲田先生がされています。今とてもこ

こが僕的には熱いというか、一回行ってみた

いなと思っている所ですが、カフェフィロの

ホームページのリンク先に、「てつがくカフェ

＠せんだい」というのがあります。そこを見

ていただくと詳細なレポートが書かれていま

すので是非一度、ご覧になっていただければ

と思います。

　私がカフェフィロのメンバーということも

あって、この組織の活動を中心に話していま

すが、他にも、北海道だと「人文学カフェ」

というのが札幌駅前で行われていますし、あ

と徳山にも哲学カフェで有名な方がおられ

て、定期開催されています。いろいろな所で

活発に行われているのが哲学カフェなのだ

と、いうことですね。

　私は2001年から始めていまして、その時
はこれほど人口に膾炙していなかったと思い

ます。悲しい思い出かもしれませんが、学会

とか研究会に行くと「三浦さん、哲学カフェ

というのをやっているんでしょ？」「なんか

教えてよ」というように、ちょっとこちらを

下に見るような感じで、「哲学カフェって何？
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なんか市民の人々とお茶を飲んで話してるん

でしょ？　どんなこと話しているの？」とよ

く言われたんです。それがとても悔しくて、

まあ「哲学」に対する批判は後でしたいと思

いますが、それが今こういった形で哲学でな

くても「○○カフェ」という感じで、人々と

あるテーマについてお茶を飲みながら話をし

ようというのが、ここ数年、日本でかなり根

付いてきたかなという、そういう実感はあり

ますね。それはなぜなのかということについ

ては、このあとで少し考察したいと思います。

3．授業の一環として

　また、学内では「ケースメソッド」という

授業で「公共的な対話技法の実践」という名

前を付けて行っています。これが学生ラウン

ジでの哲学カフェの様子と、2012年つまり
昨年のテーマです。これは、最初の二つ以外

は学生たちがその場で、90分の授業時間内
で問いを出して、それについて対話をすると

いう形式です。最後の「なぜ髪を染めるの

か？」は、対話の進行も学生がしてテーマも

学生らが出しました。

　今年度の前期ですと、こういう感じです。

学生ラウンジですから全然喫茶店の雰囲気で

はないのですが、それでもとりあえず「教室

の外に出る」ということを意識しています。

　これが学生による進行の模様です。進行者

は指名せず「私は書記というかオブザーバー

ですので皆さんで決めてください」と話し、

ひたすら待つんですね。そうすると、この二

人は割と積極的な学生でしたので「自分らが

やります」と言って、進行をしてくれました。

これは昨年度の感想ですが、学生はこう書い

ています。「先生が進行役だと先生がなんと

かするだろうという安心感があるのですが、

学生が進行役だと沈黙などが生じたとき、な

んとかしてあげたいという気持ちが芽生え、

いつもより発言していました」。ここが僕は
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とても大事だと思うんですね。つまり、後で

も話しますが、「哲学カフェの進行役は哲学

をやっている人間、哲学にある程度詳しい人

間じゃないと駄目なのか」というと、僕はそ

うではないと思っています。一般の市民でも

十分にできる。むしろ、進行役としてある意

味手馴れていない人の方が、参加者が、「自

分たちで助けてあげないといけない」という

思いが出てくるんですね。なので、これは二

つ目の感想ですが、「先生が進行を務める哲

学カフェとは違ったものがあった様に感じ

た。それは進行役と参加者が協力しようとい

う姿勢があったからだと思われる」というふ

うに書かれています。これは実は、私自身が

そういう経験が昔あったんです。2001年に
「他人の近さと遠さ」というテーマで初めて

進行役をしました。私は大学院の頃は、「他

者」について考えていましたので、他人とい

うのは遠いときには、つまり赤の他人だとあ

まり気にはならないのだけど、近くに寄って

くると、つまり親しくて近しい人ほど、「な

んでこういうことを言うんだろう」とか、い

ろいろなことでちょっと心にざわつきが起き

ますよね。だから仲の良い人ほど、あるいは

夫婦とかもそうなのでしょうけれど、些細な

言動が気になってしまう。そういうときに「あ

あ、この人、なんか自分には到達できないも

のがあるな……」という、本来距離的には一

番近い人間を遠く感じるということがよくあ

ると思うのですが、そういう思いもあって「他

人の近さと遠さ」というテーマで初めて進行

を行ったところ、対話をまとめきれなくなっ

たんですね。それで、ちょっと立ち尽くして

いたときに、ある参加者の人が「無理してま

とめなくていいよ」「とにかくこういったか

たちで普段出会えないような人と対話をでき

ただけでよかった」というようなことを言っ

てくださったんです。つまり、私自身が立ち

尽くしていたときに励ましてくださった。そ

の様子を鷲田先生がその時見ていたらしく

て、「『ケアする立場の者（＝進行役）が、ケ

アされる人（＝参加者）にケアされる』とい

う『ケアの反転』というものがここでは起こっ

ているんだ！」と思われたらしく、哲学カフェ

について鷲田先生が書かれる際にしばしばエ

ピソードとして持ち出されたりします。だか

ら私自身が最初に未熟だったときに、参加者

が「助けてあげなきゃいけない」という思い

を掻き立てたんですよね。こういった進行も

私はありなんじゃないかと。つまり、こちら

がきちんと整理をすると当然それに参加者は

頼ってしまいがちになるわけですね。そうす

ると参加者自身が本来持っている力が引き出

されない。ファシリテーションというのは引

き出すことですから、そういった形でこちら

がヘマをすることによって、参加者の意欲を

引き出すというやり方もあるのではないか、

ということです。

4．他の市民参加型イベントとの違いとは

　ここまでが哲学カフェについての紹介でし

たが、次にこれが他の市民参加型イベントと

どういった違いがあるのか、ということにつ

いても少し見ておきたいと思います。

　ニュースなどでもご覧になった方がおられ

るかと思うのですが、3.11の後、原子力発電
所の再稼動をめぐって、討論型世論調査やタ

ウンミーティングというものが全国各地で実

施されていました。討論型世論調査の「討論

型」とは deliberativeの訳なのですが、
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deliberativeは「熟議的な」という意味です
から、「ちゃんと議論する」という、そうい

う趣旨になります。

　ネオ・ソクラティック・ダイアローグ

（NSD）というものもあります。これも市民
どうしの対話なのですが、ドイツで開発され

た哲学的対話法で、少人数で1週間くらいに
渡って「熟考する」んです。これはやはり、

かなり疲れます。私も二日泊りがけでやった

ことがありますが、疲れる分、何か、麻痺し

ているだけかもしれませんが、大切なことが

話し合えたという実感は確かに残ります。

　あとデンマークで開発されたコンセンサス

会議というものもあります。日本でも行れま

した。小林傳司氏という今は大阪大学のコ

ミュニケーションデザイン・センターにいる

方が昔、南山大学におられたときに手がけた

のですが、その小林先生が著書の中でこう述

べています。「デンマークで開発された、市

民参加型のテクノロジー・アセスメント手法

の一つ」で、「市民パネルには最低でも土曜

日を三回犠牲にして、この会議に出席しても

らわなければならない」と。つまり、DP（討
論型世論調査）や、タウンミーティングにし

てもそうですし、NSDやコンセンサス会議

にしても、これら「熟議deliberation」タイ
プのイベントは、一般市民にとっては割と敷

居が高いと思います。もちろんそれだけのも

のがあるのでしょうけれど、その公共的な討

論に参加する能動的な市民、いわば「プロ市

民」、それは別に揶揄というわけではなくて、

小林先生はあるところでこうおっしゃってい

ます。「一般市民から見ればNGOやNPOの
メンバーは、公共的な活動や議論に積極的に

参加している点で、『プロ』市民のように感

じられるかもしれない」。つまり、熟議タイ

プはデモとかに積極的に関わるとか、そう

いった意識の高い市民が対象なのではない

か、という気がします。でも、そのような市

民はそれほど数は多くないですよね。現に昨

日の参議院選挙にしても、投票率が確か

52.6％でしたかね。半分くらいの方が棄権し
ているわけです。そういう状況において、こ

の熟議タイプというのは、ちょっと私たち一

般市民にはハードルが高いのではないか、と

いうのが私の思っていることで、むしろ哲学

カフェが対象とするのは「それなりの市民」

です。これも別に揶揄ではなくて、ロバート・

ダールという人が言っている言葉を「ade-
quate＝それなりの」と訳したわけですが、
それを篠原一先生が「ふつうの市民」という

ふうに言われていますが、「プロ市民」では

なくて、本当に「普通の市民」ですね。そう

いった人々を対象にするものとして、私は哲

学カフェを位置づけられないかと考えていま

す。
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　篠原先生がこのように書かれています。「現

代においては社会の規模の大きさ、問題の複

雑さ、マスコミの操作性などを考えると、完

全な判断のできる市民を期待することは困

難」だ、と。そこで、これは私の言葉ですが、

先ほどの熟議タイプだとやはり、ある程度意

識が高くないと参加できないわけですが、そ

うではなくて、「いわゆる一般市民でも気楽

に立ち寄れる（＝間口の広い）、それほど熱

心ではないのだけど、ちょっと他人の意見で

も聞いてみようかな、といった人々を相手に

するような場。そういった人々でも来ること

ができる場が必要なのではないか」、という

気がしています。そこで書評カフェとか、あ

るいはシネマ哲学カフェというのも、映画を

見てから対話をする、ただ映画を見てそれで

おしまいではなくて、映画を見た後、感想を

ちょっと言ってみるとか、また、「ミルトー

ク」というのは、絵を見て話をします。

　ですから、哲学カフェではないにしろ、本

を読んでその場で集まった人たちで感想を言

い合う。あるいは映画を見た後にちょっとお

茶でも飲みながら感想を言ってみる。私は今

月、大阪に行き、とても面白い経験をしまし

た。小津安二郎の「晩春」という昔の映画を

初めて見たのですが、それを見て、7、8人
で感想を言い合いました。何が面白かったか

というと、2時間映画を見たばかりなのです
が、人によってまったく感想が違うんです

ね。「あそこにああいうのがありましたね」

と言われても僕は全然分からないし、実際に

目で見たものを言葉で説明するというのは、

何か違った筋肉を使っているような、とても

新鮮な気がして、名古屋でもシネマ哲学カ

フェをやりたいなと思いました。今池にある

名古屋シネマテークや名駅にあるシネマス

コーレ辺りで、できれば近々何かやりたいと

思っています。「ミルトーク」は美術館など

で絵画を見ながら話をします。これも哲学で

はありませんが、いわゆる間口の広い公共的

な対話の場として位置づけることができるの

ではないかと考えます。

　そして、次に「サイエンスカフェ」です。

これはご存知の方が結構多いのではないかと

思うのですが、実は名古屋大学理学部のクレ

イグスカフェも普段はサイエンスカフェが行

われている場所です。名古屋はサイエンスカ

フェがとても盛んなところと聞いています

が、朝日新聞が6月21日から4日間に渡って
「サイエンスカフェを始めよう」という小さ
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なコラムの記事を載せていました。その記事

からの引用ですが、サイエンスカフェは「く

つろいだ雰囲気で科学を語り合う催し」であ

り、「1990年代後半に欧州で根づき、いま国
内でも広まりつつある」と書かれています。

サイエンスカフェはイギリスが発祥なのです

が、フランスの哲学カフェにヒントを得て、

97年から98年ごろに始まっています。サイ
エンスをカフェで語りましょう、ということ

で、今や国内でもかなり広まりつつあるよう

です。

　これに対して、私自身はサイエンスカフェ

にはまだ一度も行ったことがないのですが、

ちょっと不満というか、思い込みというもの

があって、その思い込みを米本先生と平川先

生が二人とも突いて、私の思う通りに言って

くださっています。米本先生はサイエンスカ

フェを、「研究者が人々を啓蒙する場（つま

り科学を分かりやすく人々に教える場）、自

分の研究を広める場としてとらえられていな

いか」と。そして「科学は批評されてこそ鍛

えられるのに、その視点が弱い」と言われて

います。

　これは私がサイエンスカフェに対して常々

思っているのと同じものです。我が意を得た

り、という気がしたのですが、いわゆるサイ

エンスコミュニケーション、最近ですとサイ

エンスコミュニケーターといって、一般の市

民の人々に向けた科学をやっている人の広報

活動なんですね。もちろんそれも大事だと思

います。私たちのような哲学をやっている人

間というのは本と鉛筆があればできる学問で

すが、科学者というのは実験をするにして

も、ものすごくお金がかかるわけですね。国

からのお金を使うのだから、かなり高額の実

験費とか科学研究費を使う場合は、市民に自

分たちの研究が私たちの社会生活にいかに役

立っているのかというのを、きちんとアウト

リーチしなさいという、そういった指針がで

きて、それ以来こういった形でサイエンスカ

フェというのが国内で盛んに、まあ、行わざ

るを得ない状況になっているわけです。です

ので、これは僕の思っている哲学カフェとか

とはちょっと趣旨が違うかな、という気がし

ます。

　平川先生は次のようにおっしゃっていま

す。「日本では、カフェは専門家の話が専門

外の人々に良く伝われば成功と考えられが

ち。でも本来は、専門外の人が専門家とは違

う見方を示すことに意味がある」と。私は、

これは哲学カフェだと納得することができま

す。どうしてもサイエンスだと、素人が専門

家に対して疑問を呈するのは難しいと思うの

ですが、哲学カフェだと、いとも簡単にこち

らは論破されます。「先生、こういうことじゃ

ないですか？」なんて言われたら、なかなか

答えられないですね。この後も話しますけれ

ども、私たちは生きている以上、必ず皆さん

哲学的なことを考えているわけで、何も哲学

というのは哲学研究者だけのものではありま

せん。ですから、「先生、『死』について私は

こう思うんですけど！」というふうに言われ

たら、こっちとしてはそれに対して「ああ、

そうなんですか」みたいな感じで「なぜ、そ

う思うのか教えてください」と言わざるを得

ないわけです。なので、この「専門外の人が

専門家とは違う見方を示すことに意味があ

る」というのは、哲学カフェではできるのだ

けどサイエンスカフェではちょっと難しいの

ではないかな、という気がします。
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5．「シティズンシップ教育」の一つとして

　さて、ここから先は少し考察的なことをし

ていきたいのですが、「間口の広い公共的な

対話・会話の場はなぜ必要か？」という問い

のもと、「シティズンシップ教育」の一つと

して、哲学カフェを位置づけることができな

いかということを考えてみたいと思います。

　日本は現在、「課題先進国」というふうに

言われます。つまり、日本の課題はいずれ世

界が追いつくような課題なのだということで

す。東大の元総長である小宮山宏氏が『「課

題先進国」日本』という本を出されています。

あるいは「日本症候群Japan Syndrome」と
いう、イギリスの雑誌で特集が組まれた際に

用いられた言葉があります。これについて

は、広井良典先生がこう書かれています。「日

本が現在抱えている課題（＝高齢化と人口減

少）は、世界各国が日本を追いかけるように

直面していく問題なので、日本がそれにどう

対応していくかは日本だけの問題にとどまら

ず、世界が注目している」と。このように現

在の日本というのは、人類が今まで直面した

ことのない問題に、幸か不幸か先頭で入り込

んでいる状況だと言えます。これは、先ほど

のサイエンスカフェとは異なり専門家では答

えが出せないですよね。官僚でも出せないで

しょう。もちろん考えることには意味があり

ますから、専門家もこういった課題にどう対

処したらいいのか、社会保障とかいろいろな

観点から考えるべきなのでしょう。しかし、

ここで言っておきたいというか、皆さんにも

そう思っていただきたいのは、こういった問

題というのは専門家にお任せではいけないと

いうことです。専門家にも荷が重い。むしろ、

私たち一人ひとりが、「社会の課題」として

取り組んでいかざるをえないような問題、ま

さに、「公共的な問題」です。年金の問題と

か社会保障費とか、今でしたら政治のこと、

これからは憲法のこともあるでしょう。それ

はやはり憲法学者もある程度の指針は出せる

のでしょうけど、唯一の正解は出ないです

し、仮に憲法学者が会見で「いいんだ」と言っ

ても、私たち一般市民がやっぱり腑に落ちな

ければ無理ですよね。私たち市民一人ひとり

がいろいろな問題について自分たちで取り組

まなければいけない。これまでの「成長」を

目指していた時代は、官僚や専門家に全部お

任せというのが通じたのでしょうが、おそら

くそれでは、これからの日本、そしてまた世

界はやっていけないと思います。
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　もう一方ではこういうこともあります。ロ

バート・パットナムという人が「Social
Capital＝社会関係資本」という言葉を言っ
ていて、それについて中島岳志氏が説明をし

ているのですが、それは何かといいますと、

「顔を合わせて、人間が信頼関係をもって集

まるような空間や場や関係性の総体」だと。

つまりお金ではなくて、社会関係の資本で

す。パットナムが『孤独なボウリング』とい

う本を書いたときにはアメリカ社会でそう

いった関係資本が弱くなってきているという

ことを指摘したんですね。これはおそらく、

今の日本にも当てはまる。同じことを社会学

者のグラノヴェターという人だとWeak Ties
という言葉で言います。これは玄田有史氏が

『仕事のなかの曖昧な不安』という本を書か

れたときに、玄田先生が意図せずに読者が割

と食いついた概念らしいのですが、それは「た

まにしか会えないくらいの間柄だけれども、

信頼でつながった人たちとのゆるやかな関

係」、「自分と異なる日常に生きる人々との遭

遇機会」というものです。こういったものが

やはり現代社会においては無くなってきてい

るのではないでしょうか。それは数年前、3.11
が起こる以前に、NHKが「無縁社会」とい
う言葉を用いて、流行語大賞にもノミネート

されました。朝日新聞だと「家族」ではなく、

私たちは「弧族」になっているというふうに

言っていましたが、こういった形でいわゆる

「中間領域」というものが今の日本は急激に

痩せ細っています。「社会関係資本」であり、

「弱い紐帯」であるようなそういった中間領

域ですね。家のプライベートな関係でもなく

て、かといって会社とか国家というものでも

なくて、昔だったらコミュニティーと呼ばれ

た近所付き合いなどが今の日本では弱まって

きている。そういった状況があるかと思いま

す。

　そういった現状を哲学カフェという場所で

カバーできれば、哲学カフェを今、日本で開

き続けることにも意義があるのではないかと

思います。あるいは私が2001年に始めた頃
には想像もつかないぐらいに、「○○カフェ」

という形で人々が語らう場を求めています。

「Social Capital」や「Weak Ties」というも
のを求めているのではないかという気がして

います。

　当初、私はアーレントという人物を研究対

象としていたこともあって、また哲学カフェ

を始めた最初の頃はそれほど参加人数は多く

なく、それゆえ挙手さえすれば、自分の言い

たいことを誰でも言える。それで私は「よし」

としていました。アーレント自身が公共空間

の担い手として、そういった自分の考えを他

者に向けて積極的に発言する行為者、プロ市

民というか、割とそういう熟議タイプのイベ

ントにも進んで行けるような、能動的な問題

意識の高い人を想定していたのですが、しか

し中之島哲学カフェがそうですが、参加者が

40名から50名くらいになってくると、自分
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の意見を言いたくてもなかなか全ての人に発

言してもらうことはできないので、「すみま

せん」という感じで、挙手している人を当て

られない場合があるんですね。あるいは、そ

もそもこういう大勢の前では発言しようとし

ない人もいる。でも、割と満足を示す感想を

言ってくれる。その際、参加者がよくこう言

われるんです。「いろいろな人々の意見が聞

けてよかったです」と。そこで私はこう考え

直すようになりました。「いろいろな人々の

意見を聞く」ということには、何かもしかし

たらすごくとても大事なことが、意義がある

のではないか、と。つまり、能動的に自分の

意見を言うこと以外に、自らが進んで発言せ

ずとも参加者のさまざまな意見を聞くことに

重きを置く、これはアーレントの言葉なので

すが、「観客 spectator」とか、あるいは「傍
観者 onlooker＝ただ、ぼーっと眺めている
人」としての市民のあり方にも、何か積極的

な意義があるのではないのか、ということで

す。とにかく参加して、そこで自分では意見

を言うわけではないけれど、いろいろな人々

の意見を聞いている。では、そこにどういっ

た意義があるのかというと、アーレントは「判

断力の可能性の前提は、他の人々の存在であ

り公共空間である」と言っています。つまり、

常識というか、コモンセンス（共通感覚）で

すね。「あ、なるほど、人々はこういうふう

に考えているのか」という感じで、一般常識

とか共通感覚がたぶん、判断力と絡んでい

て、その判断力というのはつまり、正解があ

るかどうか分からないところで、「これは正

しい」とか「これは間違っている」と判断す

る力です。そういったものが哲学カフェなど

に参加していろいろな人々の意見を聞いてい

ると鍛えられるのではないか。「へえー、こ

ういう考えをもつ人もいるのか」といった形

で、人々の意見に触れ続けることで、判断力

を高めていくことができるのではないか、と

今は考えています。

　進行役は哲学研究者でないとできないの

か、という点については、中野民夫氏がある

本の中でこう述べています。「ファシリテー

ターというのは教えない」のだと。「『先生』

ではないし、上に立って命令する『指導者』

でもない」と。「その代わりにファシリテー

ターは、支援し、促進する。場をつくり、つ

なぎ、取り持つ。そそのかし、引き出し、待

つ。共に在り、問いかけ、まとめる。」これ

がファシリテーターなのだと言っています。

だとしたら、哲学カフェのファシリテーター

というのは、学生でもできるのではないかと

僕は思うのです。そしてファシリテーション

というのは、私たち市民一人ひとりが身に付

けておくべき、ある意味一つのコミュニケー

ションの作法ではないかという気もします。

先日、雑誌の「AERA」を読んでいたら、「話
さない人は仕事ができない」ので、何人かの

若手の人たちが、職場が話しやすくなるよう

工夫をしているという記事がありました。「最
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近の若い人はしゃべらない」「若い子達は自

分の意見を言わない」という会社の上司の見

方に対し、「AERA」の記事では「それは、
上司の引き出し方にも問題があるんじゃない

か」ということが書かれていました。上手に

そそのかすことで社員の言葉を引き出す、そ

れもある意味ファシリテーションであって、

部下の意見を促進するわけですね。会議とか

が得てしてつまらないのもやっぱり、ファシ

リテーターがいないからで、ファシリテー

ターが会議の中に入れば、もしかしたら、い

つもとは違う会議になるのかもしれないです

ね。だからと言って、教授会で「きみ、ファ

シリテーターやって」と言われたら、たぶん

「嫌」って言いますけど（笑）。ともかく、ファ

シリテーションは私たちが市民として身に付

けておくべき能力のひとつなのではないかと

いう気がしています。

6．Philosophy To/From The People

　 今 回 の 講 座 の 副 題 に 付 け て お い た

「Philosophy To The People」という言葉につ
いて、鷲田先生がこう書いています。「ジョ

ン・レノンの歌、Power To The Peopleのタ
イ ト ル を も じ っ て、Philosophy To The 
Peopleをめざす活動、それが臨床哲学の名
でやろうとしていることです」と。それを今

回副題として使わせてもらいました。ただ、

まあ「From」、つまりPhilosophy Toだけで
はなくてPhilosophy From The Peopleとい
うのも言えるのではないかという気もしてい

ますが、まずはPhilosophy To The Peopleの
方からです。

　私が昔、学会とかで「三浦さん、哲学カ

フェってのをやってるんでしょう？」と言わ

れたときに、しばしば訊かれたことでもあり

ますし、あるいはTwitter上でもそのように
書かれたことがあるのですが、「哲学カフェ

でなされている話・対話は果たして哲学なの

か？」という問いですね。これは私が2003
年に書いて本日お話している内容のベースに

もなっている論文ですでに触れていることで

はあるのですが、やっぱりいまだに「これっ

て哲学なんですか？」と言われます。最近だ

とケースメソッドの授業後に、ある学生らが

こういうふうに言ってくれました。その二人

の学生は、昨年度の私の後期の一般教養の哲

学の授業をとっていたと。それは、中公新書

の『科学の世界と心の哲学』という本を用い

て心について哲学的に考えようとしたのです

が、授業そのものは、心の哲学までは行けな

くて、科学哲学の話で終わってしまったんで

す。アリストテレスとか、デカルトとか、ラ

イプニッツとか、カントとか、そういった哲

学者の考えはもちろん本に出てくるので説明

をするのですが、私としてはあんまりうまく

いったという感じはしなかったのですね。で

も、その二人の女子学生は、その哲学の授業

を聞いて、「あっ、哲学って面白そう」と思っ
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て、今年度ケースメソッドの哲学カフェを選

択したのだけど、哲学カフェで行われている

ことが授業での哲学とは全然違っていて、

びっくりしたと言ってくれました。これは確

かに、そうかなと思うのは、つまり哲学とい

うのは私自身も哲学科出身ですし、大学院も

臨床哲学を専門分野にしていましたが、哲学

者の書いたテクストを読んでいるんですね。

その際は、その哲学者の思考を追思考、ドイ

ツ語ではnachdenkenですが、追いながら考
えるわけです。つまり、テクストを読みなが

ら「なぜここは、こういうふうに言えるの

だ？」と。それが普通の意味での「哲学」に

なります。ですから学生たちのように、アリ

ストテレスはこういうことを言って、それに

対してデカルトはこういうことを言って、と

いうことを聞いて、「あっ、哲学って面白そ

う」と思った人からすると、哲学カフェとい

うのはベクトルの向かう先が全然違うんです

ね。むしろ哲学カフェは、私はそれで本当に

良いと思っているのですが、一般市民の対話

の中から哲学的な知見をくみ上げようとする

わけです。ですから、いわゆる「哲学」のそ

の追思考というのが、先人の哲学者の思考を

理解しようと追いかけるものだとしたら、哲

学カフェというのはその場で出された意見か

ら、哲学的な思考を見つけようとするわけ

で、やっぱり思考の方向性が違うんだな、と

いうことをその学生らの発言を聞きながら

思ったしだいです。

　ですから、哲学カフェに偉大な先人の思考

を理解しようというスタンスで来られると、

やっぱりとまどってしまうんだろうな、と思

いましたね。

　あともう一つ、こちらは構造的な問題です

が、哲学カフェというのは先ほどもお話しし

たように、中之島哲学カフェだと40～ 50名
ぐらいで行っています。「はたして15名以上
で、しかも2時間程度で哲学ってできるんだ
ろうか？」という疑問はあります。このなか

でどれくらいの方がご覧になっているのか分

からないのですが、NHKの『100分de名著』
という番組で、7月はプラトンの『饗宴』が
取り上げられていて、とても面白いのです

が、そのプラトンの対話篇というのは、せい

ぜい4、5人なんですね。だいたいソクラテ
スが長い質問をして、カリクレスとかそう

いった人々が長い自説を述べ、それにソクラ

テスが新たな質問をして、論破するという形

式なのですが、少ないときは2人で延々と本
当に長いこと対話しているわけです。これは

やっぱり、ソクラテスとかが行なっていた哲

学対話と、15人以上で2時間程度で哲学的な
対話をするというのは、同じように「哲学を

対話でする」といっても、どうしようもない

差があるのではないか、というのも改めて思

い返すようになったことですね。

　実はこれはソーテも当時から言われていた

ことでして、ソーテの哲学カフェに対する

数々の批判の一つとして、「哲学的作業とい

うものの次元を縮小して、人々に哲学を提供

している」、すなわち「ファストフィロソ

フィー」だという言葉があります。ファスト

フードにちなんで、あんなのファストフィロ

ソフィーだと揶揄されたそうです。哲学カ

フェは、「哲学を単なる思い付きによる議論、

気軽な雑談にしてしまう」という批判です。

　実際、学生たちと行った「なぜ雨の日だと

嫌な気持ちになるのか」とか「女性の幸せ」

とか、こういうものに対してある学生が、「雑
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談じゃないですか？　先生、哲学って、もっ

とこうすごく掘り下げるものじゃないです

か？」みたいなことを言うんですよね。私と

しては、「公共的な対話」というのと「哲学

カフェ」というのを両立させようとしている

のですが、そうすると哲学だとそれこそ、「良

く生きるとは？」とかがテーマ的には設定し

やすいのでしょう。しかし、それで果たして

私たちの自主的な対話を生み出せるか、とい

うとそういうわけでもなくて、もっとその前

の段階で、いずれはそういった哲学的なテー

マにつながるようなステップみたいなものが

いるのではないかと思います。

　ただし、やっぱり2時間でやると、なかな
か、意識の高いというか、哲学に割とアンテ

ナの感度が良い学生からすると、「これのど

こが哲学なの？」というふうに言われてしま

う。そういう側面は確かにあると思うんで

す。ただ私としては、哲学の前段階というも

のもやっぱり欠かせないとは思っています。

　「哲学というのは、はたして大学で学ばれ

る学問なのだろうか？」という疑問はやはり

あると思います。そこで、これは昨日の読売

新聞の書評欄の「本のソムリエ」というコー

ナーで質問がありました。岐阜県の45歳の

男性ですが、「哲学に興味を持ち始めました」

「でも何から始めたらいいかよくわかりませ

ん。本屋に行きましたが、関連した図書が多

すぎて。こんな私に入門書があれば教えてく

ださい」と。それに対して返答されていたの

は、水谷修氏という「夜回り先生」で有名な

方なのですが、彼も大学は哲学科を出たとい

うので、デカルトの『方法序説』とかを紹介

していたのですけれど、解答として僕が「い

いな」と思ったのは、「哲学というのは、あ

くまで道具なんですよ」という最初に言われ

た部分です。私自身は二十歳の前後から哲学

科で学んで、今も大学で哲学を教えている研

究者です。でも、一般の方だっていろいろな

きっかけがあって、哲学に興味を持ち始めま

す。この中でも、大学時代には哲学に全く興

味がなかったのに、今はなんか興味を持ち出

した、という方もおられると思います。そう

した人が求めている哲学って、大学で学ぶよ

うな西洋哲学史とか、文献講読とかとは

ちょっと違うのではないかという気がどうし

てもするんですよね。

　そもそも「哲学」というのは、翻訳語とし

て西
にしあまね

周が作った造語ですが、もともとは

「philosopia」というギリシャ語です。これ
は「愛する」とか「希

のぞ

む」を意味する

phileinと「知恵」や「知識」を意味する
sophiaを足してできた言葉です。ですから
「philo＋ sophia」なわけですので「愛知」と
いう語でもいいわけです。「哲」とか「知」

というのが sophiaで、それを「願い求める」
とか「愛し求める」というのがphilo，
phileinですね。ここから「哲学」という言
葉になってくるわけですが、本来であれば「希

哲学」という具合に、「希」がいるはずなの
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ですが、「哲学」という言葉にはこの「希」

がないわけです。そして、「希」がないこと

によって、哲学という言葉から私たちがどう

イメージするかというと、何か語られた「思

想」のようにイメージされてしまう。すなわ

ち、「Thought」。過去形の「thought」ですね。
でも希哲学の場合だと、むしろ現在進行形

で、つまり「思考」だと思います。やっぱり

thinkingというか、その動詞的なものが、「希
む」とか「愛する」という側面を表わすかと

思うのですが、その「希」というものが抜け

落ちて、「哲学」というものになってしまっ

たがために、どうしても哲学と言うと、哲学

者の語られたことを学ぶという感じになって

「思想」に近くなってしまうのですね。「思考」

ではなくて。現に自分自身が思考するのでは

なくて、偉大な哲学者の思想を学ぶというこ

とです。これは私たちもそうです。学会とか

が典型で、変な習慣だと思うのですが、「何

やってるんですか」と訊かれます。「アーレ

ントです」と言うと、「あー、アーレントか

……」という感じなんですね。「カントです」

と言うと「おお、カントなんですか！　私も

カントなんですよ」といった感じで、「カン

ト産業」とも言われますが、自分たちは思考

していないのに、自分らが誰を選んでいる

か、誰を研究対象にしているかによって、優

れているか否かみたいな感じになってしま

う。この国の哲学にはこういった思想の比べ

合いっこという側面が抜き難くあるかと思い

ます。

　それに対して、皆さんが哲学に望んでおら

れるのは、もちろんこちらの可能性もありま

すが、「なぜ、私はこの世に生きているのか」

とか、そういったことに引っかかっているの

であれば、それはむしろ「自分自身で考えた

い」と思っている人が多いのではないか、と

いう気が私はします。そこで、鷲田先生は「哲

学は市井の多くのひとたちのなかにに生きて

いる」、「多くのひとたちによって生きられて

いる」、そして、「ほんとうに大事なものは何

か、それをひとびとの生き方のうちに見つけ

るのが哲学ではないのか」と書かれていま

す。つまり、人々の中から哲学を汲み出すこ

と、すなわち哲学を発見することが哲学者の

本当の仕事なのではないかということです。

　あとの二つは時間もありませんので余興で

済ませますが、一つは improvisation（即興
演奏）、つまり哲学カフェはその場で皆で考

えるわけで、いわばジャムセッションような

もの、そういう知というものもあるのではな

いかと私は考えています。そして最後が、哲

学カフェというものについて今日は話をして

きましたが、これはやっぱり魅惑的な言葉だ

という点です。「臨床哲学」にしてもそうで

すが、単なる「哲学」や「倫理学」ではなく

て、「臨床哲学」とか「応用倫理学」という

ふうに言うと、人はどこか良い感じがするも

のなのだろうと思うんですね。私自身も学部

は哲学科だったのですけど、4年生のときに
「臨床哲学」という名称を知って「あっ、こ

れは！」と思った人間です。98年に研究室
が倫理学研究室から臨床哲学研究室に変わっ

て、私は99年に入学しましたので、そうい
うのに惚れた当事者ではあるのですが、でも

これは、哲学カフェにしてもそうですけれ

ど、まだ実態というものがないんですよね。

その点に関して、鷲田先生が去年の河合臨床

哲学シンポジウムの席上で次のような発言を

されました。いわく、「臨床哲学を完遂でき
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たら、それはただの哲学でいいのだ」と。私

たちそのもとで学んだ人間も「臨床哲学って

何なんだろう」と思うのですが、その提唱者

の鷲田先生が「臨床哲学を完遂できたら、も

うそれは（「臨床哲学」などとわざわざ言わ

ずに）ただの哲学でいいのだ」と言われた。

この発言を聞いて僕が思ったのは、臨床哲学

というのは未熟な、今は哲学までには到達し

ていないけれど、はるか先に哲学というもの

がある、いわばそこに至る道程なんだな、そ

して哲学カフェもそうなんだな、哲学へと至

る「途中」というのが臨床哲学であり、哲学

カフェなのかな、ということです。ちなみに

鷲田先生は、9月2日に講演会で椙山に来ら
れますので、ぜひお越しいただければと思い

ます。

　私はこれまで、あまりこういうふうに哲学

カフェについて話をするということは一度も

してきませんでした。百聞は一見に如かず

で、とにかく哲学カフェに来てください、見

てください、一緒に参加してくださいとは

言ってきたのですが、本日は、おそらく最初

で最後だと思うんですけど、哲学カフェにつ

いて演説というか、宣伝をする機会をいただ

きました。ですから、あとは皆さんがぜひ実

際にお越しいただいて、私たちと一緒に哲学

を発見していってくださればいいなという思

いです。

　最初にソーテの言葉から始めましたので、

最後もソーテの言葉を引用しておきますと、

彼はこういうふうに書いています。「声を大

にして言おう。哲学者の使命は、沈黙するこ

とではない。哲学者が役割を果たすのは、自

分の殻の中でではない。道端や街頭で、人々

の生活に入り込むことによって、商人や大道

芸人であふれかえる市場をほっつき歩くこと

によってなのだ」と。私も幸いなことに、哲

学の教師として本学に雇ってもらっているわ

けですが、毎週土曜日くらいはいろいろとこ

の名古屋の街をほっつき歩いて、市民の人た

ちと哲学の実践をやれたらいいなと思ってお

ります。

　最後にお知らせですが、今週の土曜日にカ

フェティグレで「市場とは何か」というテー

マで哲学カフェを行ないます。8月3日には
「Nandeカフェ」という名前で、これは筑波
大学の学生さんが進行をするのですが、「何

で勉強って、しなくちゃいけないの？」とい

うテーマでやります。夏休みの期間ですか

ら、ぜひお子さんやお孫さんに勧めていただ

けるとありがたいです。8月30日には「書評
カフェ」として、クレイグスカフェ名大店で

村上春樹氏の『色彩を持たない多崎つくる

と、彼の巡礼の年』という名古屋が舞台になっ

ている小説を取り上げることにもなっていま

す。

　これらについては、カフェフィロのホーム

ページやあるいは、カフェフィロのリンクに

なっている「哲学カフェ＠名古屋」のホーム

ページをご覧になっていただければと思いま
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す。そしてあともう一つ、一番早く哲学カフェ

が味わえるのは、NHKの文化センターで「ぼ
くらの哲学」という講座を南山大学の奥田太

郎氏と一緒に月2回のペースで行なっている
のですが、今週の木曜日の18時半から、「速
い /遅い」というのをテーマにして哲学カ
フェをします。これが時期的には一番早いの

ですが、文化センターですので受講料が要り

まして、ドリンク代だけというわけにはいか

なくて、一回2000円くらいですけど、こち
らのNHK文化センターは、去年の秋から始
めて、徐々に徐々に受講生が増えて、十数名

くらいになりました。そこで今年度も講座と

して継続されましたが、受講生は6名ほどで、
半分くらいに減ってしまってなかなか辛いの

ですが、でもリピーターとして毎回参加して

くださっている方々の発言から、奥田氏と私

はいつも「皆さん、哲学のセンスがすごいな」

と実感していますので、こちらにもお越しい

ただけましたらと思います。

　ちょっと長くなってしまいましたが、私の

方からは以上です。ありがとうございました。

［付記］本稿はJSPS科研費25870866の助成
を受けたものである。
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渡邉毅主任研究員：定刻となりました。ただ

いまより、椙山女学園人間学研究センターの

第3回人間講座を開きたいと思います。最初
に椙山女学園の森棟理事長より開会のご挨拶

をいただきたいと思います。

森棟公夫理事長：理事長の森棟でございま

す。本日は10月になりましても非常に暑い
日でございますが、皆様、本日の人間学研究

センター人間講座にご参加いただきまして、

本当にありがとうございます。

　椙山女学園は「人間になろう」という目標

を掲げておりまして、特に創立100年を迎え
ました2005年に椙山人間学研究センターを
設置いたしました。そして、人間学研究セン

ターにおきましては、このような講座を年に

数回ずつ開催している次第にございます。今

年は第3回になりますが、本人間学研究セン
ターの客員研究員であらせられます稲村哲也

先生、放送大学の先生でいらっしゃいます

が、第1回人間講座に引き続いて二回目のご
講義を開いていただくこととなりました。内

容に関しましては、渡邉先生のほうからご紹

介があると思いますが、よろしくお願いいた

します。

渡邉毅主任研究員：最初に本日の講師、稲村

先生の簡単なご紹介をさせていただきたいと

思います。すでに今年度の第1回人間講座で
お話をしていただきました。そのときも稲村

先生のフィールド、最初は南米から始まっ

て、ヒマラヤの方面へと広がっていきなが

ら、高地民族、高地で暮らす人達は南米のリャ

マ等を家畜にしている人達、そういった紹介

からヒマラヤへと移ったのですが、1時間と
いう時間が非常に短かったために、第1回に
参加されました皆様のアンケートの中に、も

う少しブータンのお話が聞きたいとリクエス

トもありました。それを受けて、今日は主と

してブータンに焦点を絞っていただいて、つ

い先だっても夏のフィールドシーズンにブー

タンへ行ってみえたようですので、非常に

ホットなお話が聞けるのではないかと思って

おります。今年度、愛知県立大学の大学院の

授業を継続して持たれており、毎週のように

愛知県にはいらっしゃるようですが、普段は

千葉の幕張の放送大学で研究あるいは業務を

されています。行ったり来たりで忙しい日々

ですが、今日はよろしくお願い申し上げます。

稲村哲也教授：皆さんこんにちは。第1回人
間講座は高地に暮らす人ということで、アン

デスとヒマラヤを併せて駆け足で巡りました

ので、頭が混乱してしまうということもあっ

ヒマラヤ高地の生活と文化
―「幸福王国」（？）ブータンの現状から考える―
Life and culture in the Himalayas: Focusing on the “Happy Kingdom” Bhutan

放送大学教授・椙山人間学研究センター客員研究員
稲村　哲也
Tetsuya Inamura
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たかと思います。今日はヒマラヤに焦点をし

ぼりますが、中でも特にブータンのお話をさ

せていただきます。比較のために、インドの

ラダック地方やネパールも少し紹介したいと

思っています。

　私は文化人類学を研究して、特に高地の文

化、牧畜を中心にしております。チベットや

ヒマラヤ地域でヤクの牧畜などが行われてい

るので、そういった牧畜を行う人々、牧畜民

の生活に非常に関心があります。今日は、ブー

タンの人々の暮らしの中でも、とくに高地の

牧民の社会を中心にお話ししたいと思いま

す。

　さっそくお話に入りたいと思います。ヒマ

ラヤの中央部にネパールがあって、その東側

にブータン王国があります。ブータンは大体

日本の九州くらいの小さい国なんですね。ネ

パールは、ついこの前までネパール王国だっ

たのですが、2008年に王制が廃止されて、
今はネパール連邦民主共和国となっておりま

す。

　ヒマラヤ地域には、ブータンの東側に、ア

ルナーチャル・プラデーシュ州という州があ

ります。インドが実効支配をしている地域で

すが、中国も領有権を主張しているという所

で、州全部がインドと中国の紛争地域です。

また、ブータンとネパールの間に小さいシッ

キムという王国があったのですが、これはイ

ンドに併合されてしまいました。現在はイン

ドの一部です。

　それから、ネパールの北西に、ジャンムー・

カシミールという州があります。この州の北

東部はアクサイチンという地域で、中国が実

効支配しているわけですが、ここはインドも

領有権を主張している。そして、ジャンムー・

カシミール州の西の方はパキスタンが実効支

配しています。しかし、そこもインドが領有

権を主張している。ヒマラヤ地方は、もとも

と山が非常に険しいので国境になりやすいの

ですが、そこが国際関係の緊張地帯にもなっ

ているわけですね。

　そして、これらの地域の北側には広いチ

ベット高原が広がっていまして、第二次世界

大戦が終わった後、共産党が国民党と争い、

共産党の毛沢東政権ができたときに、人民解

放軍がチベットに侵攻して支配がはじまっ

た。つまり、中国がチベットを支配している

ことで、様々な問題も抱えている所です。

インドのラダック地方

　先ほど渡邉先生から、私が8月にブータン
に行ってきたというご紹介がありましたが、

そうではありません。ブータンはこれまで五

回行って、最後は2年前に行きました。今回
は、ネパール人の共同研究者二人と、インド

のジャンムー・カシミール州のラダックに

行ったんです。ところがそこでハプニングが

ありました。その話からしたいと思います。

　（1）これがデリーからラダック地方に行
く飛行機から見た様子ですね。この地域は、

ヒマラヤの主脈を超えて更にラダック山脈、

その先にカラコルム山脈と、山脈がつらなっ

て非常に幅広くなっている所です。ですから

デリーから飛行機で行きますと、下にずっと

険しい山脈が続いていて、特に冬場ですとこ

こが全て真っ白で、驚くべき壮大な景観で

す。ラダックに近づいていきますと、荒々し

い景観が見えてきます。この辺りはヒマラヤ

でも特に乾燥している地域で、山に樹木が全

く見られません。そういう所にかろうじて、
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雪山から流れてくる川の流域が谷になってい

まして、人々が暮らしています。ブータンと

はまったく景観が違います。ブータンの方

は、緑が非常に多いわけです。ラダックの中

心のレーに飛行場があります。標高3700m
くらいの高さの盆地で、かつてのラダック王

国の都でした。そこはインダス川の最上流部

にあたります。それが西の方に流れていっ

て、パキスタン領内を流れていきます。

　レーの町の様子です。（2）これは王宮の少
し上から撮っていますので、王宮が見えて、

その下に町が広がっている様子です。（3）こ
の町をよく見ますと、右の方の黄色い屋根は

チベット仏教のお寺ですが、右下と左端には

モスクが見えます。ですから、この辺りもイ

スラム教徒の人々が結構住んでいるというこ

とが分かります。つまり、カシミールの影響

があるということが町を見ても分かるわけで

す。

　今回、私はカシミールの方に行ってみたく

て、レーに降りましてそちらに車で向かいま

した。インダス川に沿って下流に下っていく

という感じになるのですが、途中、（4）ラ
マユルという寺院のある所を通って、その先

でチャーターした車が運転を誤り山にぶつ

かって怪我をしてしまいました。そういう訳

で、そこから4時間ほどでレーに戻りまして、
救急病院に入りました。ネパール人の研究者

のキソルさんが、上腕骨を骨折してしまい大

変な状況でした。すぐに彼は入院ということ

（1） （2）

（3）

（4）
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になりました。私はちょっと手を縫ったくら

いの軽症ですみましたが、目的地には行けな

くなってしまいました。

　たまたまその翌々日にレーにダライラマが

いらっしゃるということが評判になってお

り、もう一人のネパール人とガイドのチベッ

ト人と、時間があるので行ってみようという

ことで出かけました。大変な混雑で、町中の

人が集まっていました。ところが、キソルさ

んが入院していましが、看護師さんもほとん

ど出掛けてしまって、病院に人がいなくなっ

てしまいました。ただ、看護師さんの中にも

少しはイスラム教徒がいまして、その人たち

達は残っていたのでどうにかなりましたが、

彼一人ではトイレにも行けない怪我だったの

で、大変な一日だったと言っておりました。

　（5）私達が会場に行ってみますと、広場に
たくさんの人が集まっていて、少し高くなっ

た壇上でダライラマがお説教をされました。

（5）

（6）ちょっと遠くのほうをよく見ると、塀
の上でインドの兵士がスナイパーを警戒して

います。やはりダライラマというのは中国と

の紛争の重要な要素ですので、何があるか分

からないということで、物々しい警戒をして

いました。

（6）

　これがダライラマの説教の様子です。世界

や家庭での平和とか、しっかり仏教のことを

勉強しなさい、というような道徳を説かれて

います。私も肉声を聞いたのは初めてでした

けれども、とても柔らかいお声で訴えるもの

があるという感じでした。人々は大体3万人
くらい集まっていたと思われます。こういう

ところを見ると、敬虔なチベット仏教の信者

が多いことがわかります。（7）子供がおば
あちゃんと一緒に来ていて、マニ車を回した

りしています。マニ車の中には、マントラ（真

言）、真言宗の真言ですけれど、観音を象徴

（7）

するオン・マ・ニ・パド・メ・フムという呪

文、日本でいうと念仏みたいなものですけれ

ども、それが紙にびっしり印刷されたものが
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（9）

（10）

（11）

子供の子坊主さんたちも居りました。これは

ブータンと同じですけれども、大体、三男く

らいはお寺に子供を入れるということです。

「三人息子がいたら一人はお寺」みたいなこ

とわざもあるようです。これによって、一つ

入っているわけですね。それを回すとマント

ラが唱えられるということになります。（8）
お説教の合間に、お茶やお団子がふるまわれ

たり、それぞれ家族でもお茶やお弁当を持ち

寄って、半日ゆっくり過ごす、という楽しみ

の機会でもあるという感じですね。有名人の

（8）

音楽の公演のような雰囲気もありました。ダ

ライラマが退場される場所では、芸能人の出

待ちのような感じで、たくさんの人が近くで

顔を見たいと集まっている。私もそこにいた

のですが、1時間以上待たされてようやく見
ることができました。

　レーの町でも少し郊外に行きますと、イン

ドの軍の基地がびっしりとあります。国境の

紛争地域ですので、たくさんの軍の基地があ

るわけです。村と村の間にも軍の基地があっ

て、軍の基地を通って次の村に行くというよ

うな、そのぐらいたくさんの基地がありま

す。（9）空港も軍の基地でもあって、こち
らはチベット仏教のスピトゥクという寺です

けれども、そのすぐ近くまで軍の基地が迫っ

ている。いろいろなことを感じさせられる光

景です。（10）このお寺にも行ってみました
けれども、お寺ではこのようにお坊さん達が

ちょうど読経をしていました。（11）小さい
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には家の食い扶ちが減るということもある

し、昔はお寺が教育の場でもあり、お寺に息

子が入っていることで家族全体の功徳になる

ということもあります。

（12）

　（12）これはレーの町、ラダック王国の元
の都で、少し右のほうにあるのが昔の王宮で

す。小高い丘の上にあります。王宮の更に上

の方に王様のお寺があります。（13）その中
の弥勒菩薩像です。未来にブッダになること

が約束されている菩薩ですが、日本でも信仰

されていますね。（14）こちらは千手千眼観
音と仏塔です。観音様は日本でも人気のある

菩薩ですが、チベット仏教圏でも共通して人

気があります。これは全ての生き物、衆生を

救ってくれるということで、千の手を持ち、

手の平に目がありますので、千手千眼観音と

呼ばれています。これは憤怒の顔の非常に怖

い姿、日本で言えば不動明王のような感じで

すが、よく見ると女性を抱いています。（15）
これはチベット仏教独特の男女合体尊という

ものです。ブッダが女性を抱いている姿で表

現されているものもありまして、実はそれが

チベット仏教の最高仏です。どうして女性を

抱いているのか、初めて見る人はびっくりし

ます。仏教というのは煩悩を滅すること、

（13）

（14）

欲望を滅することが大事なのに、何故女性を

抱いているかということになるわけです。チ

ベット仏教では、女性が「智恵」を表してい

る。「般若」ですね。般若というのは、もと

もとパンニャというサンスクリット語から来

ていますが、智恵を表しています。そし
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（15）

て、男性の方は「力」、智恵を実践する力、

それを仏教語で「慈悲」というのですが、男

女の合体は般若と慈悲、知恵と力の合体とい

うことです。それによって悟りの世界に導か

れるという原理になっています。

ネパールのヒンドゥー教

　二人のネパール人とラダックであえなく負

傷して、キソルさんが動ける様になったの

で、予定を早めてネパールへもどりました。

ヒマラヤは遠かったという感じですが、ネ

パールでは予定外となったので、近くをいろ

いろ回りました。

　これは、カトマンズのヒンドゥー教の一番

有名な聖地です。ここはバグマティという川

ですが、ガンジス川の上流に当たります。

（16）ここのパシュパティという一番有名な
お寺です。見ると煙が出ていますけれども、

遺体をここで焼いて灰をガンジス川（＝ガン

ガー女神）に流します。（17）このときちょ
うどご遺体が運ばれていました。組んだ木の

上に乗せて焼くわけです。最初、周りを三回、

廻って焼きます。焼く前に、パシュパティの

お寺が川に面しているところで、ご遺体の足

をガンジス川の水で清めます。そのす

（16）

（17）

ぐ近くで子供達が泳いでいまして、日本と随

分、死生観が違うことを改めて感じました。

　ここは仏教世界ではなく、ヒンドゥー教世

界です。ヒンドゥー教も仏教も、同じインド

で生まれており、例えば輪廻転生観などは共

通しています。また、チベット仏教の場合は、

ヒンドゥー教の影響も受けています。（18）
こちらはヒンドゥー教の聖者、苦行者ですけ

れど、出家して仕事をしないでお布施だけで

生活していらっしゃいます。私みたいなカメ

ラを持った人がいますと、手招きして「撮っ

てもいいよ、お金をください」というような

しぐさをして、施しで生活している人達で

す。この人達は、ヒンドゥー教の神様シヴァ

と一体化するような姿をしています。

　今回は思い通りに行かなかった調査であり
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（18）

ましたが、ここまでは、ハプニングを含めた

最新の私の調査を紹介しました。

（以下、第1回講座との重複部分は省略）

ヒマラヤの自然環境

　これから本論に入りたいと思います。

図1「ヒマラヤの植生分布」

（図1）ネパール辺りの地形の断面図を見て
みますと、このような形です。高さによって

気候が全く違いますので、そこに生えている

木や植物も異なります。当然、作物も異なる

わけです。一番南の方の低い所に来るとサラ

ソウジュ帯と言って、非常に熱帯的になりま

す。前回のアンデスの時にもお話しました

が、緯度の低い所に大きな山脈があるので、

非常に多様な自然環境を持っている地域でも

あります。また、とても険しい地形なので、

本当に多様な民族が隣り合っているような感

じです。特にネパールは、60近い民族に分
かれています。

図2「植生の水平分布と垂直分布」

　図2は植生の水平分布と垂直分布とを比較
したものですが、赤道から極地帯までの環境

がヒマラヤやアンデスでは縦に並んでいま

す。ですから、割とコンパクトに多様な環境

を持っているということが言えます。そう

いった意味では、アンデスとヒマラヤはよく

似た点があります。

　作物は、もともと作っていたものは違うわ

けですが、アンデス原産のジャガイモや、中

米原産のトウモロコシは、スペインによる征

服以後、ヨーロッパに伝わり、アジアに広が

りました。ヒマラヤにも伝わって、たくさん

作られるようになりました。もともとヒマラ

ヤにあったのは、高い所ではソバやオオムギ

ですね。それから暖かい所へ行くと、大体

1500mよりも低い所では米が作られていま
す。このように、高さに応じて、多様な作物

が作られているのが分かります。

ブータンへ

　ブータンというのは小さな国で、九州くら

いですけれども、地域によって違いがありま
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す。私は今まで五回ほどブータンに行って、

おもに三箇所を調査しています。ブータンの

人口は全体で約70万人です。隣のネパール
は3000万人近くあります。ですから、我々
は、ネパールとブータンは似ている国のよう

に思うのですが、ブータンのほうがずっと小

さいということが分かります。（19）こちら
は標高約2300mのティンプーの様子です。

（19）

首都ティンプーは、人口が約10万人ですが、
現在ティンプーにどんどん人が集まってい

て、建設ラッシュという感じです。ただ普通

の都市と違うところは、ビルでも必ず傾斜し

た屋根がついていて、ブータン様式の建物で

なければいけないということになっていま

す。ですから我々から見ると、全体的に調和

の取れた感じがして、都市なのに落ち着いた

感じがします。首都のティンプーというのは

西の方にあります。そのティンプーの少し南

の方のパロという所に空港があります。パロ

に飛行機で行くと、中型のジェット機で谷を

ぬって入って行くので非常にスリルがあっ

て、すぐ下に家が見えたりします。

　西の方の高地のラヤという村、それから真

ん中辺りのブムタン地方、それから一番東の

タシガンという地域のメラックという牧畜の

村。この三つの地域のそれぞれの特徴を紹介

したいと思います。

　ブータンの簡単な歴史ですが、17世紀く
らいにチベット仏教の高僧ガワン・ナムゲル

という人が、チベットの地方勢力の継承問題

で対立し、南の方に下がってきて、ブータン

で勢力を伸ばしました。当時はお坊さんが政

治的な力を持っていたので、この地域で実権

を握ることで、ブータンという国の輪郭が初

めてできたのが17世紀ということになりま
す。この高僧が亡くなると、地方勢力が群雄

割拠するようになりますが、ブータンの中部

のトンサという地域の地方行政官だった人が

勢力を伸ばし、1907年に統一して王様にな
りました。初代の王様から数えて、まだ5代
目で、100年ちょっとしか経っていないわけ
です。事前の質問の中に、イスラエルとの関

係というのがありましたけれども、ブータン

の歴史を見れば、イスラエルとの直接の関係

はないと言えます。宗教に関しても、イスラ

エルはユダヤ教ですし、ブータンはチベット

仏教でありますので、関係はないと思いま

す。

ブータン西部ラヤ村

　西の方の高地で、農業をしながらヤクなど

を飼っているラヤ村の様子を見ていきたいと

思います。途中まで車で行って、そこから徒

歩で二日ほど歩きます。（20）ラヤ村は標高
が約3900mですけれども、かろうじて作物
ができて、オオムギなどを作っています。た

だ、もちろんそれだけでは足りないので、家

畜を飼って、それで畜産物と農産物を交換し

たり、あるいは馬やラバなどを飼って交易を
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（20）

したりして生活を維持してきました。

　（21）この村から少し上の方へ1時間くら
い登っていきますと放牧地になります。ここ

は、チベット式のテントを使っているんです

ね。ブータンの他の地域で、今はビニールシー

トみたいなものを使っていることも多いので

すけれど、ここは伝統をかなり維持している

感じでした。（22）これはヤクの搾乳の光景
です。子供のヤクはロープにつないであっ

て口のところから紐で縛ってあるので、あま

り頭を上げられないようになっています。こ

れで子供のヤクがミルクを飲んでしまうのを

防いでいるわけですね。夕方つないでおいて

（21）

（22）

朝になるとミルクがたまっていますのでそれ

を搾るのですが、最初に子供のヤクを放して

1分くらいミルクを吸わせます。これは、吸
うとミルクがよく出るようになるからです。

そうしたら無理やり子どものヤクを離して、

またロープでつないで、後は人間が採ってし

まいます。お母さんヤクは子供にずっと飲ま

せている気になっていて、そのまま3、4分
ミルクを出し続けます。これで大体1ℓくら
い搾れるということです。

　それを貯めて、まずは温めてバターを作り

ます。バターは、ただミルクをかき回してい

ればできるものです。かき回すことでミルク

の中の細胞が壊れて脂肪分が分離して、くっ

つきます。ですから日本で売っているミルク

でも、買って、頑張ってかき回してやればで

きなくもないですね。ただ結構、力と時間が

かかります。この棒の先にちょうど車輪のよ

うな形の木の輪がついています。（23）それ
を上下してゴボゴボ、ゴボゴボ、という形で

攪拌するわけです。
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（23）

　そのバターを取った後、更に残りの液で

チーズを作ります。液を煮沸すると、主にタ

ンパク質が固まるんですね。1時間ほど煮沸
すると固まってきて、固形分ができてきま

す。それを布の袋に入れて、石を重りにして

圧縮させて水分を取ると、基本的にもう生

チーズができてしまいます。発酵していない

チーズですね。発酵しているチーズを作る地

方もありますが、ここでは発酵しない生チー

ズが作られています。これを乾すと結構おい

しいチーズができます。

　ラヤの生業の特徴をまとめますと、ここで

はオオムギを栽培していますが、牧畜が重要

で、つまり農牧複合です。これは第1回人間
講座で触れたネパールのシェルパ民族と同じ

で、移牧をしているという点でもシェルパと

似ています。しかし、ここではなぜかヤクし

か飼っていません。そして交易が結構重要な

要素になっています。移動のためにチベット

と同じテントを使っているということもシェ

ルパとは違う点です。テントを使っている

と、結構場所を自由に変えられます。シェル

パの場合は、固定の家を使っているので、毎

年同じ所を移動することになります。

　ラヤでは、珍しい慣習として、一妻多夫と

いう制度があります。一夫多妻はよく知って

いるけれど一妻多夫は初めて聞いたという方

もいらっしゃるかもしれません。チベット系

の民族には結構、一妻多夫制がありますが、

一夫多妻のちょうど反対というのではなく

て、一妻多夫の夫のほうは二人か三人、最大

で四人くらいです。というのは、必ず兄弟同

士、三人兄弟が一人の奥さんとか、二人兄弟

が一人の奥さんと結婚するというような形態

です。これはさすがに、最近は少なくなって

きているという話ですが、20年か30年前、
つまり中年か老境に入ったくらいの人達に聞

くと、「私と弟で奥さんを持っているよ」と

か「昔は半分くらいがそうだったな」という

話をしてくれます。特に恥ずかしいこととい

う意識はなくて、とても兄弟仲が良いとか、

便利だとかいう話をよく聞きます。

　ラヤでの、最近の大きな変化について話し

たいと思います。（24）実はブータンの高地
で冬虫夏草というものが採れるんですね。こ

れは中国でものすごく人気があって、一つで

も中国ですと1000円位するかもしれません。
ブータンに行ったときに僕に「これ買わな

い？」と言ってくれた人も、確か、一個100
円とか200円くらいで売っていたと思うの
で、中国はすごく高いと思います。冬虫夏草

は一種の強壮剤です。これは蛾の幼虫の一種

に菌が付いて、地面の中にいるときに伸びて

くるわけです。菌類がくっついて蛾の幼虫の

養分を吸って、地面に伸びてくるというもの

で、夏の時期になるとヒマラヤの高所のあち

こちに生えてきます。（25）これを探してほ
じくって採ってから、ブラシできれいにして

乾燥させます。これはブータン政府が
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（24）

（25）

今、一応コントロールして買い上げることを

しています。ただ、ここの人達は中国と国境

が近いので（チベットとの国境ですね）国境

まで行くとそこで取引ができてしまうそうで

す。ここから歩いて2日くらいで行けるそう
なので、そちらに行くこともあると言ってい

ました。

　若い人はひと夏だけで50万円くらい稼い
じゃうよ、という人もいました。ですから、

牧畜をやっているより、金銭的にはずっとこ

ちらの方が、お金が入ってしまうようになっ

ています。冬虫夏草がこれほど売れるように

なったのは、ここ数年の出来事らしいです。

このように随分と変化が起こっています。冬

虫夏草が採れる所の牧民というのはみんなお

金持ちになっていました。それで今、新しい

家を建てたりしています。家族全員でひと

夏、冬虫夏草を採れば数百万円集まって立派

な家が建てられてしまうわけです。というこ

とで、それが最近の大きな変化となっていま

す。

ブータン中部のブムタン地方へ

　今度はブータンの東の方へ車で行きます。

ブータンの道を今整備しているところです

が、非常に山道で結構スピードを出して走る

ので、車酔いになりやすい人にはなかなか大

変な道ですね。ブータンのちょうど真ん中く

らいに行きますと、初代の王様の出身地のト

ンサという所に着きます。（26）ゾンという、
城と寺が一緒になったような、昔、行政の中

心であって寺院でもあった所です。武力と政

治権力と宗教的な権威が結びついたようなも

のです。それは今でもトンサ県の行政府に

なっています。森の中の非常に美しいこう

いったゾンが各地で見られます。

（26）
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（27）

　（27）トンサの東、ブムタン地域の中心の
町です。こういう町にはもちろんお店とか銀

行などもあるのですが、ブータンでは建物の

形の規制が強いです。伝統的な建物様式が義

務付けられているので、たとえ銀行であろう

とも、こういった様式で建っています。全体

的に非常に調和した感じで美しいですね。地

方の町もとても美しいです。

　このような点は本当に見習いたいなと思う

んですよね。日本の都市の不統一さというか

ですね、とにかく醜い、とよく言われます。

ヨーロッパの都市などは石造なので古い物が

そのまま残っています。日本の場合は木造が

多かったのでどんどんと建て替えて、今はコ

ンクリートで造るわけですが、非常に不統一

というか、文化のへったくれもないみたいな

感じです。京都ですら、京都駅にどうしてあ

んなのを造っちゃったんだろうという気がし

てしまいます。ブータンを少し見習いたいな

と思います。

（28）

　（28）これはブムタンのドゥルという村で
す。標高が3500mくらいで、農業中心の村
です。これは8年位前の写真ですけれども、
その頃は道路がまだ無くて、江戸時代みたい

な感じで、懐かしいというのは変ですけど、

雰囲気がとてもいいなと思いました。（29）
学校でも、先生も生徒も民族衣装を着なくて

はいけないので、そういったところも微笑ま

しい感じですね。子供達も生き生きとしてい

ますし、ブータンに行った人はこういうとこ

ろに惚れ込んでしまう、というのは確かにあ

ると思います。（30）これは普段着ですが、
子供達が家の手伝いで、犂で畑を耕している

（29）
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（30）

様子です。このウシは実は普通のウシとは

違っています。ジャツァと呼ばれる、低地の

ミタンというウシの仲間と普通のウシの異種

間の交雑です。非常に力が強く普通のウシよ

りも寿命も長く、働ける期間も15年くらい
と長いということで、良いことづくめです。

ただ、この犂を引いているのは雄ですが、雄

には繁殖能力がありません。

（31）

　（31）子供が笹を集めてヤクの餌を採って
いるところです。可愛らしくて、雰囲気が

とても良いんですよね。日本ではこういった

ことを忘れてしまったように思うのですが、

親の仕事を見て子供が自然に学んでいくとい

うか、お手伝いを楽しくやっているわけです。

　この地方の農村では、ヤクとゾモ（ヤクと

ウシの交雑種）の群と、ジャツァムという別

系統のウシの群を飼っています。ジャツァム

はジャツァの雌の方の呼び方です。ヤクとゾ

モは高い所で上下の季節移動つまり「移牧」

を行います。ジャツァムの群れは寒さに弱い

ので、低い所を使って上下の移動をしていま

す。つまり二重の移牧があって、専門的には、

実に面白い地域です。（32）これは先ほど少
し触れましたが、ジャツァムはウシとミタン

の交雑種で、角が非常に立派です。（33）ミ
タンというウシがこれです。これは日本では

見られないウシの種類です。ブータン

（32）

（33）
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の東のインドのアルナーチャル・プラデー

シュ州の低地の暑い所の森の中で飼っていま

す。ほとんど放りっぱなしで搾乳もしませ

ん。肉を食べるために飼っています。1週間
に一回ぐらい塩をやりに行くだけですね。こ

ういった家畜がどのようにできたかというの

は謎で、私は今これに関心を持っています。

インドのアルナーチャル・プラデーシュは紛

争地域なのでなかなか行きづらくて困ってい

るのですが、本来、ブータンではこのミタン

自体は飼っていなくて、種ウシとしてそっち

から導入して、普通のウシと掛け合わせる

と、この立派なウシができるということで

す。雌はミルクがたくさん出るし、雄は農業

に非常に役立ちます。

（34）

　（34）家はこのような感じですが、土を固
めた壁と木を組み合わせて造られています。

中に入れてもらうと、三階に仏間がありまし

て、お坊さんがいつ来てもすぐに読経ができ

るようになっています。（35）仏間の近くに
は大体、王様の写真があって、王様が非常に

人気があることが分かります。（36）居間の
様子で、普通の厨房です。田舎の民家ですが、

貧しい感じはしません。むしろ豊かな印象

（35）

（36）

を受けます。

　ここは先ほどのラヤ村とは家族・親族の形

態が異なり、母系です。ですから、ブータン

でも地域によっていろいろな文化がありま

す。（37）ここでは婿入り婚なので、ご主人
がこまめに家事をやっていて、いかにもお婿

さんという感じでしたね。そして奥さんは

堂々としています。皿洗いなんかもご主人が

やっていました。要するに、男が威張ってい

て女が家事育児を全部やらなければならない

というのは普遍とは言えないというのが、こ

ういった伝統を見るとよく分かります。世界

は本当に様々です。

　（38）別の村でのインタビューの様子です
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（37）

（38）

が、このように家を訪ねていって、お話を聞

いたりします。ブータンの公用語はゾンカと

いいますが、他にもいろいろな言葉がありま

す。私はブータンの言葉はできないので、英

語で通訳を使って話を聞きます。要するに、

母系ですから「相続で男は何ももらえない

よ」という話をしています。家も土地も家畜

も全部女性だけが相続します。ですから男は

婿に行く先を探すということですね。

　このようにブータンの中でも文化が違いま

す。先ほど紹介したラヤの場合、父系になり

ます。父系ですから、祖先との関係は父方を

たどるわけです。一妻多夫の場合でも、父親

が二人、三人いたとしても、それは兄弟です

から祖先は同じです。女性にとっては、自分

の子供は子孫ではなくて、夫達の子孫という

ことになるのです。

　こちらのブムタン地方の場合は、母方に祖

先との関係がたどられます、お母さんのお母

さんのお母さんが祖先だということです。そ

して男は子孫を残さないというシステムに

なっています。父方、母方のどちらかだけが

系譜として使われるというのは、祖先との関

係をはっきりと表す、そしてそれが集団を作

るのに役立つというのがあります。

ブータン極東部のメラック村

　最後にもう一箇所、一番東の端のタシガン

県のメラック村の様子を見てもらいたいと思

います。そこに行くのはやはり車の終点から

1日半くらい歩きます。現在は自動車道が伸
びていて1日で行けるぐらいになっていま
す。（39）これは途中の放牧地で、春、秋の
様子です。春に行ったときには、ヤクの群が

放牧されていました。ここから更に登ってい

きます。（40）途中でヤクのキャラバンと会
いました。下の方の農村に行って物資を仕入

れてくるそうで、おばちゃんたちが何人かつ

（39）
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（40）

（41）

れそって行きます。こういった人達と出会い

ながら、登っていきました。村が近くなって

くると、薪を炊いている人に出会いました。

　（41）村に着きますと、出迎えを受けまし
た。左が私の共同研究者のタシドルジさん

で、ブータンの農業省の役人です。中央政府

の偉い人ということで、村の役人さんが村の

入り口で出迎えています。農業省というのは

ブータンにとっては大事な省ですね。そのお

役人さんが地方を行脚します。そして村役人

がそれを出迎えるという、やはり何か、日本

の江戸時代の雰囲気みたいなものを少し感じ

ました。それで、そのお役人さんが村の住人

の話を聞いたりしている間に、私は調査をさ

（42）

（43）

せていただきました。（42）これが村の様子
です。（43）これは夜明けくらいにヤクのミ
ルクを搾っている様子ですね。（44）搾乳が
終わったら塩を与えます。家畜にとって、塩

は不足するので、非常に重要です。塩で家畜

を手なずけることができます。

　夏にヤクの群が高い所に移動していくとこ

ろに出会いました。（45）村からやや高い
4000mくらいの夏の放牧地を目指していま
す。（46）彼らは石積みの壁の小屋を使って
いて、それはネパールのシェルパのと似てい

ました。

　このメラックの人々とも一妻多夫の慣習を

もっています。何人かに聞いたのですが、長
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（44）

（45）

（46）

男は家のことを守って、次男はヤクを飼って

村から数日かかる所で放牧して、三男は別の

ゾモの群れを飼っているという具合です。

「長男が、自分は家を守って下の村へ行った

りビジネス的なことをやるんだよ、役割分担

ができて非常に良い」という話をしていまし

た。

　一妻多夫はどういう意味があるのかという

のは、文化人類学で議論があります。一つの

解釈は、農地（ここの場合は放牧地ですが）

が限定されているチベットの谷で、例えば男

の子が三人いたときに農地を三等分して、そ

れぞれがお嫁さんをもらって土地を相続した

とします。そうすると次の世代に共倒れして

しまうということがあります。日本に関して

も同じようなことが言えます。昔の日本で

は、田畑を分けると「たわけ」と言われたよ

うに、そんなことをしたら共倒れしてしまい

ます。ですから長男だけに相続させます。チ

ベット圏では、家系を存続させていくための

一つの方法として、三人の兄弟に一人の奥さ

んでしたら、家族は三つに分裂しません。そ

の方法で次の世代も存続していくという、そ

ういう方式をここでは取ったということです

ね。

　メラックの場合は家畜を飼っていますか

ら、家畜だと増やせるように思えるのです

が、放牧地が限定されていれば家畜も一定以

上増やせないということになります。そうい

うことで、一定の資源を次の世代に継いでい

くときに、家族をどのように括っていくかと

いうこと。どんどん増やしていくことはでき

ないわけで、どこかで限界がありますから、

それを継承していくための一つの方法だとい

うことです。我々とは別の道をたどっていま

す。日本では、次男以下を切り捨てて、婿に

行けるなら行って、行けないなら独身でい

ろ、というのが昔の農家のあり方でした。そ
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れとは違って、チベットやブータンでは、兄

弟平等にする、でも一人の奥さんを共有す

る、そうでないと次の世代で生き延びていけ

ないという理由があったかと思います。

（47）

　（47）これは下の方の放牧地です。ここの
地方の変化として、昔はヤクとゾモだけだっ

たのが、最近はジャツァムも飼うようになっ

たという大きな変化がありました。そのた

め、ジャツァムにヤクが交雑したりして、三

つの種類のウシが混じってしまって、非常に

複雑な状態になっています。その背景として

は、チベットとの関係が切れて、チベットか

ら種ウシを供給していたのができなくなった

ことがあります。また、ブータンでは非常に

環境保全を重視しているので、野焼きを禁止

したため、放牧地が減少したこともありま

す。それから市場経済の浸透で、お金がもっ

と必要になりました。一方で、低地のほうで

後継者不足などのためにジャツァムの移牧が

減ってきたために、メラックの牧民が、新し

く低地の放牧地を手に入れるようになったと

か、そういったことが背景にあります。

GNH（国民総幸福量）

　これは、飛行場があるパロという所のゾン

の年に一回のお祭りです。（48）チベット仏
教を伝えたというパドマサンババ（蓮華生）

あるいはグル・リンポチェ（偉大なる尊師）

と呼ばれる人のタンカ（仏画）のご開帳です。

これは布で作られています。丸めてあるのを

引き上げていきます。上から垂らすというよ

りも下から引き上げていきます。（49）そし
て仮面舞踊の奉納ですね。仏教の教えを庶民

に伝えるものでもありますし、これは楽しい

娯楽であります。こういった祭が、コミュニ

ティーの人々の結びつきを強めています。

（48）

（49）
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（50）人々が着飾って集まって、若い男女の
出会いの機会にもなっています。

（50）

　最後に、GNHについてお話しします。こ
れは先代の王様が若い頃に言って、有名にな

りました。GNP（国民総生産）への批判と
いう流れが背景にあります。もともとGNP
を提唱した人が、GNPが独り歩きしてしまっ
て国の豊かさを必ずしも表しているわけでは

ないと言ったんですね。更に、それ以外の経

済学者も、GNPというのは、マイナスの要
素もお金さえ動けば全部換算してしまう、と

批判した。日本の現状を見ても、原発事故が

起こって、例えば、除染とか汚染水処理で何

兆円もかかると、それがGNPに加算されて
しまう。そうすると日本は、原発事故のおか

げでより経済的に豊かになったということに

なってしまう。それでは、とんでもない指標

だということですね。

　ですから、GNP自体への批判というのが
一方であって、ブータンの王様が、「GNPよ
りGNH（国民総幸福量）の方が大事だ」と言っ
たことで非常に評価されました。それは、具

体的には四つの柱があるということです。「経

済」、「文化」、「環境」、「統治」という四つの

柱です。「経済」と「統治」は当たり前のこ

ととして、注目すべきなのは、それと並んで

「文化」と「環境」を挙げられているという

点です。これが非常に重要だと思います。

　GNHコミッションという首相補佐の機関
が、日本で言えば民主党がやろうとした国家

戦略室のような位置づけだと思うのですが、

省の上に位置しています。GNHにあった政
策を各省で取れ、というようにやっていま

す。つまり国として、ハピネスとは何か、そ

れを実現するものは何か、そのためには文化

と環境が重要だとはっきりと謳って、基本政

策に反映しているということです。これは

ブータンのような小さな国だからこそできる

ことかもしれません。同時に国民が王様を尊

敬しているからできるのかもしれません。し

かし、それを国家の基本政策に生かしている

ということは、やはりとても参考になるので

はないかと思います。

　ということで、ちょうど時間になったと思

いますので、私の話は以上にしたいと思いま

す。質問をいくつか事前にいただいているの

で、それにお答えしようと思います。

　最近の7月にブータンの政権交代がありま
した。2008年に第一回の総選挙がありまし
て、その前は王様が直轄だったのですけれ

ど、民主化が行われて、最初の総選挙があり

ました。民主化の前に、王様は全国を廻って

国民と直接対話する機会を持って「これから

民主化する」と言いました。そのとき、国民

から「王様、そんなことはしないでください」

とよく言われたそうです。選挙では、王様に

近いブータン調和党が第一党になって、それ

までの政策をある意味では維持したわけで

す。ところが5年経って次の選挙があって、
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野党が勝ってしまいました。その原因はなん

なのか？というのが質問です。

　直接的な要因は、英語の新聞記事に出てい

て、一部を私が訳してみました。それによれ

ば、インドの介入の影響が非常に大きかった

と言えます。最後のページになりますが、「し

かしながら」と書いてあるところですね。「し

かしながら、今月の初めにインド政府はブー

タンへの料理用のガスと灯油への補助を打ち

切ると決定し、それが選挙の大きな論点に

なった。インドは、ブータンの首相が（イン

ドにとって）対抗する中国に接近したことへ

の不快感を示すために補助を打ち切ると、メ

ディアは論じた。」ということです。当時の

与党のジグミ・ティンレイ首相がブラジルで

の環境サミットで中国の習近平首相と会談し

たことがあり、これがインドから嫌われて、

それで、インドは直接そんなことは言いませ

んが、ガスと石油に関する援助を打ち切る

と、選挙の直前に発表しました。それで与党

の政策に対する国民の不安が一気に出て、そ

れで野党に票を入れたんですね。それによっ

て野党が勝って、それでインドは選挙結果を

見て、結構なことだからこれからブータンを

しっかり援助します、みたいなことを言った

といいます。ですから実は経済的にはブータ

ンは非常にインドに頼っています。これは、

イギリスのインド統治時代から始まって、イ

ンドが独立した以後もたくさんの援助をイン

ドからもらっています。中国とインドに挟ま

れた山の中の小国ですから、立場は本当に弱

いです。その中でどうにか独立を保っている

というのが現在のブータンの状況です。その

中でブータンは独自の文化、考え方をアピー

ルしています。文化の独自性やGNHを王様
が表明することによって、世界から注目して

もらうという、そういったところもあるわけ

です。ただ先ほども言いましたように、非常

に実験的な政治をやっているわけで、文化と

環境という今の時代に重要な問題を、最も中

心に添えているというようなところが、大い

に参考になるだろうと思います。ただ、もち

ろん良いことだらけではなくて、苦しい立場

の中で頑張っている、ということになるかと

思います。

　それでは時間が来てしまいましたので、今

日の講座は以上にしたいと思います。どうも

ありがとうございました。
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渡邉毅主任研究員：定刻の５時半になりまし

た。平成25年度第４回人間講座を開かせて
いただきますが、まずは森棟理事長より開会

のご挨拶をいただきます。

森棟公夫理事長：こんにちは。本日は大変寒

い中、第４回人間講座にお集まりいただきま

して誠にありがとうございます。本学では

2005年より人間学研究センターを設置いた
しまして、毎年、人間講座を開催しています。

今回の講座は、本学文化情報学部黒栁晴夫教

授より社会学に関するご研究の報告をいただ

くことになりました。皆様方からご質問等お

伺いし、講座を楽しんでいただけますと幸い

です。

渡邉毅主任研究員：どうもありがとうござい

ました。それでは早速今日のご講演に移りた

いと思います。最初に黒栁先生の簡単なプロ

フィールをご紹介させていただきます。黒栁

先生は専門は社会学ということで、1975年
に東北大学大学院教育学研究科博士課程を終

えられて、これまで社会学の研究を続けてお

られます。本学では文化情報学部設立の際に

文化情報学部の教授としてお迎えしたのです

が、その２、３年ほど前に人間関係学部に在

籍され、その頃は私も同僚ということで、何

回か一緒にお酒を飲む機会もありました。非

常に研究ご熱心な先生だと思います。前回、

第３回人間講座では稲村先生からブータンの

話がありました。それと少しつなぐような形

で、アジアの大国であるインドネシア、その

中心のジャワ島を対象に長年ご研究を続けて

こられました。その一端をご紹介いただくと

いうことで、「インドネシアのジャワ農村に

おける社会と文化」というタイトルで今日は

お話を承りたいと思います。それでは、よろ

しくお願いいたします。

黒栁晴夫教授：ただいま紹介いただきまし

た、本学文化情報学部の黒栁と申します。先

ほど理事長の話にもありましたように、寒い

中たくさんの方にお出でいただき、大変恐縮

に感じております。皆様方のご期待に沿うよ

うな話ができるかどうか心配しております

が、後でまた遠慮なくご質問いただき、至ら

なかったところを補っていただくと大変あり

がたく思います。

１．はじめに

　今日は、お手元の配布資料に案内してある

内容をそのまま紹介するのではなくて、いく

つか焦点をしぼり、お話させていただきま

す。インドネシアでは中央集権的な地方自治

インドネシアのジャワ農村における
社会と文化
Society and Culture of Rural Java in Indonesia :  The Realities of Daily Life of the 
Peasantry

椙山女学園大学文化情報学部教授
黒栁　晴夫
Haruo Kuroyanagi
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制度の改革が進められ、いわゆる旧スハルト

体制の崩壊後、それと180度逆転し、地方や
住民を重視した地方自治制度が制定されてき

ました。しかし、その改革が、短期間で進め

られ、民主化に対する人々の民意が不十分な

ままに行われてきたので、スハルトの権威主

義体制が地方に拡散してきたのです。つま

り、地方の自治体の多くの長が、スハルト的

な汚職の体質を持つようになってしまったの

です。それはなぜかと言いますと、国が担う

外交、国防・治安、司法、金融・財政、宗教

などの分野以外の行政分野については、州よ

りも県に予算を執行する権限が多く与えられ

たからです。そこで、地方自治体の利権に群

がる人達が集まるようになった結果、汚職追

放のための調査機関ができているのですけれ

ども、インドネシアの新聞などでは、県知事

が逮捕されたとか、政党の党首やそのブレイ

ンの人達が逮捕されたというようなニュース

が今も引きも切らないわけです。そして、

2014年を迎えて総選挙と大統領選挙の年に
なりましたので、またそういう問題が出てく

るかと思います。

　そのような細かい話は、手元の資料を見て

いただくこととしまして、私はその中から

ジャワ農村における農業の実態と、冒頭に話

した地方自治の問題に結び付けて村落社会の

自治制度について紹介していきたいと思いま

す。ただ、ここで取り上げる事例はジョクジャ

カルタ特別州内の農村の問題になるのです

が、そうした地方の問題を理解する際にも、

インドネシア全体の抱えている問題、あるい

はインドネシアという国がどういった成り立

ちで構成されている国なのか、その特徴を

知っていただくのは大変重要なことだと思い

ますので、まずインドネシアの概要について

簡単に触れさせていただきます。

２．インドネシアの概要

　インドネシアの特徴について簡単に触れま

すと、インドネシアはまず、①熱帯湿潤気候

地帯にあるということです。つまり、これか

ら話すような農業がなぜ可能かというのはそ

の地勢によるところが大きいわけですが、イ

ンドネシアという国は赤道直下の南緯12度
から北緯６度くらいの所に位置しています。

したがって、非常に高温多雨な気候です。季

節は雨季と乾季があります。雨季というのは

大体９月、10月頃から翌年の２月、３月頃
までの期間です。雨季は、インドの方からベ

ンガル湾を渡って湿気を帯びた風が吹いてき

ますので、雨の多い季節になります。一方、

乾季は４月、５月頃から８月頃までですが、

その時期はオーストラリア大陸を渡った乾い

た空気がインドネシアに流れてきますので、

乾燥して、天気も安定しています。したがっ

て、日本で蒸し暑い夏を過ごすよりは、イン

ドネシアの木陰で休んだ方がむしろ快適なぐ

らいです。
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　そしてインドネシアは、②世界最大の島嶼

国家です。今、赤道の南緯北緯を申し上げま

したが、実はインドネシアは、東西に長く、

アメリカ合衆国にほぼ内接するほど大きな国

です。ヨーロッパに移していえば、ちょうど

トルコの辺りからイギリスの辺りまでの範囲

に島々が散らばっているという大きな国で、

海岸線の長さはカナダに続いて世界第2位で
す。また、インドネシアは13,466島の島で
できていて、人が住む島だけでも3,000島以
上あると言われています。したがって、島々

に人々が分散している国が一つにまとまって

いくには、国として相当多くのエネルギーや

いろいろな施策が必要だということです。

　そのインドネシアの島々に、③世界第４位

の人口、2億3,990万人の人が住んでいます。
人口規模で世界第10位までの国の中で、イ
ンドネシア、ブラジル、パキスタンなどの発

展途上国の場合は多産少死の高い出生率の時

期が続いて、現在は家族計画が進んで出生率

がだんだん下がってきていますが、高い出生

率の時に生まれた人口がたくさんいます。つ

まり、一般的に人口ボーナスと呼ばれている

世代の人達が生産年齢人口としてたくさんい

るので、ここに世界の工場といわれ、安い賃

金の労働力を求めて世界の企業が集まってき

ています。先行する中国では賃金が上がって

きています。したがって、これらの国々にさ

らに企業が進出してくるわけですが、インド

ネシアも最近、賃金が上がりつつあります。

　このように人口規模が非常に大きいばかり

でなく、その人口の中身を見ると、それがい

ろいろな民族によって構成されている、すな

わち④多民族国家だということ、したがって

民族、言語、習慣、宗教などの多様な構成が

特徴になっているということです。

　例えば、現在一番インドネシアで大きい民

族はジャワ民族で、ジャワ島の中部と東部を

中心に住んでいます。もともとジャワ島に住

んでいる人達は、このジャワ人と、スンダ人、

それとマドゥラ人です。スンダ人は、ジャワ

島西部を中心に住んでおり、そしてもう一つ

のマドゥラ人は、スラバヤの前のマドゥラ島

中心に住んでいる人達で、こういう人達が

ジャワに住んでいる主流の人達です。しか

し、全国を見渡すと300以上の民族が住んで
いるといわれています。民族というのは、例

えばジャワ島の中で言いますと、ジャワ人と

スンダ人は、ジャワの中のすぐ隣同士に住ん

でいるのですが、ジャワ語とスンダ語では会

話ができません。

　このように、インドネシアは⑤多言語社会

でもあります。インドネシアの人達の共通の

言葉となっているのは何かというと、インド

ネシア語です。多民族・多言語社会のインド

ネシアでは、インドネシア語は、国際語であ

る英語に相当するような機能を持っていま

す。インドネシアは独立後、初代スカルノ大

統領が、古くからマレー半島からインドネシ

アの海岸地方で商業活動用語として用いられ
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てきたムラユ語に由来するインドネシア語を

国語にしたわけです。それで、人々はインド

ネシア語を通じてナショナルアイデンティ

ティを持つようになってきているわけです

が、普段学校、マスコミ、会社、役所ではイ

ンドネシア語を用いても、家に帰ると両親や

祖父母とはジャワ語で話すというバイリンガ

ルな生活をしているのです。そして子ども達

は、学校で英語が必修ですから、トリリンガ

ルな生活をすることになります。つまり、生

活の必要性から、言語に対する適応性が私達

よりずっと豊かだということです。

　インドネシアは一方で、近代化が進んでい

ますので、例えばジャカルタのように林立す

る高層ビル群、スラバヤの工業地帯、あるい

はカリマンタン島の石油や天然資源の開発と

か、近代工業やそれを支えるものが非常に進

んでいるところもあれば、他方ではまだ伝統

的な生活習慣を留めた民族社会がそのまま

残っているところもあります。こういう近代

的なものと伝統的なものが並存している⑥生

活習慣の多様性、これもインドネシアの一つ

の特徴です。

　もう一つは、⑦宗教の多様性です。インド

ネシアは現在、国民の約88％がイスラム教
徒、ムスリムになっています。ところが、か

つてポルトガルやイギリスの植民地支配を受

けた所を中心にキリスト教徒の人達もいま

す。それから、こうした宗教が入ってくる前

には実は、インドネシアにはインドの仏教が

入ってきて、７、８世紀頃には仏教が非常に

栄えて、仏教遺跡として皆さんご存じのよう

にボロブドゥールが建設されました。その後

にヒンドゥー教が入ってきて、ヒンドゥー教

の王国が形成されるようになり、そのためヒ

ンドゥー教の遺跡もたくさん残されていま

す。さらに、13、14世紀頃から徐々にイス
ラム商人、インド商人やアラブ商人がマラッ

カ海峡を通って商業域を段々と広げていくな

かで少しずつイスラムが入ってきて、16世
紀ぐらいになるとイスラム教が格段に広がっ

ていき、イスラム王国が形成されるようにな

りました。したがって、インドネシアの国の

皮を剥いでいくと、イスラムの下にその前の

ヒンドゥーの文化とか、仏教の文化とか、そ

れからアニミズムの世界とか、そういったも

のが重層しているのです。それもインドネシ

アの特徴です。

　先にインドネシアは世界第４位の人口と申

しましたが、実はその約６割の人々がジャワ

島に住んでいます。しかも、ここに政治と経

済の中心が集中しています。しかし、このジャ

ワ島がインドネシアの国土全体に占めている

面積の割合は、わずか６％くらいなのです。

これから私が申し上げようとする話題が広が

る世界は、正式にはヨグヤカルタと読みます

が、ジョクジャカルタ特別州という所です。

３．スハルトの開発主義

　さて、以上のようなインドネシアの特色あ
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る国とその歴史を踏まえると、第二次世界大

戦後のインドネシアの発展のプロセスのなか

で、特に第２代大統領のスハルトが目指した

のは、この多民族国家、多民族社会の課題を

いかに克服して国づくりをしていくか、とい

うことであったと思います。彼のやったこと

の良否はともかくとして、今のように発展さ

せてきたことは事実です。その課題克服のた

めに彼が目指した一つは、（１）国民国家と

して一つの国をつくっていく、みんな同じ国

民として同じ方向を向いていくというアイデ

ンティティーの形成です。もう一つは、伝統

的な社会のままに留まるわけにはいきません

から、（２）近代化・開発を進めていくこと

です。この二つのことをどういう視点に立っ

て進めていくかを考えるときに、例えば開発

主義でよく言われているように、①国家優

先、中央政府中心に国づくりを進めていこう

とする立場です。それは統一を強調していく

ことになります。これに対して、もう一つは、

②地方と住民の権益を重視し、それぞれの民

族の多様性や伝統や文化を重んじようとする

立場です。これらを同時に平行して進めるこ

とは大変難しいことであります。スハルトが

まず取ったのは①のほうです。つまり、中央

集権的統治主義の立場で国づくりを進めてき

ました。そしてスハルト体制が崩壊した後、

冒頭で申し上げました民主化と多様化を志向

した地方分権主義に立った地方自治制度の改

革が進められています。

　インドネシアは、初代大統領のスカルノの

時にインドネシア建国の五原則や国章のガ

ルーダが定められました。ガルーダと言え

ば、インドネシアの航空会社の名前としてご

存じの方も多いと思いますが、もともとガ

ルーダというのはインドの神話に出てくる

ヴィシュヌ神を乗せて空を駆ける霊鳥です。

インドネシアは、インド文明と中国文明の狭

間に位置してきましたが、インド文明の影響

を非常に強く受けてきました。東南アジアは

総じてそうだといえます。そのガルーダが止

まっているリボンの所に“BHINNEKA 
TUNGGAL IKA”（ビンネカ　トゥンガル　
イカ）と書いてありますが、それが「多様性

の中の統一」という意味です。これは、語源

的に言うとサンスクリット語から来ている言

葉です。このように、インドネシアの文化は、

インド文明とのつながりが非常に深いので

す。

　第２代大統領のスハルトは32年間大統領
の地位に君臨したわけですが、彼が取ったの

はさきほどお伝えした国の統一、国家優先で

す。開発主義の立場に立って、国家建設を中

央集権的に上から進めていきました。開発主

義といえば、東南アジアでは、例えばマレー

シアのマハティールとか、フィリピンのマル

コスとか、タイのタノーム政権とか、そうい

う人達はみな開発主義の立場で国づくりを進

めてきました。個々の地方や住民の視点に立

つと言うよりは、国づくり、国の統一、国の

発展、そちらを優先して開発を進めていくと

いう開発主義の立場です。

　そして、まず取り組んだ大きな問題は、

①食糧を自給するということでした。そのた

めに農業生産が大きな政策課題になるわけで

す。なぜなら、農業で食糧の自給ができるよ

うになって初めて外貨を工業化に向けること

ができるようになるからです。それからもう

一つ取り組んだ問題は、②地方の多様性やい

ろいろな党派の意見を取り入れていたのでは
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国の施策を統一的に進めていくことはできな

いため、中央集権的な統治機構をつくり、一

元的な地方制度の下で全国を統治していくこ

とです。その中で出てきたのが、1979年の「村
落行政法」という法律です。

４．ジョクジャカルタ特別州の農業

　これから写真で説明するのは、インドネシ

アのジョクジャカルタ特別州という所です。

そこはハメンクブウゥノ10世というスルタ
ン（王）が住んでいるところです。彼は現在

この州の州知事になっています。ジョクジャ

カルタ特別州は、ジョクジャカルタ市と四つ

の県から成っています。ジョクジャカルタ

は、ボロブドゥール遺跡観光の拠点になって

いる所ですが、その他プランバナンのヒン

ドゥー教遺跡、ジョクジャカルタの王宮な

ど、観光地として知られ、王宮のある古都ジョ

クジャカルタ市は京都市と姉妹都市になって

います。

　また、ジョクジャカルタは教育都市でもあ

りますので、ここにはガジャマダ大学という

インドネシアで一番古い国立大学をはじめ、

100以上の大学があって、これらの大学に進
学を目指す高校生も全国から集まってきてお

ります。

　このジョクジャカルタ市から南側にインド

洋にかけて広がるのが、これから紹介するバ

ントゥール県です。ここでは農業を中心とし

た農村の生活の様子と、村落自治とそれに関

連した村長選挙について紹介したいと思いま

す。

　バントゥール県は、2006年の中部ジャワ
地震で4,143人もの死者が出て、大きな被害
を受けた所です。そのバントゥール県内で、

私は三つの村でフィールドワークを続けてき

ました。その中の一つ、ジュティス郡チャン

デン村の事例を話したいと思います。

　事前に農業についてご質問をいただいてお

りますので、この地域の農業から話したいと

思います。スハルトが国づくりの中でまず力

を入れたのは、前に指摘したように食糧を自

給することでした。国民の主食である米を輸

入していたのでは、外貨をストックしていく

ことはできません。したがって、米を自給で

きるようにして、米を輸入するお金を工業化

に廻すことができるような政策を進めていく

ことです。発展途上国ではどこでもそういう

方向を目指してきたと思います。

　1960年代に、フィリピンの国際稲研究所と
いう所で高収量品種が開発され、それが東南

アジアでグリーン革命（Green revolution）
と呼ばれている米の飛躍的な増産を可能にし

てきたのです。高収量品種は、化学肥料と農

薬の使用を促し、在来の品種に比べると収量

が非常に高くて、短期間で収穫できます。そ

して、高収量品種は、短
たんかん

稈種
しゅ

と書いておきま

したが、稲の丈も短くて、インドネシアでは

1965年から導入されるようになって、1984
年には米の自給が実現できました。この年、

スハルト大統領は、FAO（国連食糧・農業機
関）から米の自給を達成したことで表彰を受

けています。稲の昨期が、先ほど４ヶ月だと

言いましたが、一つの圃
ほじょう

場で一回稲を作るの

に４ヶ月で済むと、１年間に三回できるわけ

です。そうすると、作付け延べ面積が１年間

に三倍になるということです。所有も経営も

非常に小規模面積ですけれども、こうして作

付け延べ面積が増えることで、米の収穫量が

増えて自給が可能になったのです。
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　米の自給が可能になると農家の人達は、米

がだぶついて米作では所得増につながらない

ため、もっと高く売れる農作物を作るように

なります。いわゆる①複合経営です。つまり、

米だけでなく他の商品作物、野菜とか家畜の

飼育などの作目を取り入れることで農家の農

業所得源の多様化と増大を図るわけです。

　もう一つは、米作は安定した収穫が得られ

るので、あとはインフォーマルセクター、都

市の雑業などに就いて、農家の所得源を農業

以外に増やすというやり方、いわゆる日本の

②兼業化です。そういう方向に農家の人達は

動いていきますが、バントゥール県のチャン

デン村のなかでその具体的な事例を見てみま

す。

　まず、年間に３作できるということはどう

いうことかというと、先ほど雨季が９月～４

月頃まで、乾季が５月～８月頃までと言いま

したが、天然水を確保できる雨季のときにお

米を二回作って、雨の少ない時期に田んぼで

畑作物を作るという組み合わせの３作です。

それが最も一般的に行われてきた伝統的な作

付けパターンです。乾季のときにはどんなも

のを作るかというと、技術をあまり要さない

大豆とか落花生です。しかし、商品作物が導

入されるようになり、農家も収入を増やすた

めにトウモロコシとか野菜、にんにく、玉ね

ぎ、唐辛子、トマト、メロンといった、ある

程度農業技術が無いと収量を見込めないもの

が導入されるようになってきているのです。

その結果、どういうような作付けの組み合わ

せをしているかというと、雨季のピークであ

る９～ 12月に米、その後もう一回１月～４
月に米、そして乾季になると大豆や落花生を

作付けするという組み合わせが、伝統的なパ

ターンです。ところが今は、例えば雨季に米

を作った後、田を畝上げして玉ねぎを作り、

更にその後で唐辛子を作り、そして米に戻る

とか、あるいはこれらの野菜作りをさらに続

けて、１年後に米に戻るなどの組み合わせで

す。米は自分達の飯米を確保した残りを売

り、お金はそれ以外の作物の販売で稼ぐとい

うわけです。

　農家の農地所有面積が狭いのですが、それ

は均分相続制と関係しています。子どもは、

女の人も男の人も基本的に全て平等に相続し

ます。日本のように長男だからという、きょ

うだいのなかの地位の違いによって相続権に

違いはありません。したがって、お父さんや

おじいさんの世代の土地財産は、世代を重ね

るごとにどんどん細分化されて、小さくなっ

ていきます。その結果、小規模経営の農業が

行われることになるので、日本のように機械

を導入して大規模な経営を目指そうとする発

想は生まれにくいのです。

　もう一つは、先ほど「土地無し農民」と書

きましたが、農村に住んでいるけれど農地を

持っていない人達が４割ぐらいいます。この

人達は、農家に雇われ、農作業の労賃を得て、

また収穫作業では収穫した米の１／10とか
一定の割合を現物給付で受けて生活している

のです。要するに、農村に余剰労働力がすご

く滞留しているので、農業経営をしている人

達は、自家労働力だけで自分達の農業所得を

上げようということにはならず、もっぱら土

地無し農民の雇用労働力に頼った経営をして

いるのです。
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ジャワの水田

　写真で分かるように、ジャワ農村の水田の

景観は、ヤシなどの見慣れない木が生えてい

ること以外は、土の色、肥沃で碁盤目状にき

ちんと圃場整備された田、どれも日本の農村

と全く変わりません。これは、オランダ時代

からサトウキビ栽培をするなかで、灌漑など

のインフラが整備されてきた歴史があるから

です。

耕耘機の普及

　これは12月に撮った写真ですが、こちら
では苗代で苗を作っており、むこうでは田起

こしをし、さらに代掻きをして、この後、田

植えが始まるということです。この地域で

は、1990年代前半の頃までは、牛を持って
いる人に頼んで田んぼの耕起や代掻きの賃耕

をしてもらっていたのですが、90年代中頃

から日本製のトラクターが入って、トラク

ター所有者による賃耕に変わってきて、現在

では田んぼから牛耕する牛の姿が見られなく

なりました。かつては白い一こぶ牛のサピー

か、黒い水牛のクルバウが、牛耕に使われて

きました。田んぼの畦は日本と同じように鍬

を使って作ります。

田　植

田の草取り

　苗代の苗が大体20～ 24日くらい育つと田
植えになります。この地方では、大体苗代の

苗を採るのは男性で、田植えをするのが女性

です。田植えは、目印をした竹の定規を使っ

て植え、正常植えをしています。田植え後１

週間ぐらいすると施肥をし、さらに２～３週

間くらい経つと、一回目の田の草取りをしま

す。鉄板の下に刃が出たゴスロと呼ばれる除
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草具を使って除草作業をします。やがて４ヶ

月経つと、収穫の時期になるわけです。

足踏み脱穀機

　稲刈りは鎌を使って行われていますが、脱

穀は2000年代に入ってから足踏み脱穀機が
普及してきています。それまでは、この稲わ

らを石や木の丸太に叩き付けてモミを落とす

といった脱穀をしていたのです。また、子ど

もの教育などで急にまとまったお金が必要に

なった場合には、まだ稲刈り前の田んぼの米

を仲買人に売ることも行われています。この

場合には、仲買人が農作業の労働者を連れて

きて収穫作業をしますので、農家の売値は買

いたたかれることになります。いずれにして

も、農家は、農作業の多くを家族労働力では

なく、雇用労働力に依存しています。

商品作物の唐辛子

　乾季になると田んぼの中に水が入ってこな

くなるし、引けなくなりますので、従来のや

り方だと稲刈り後の田んぼをそのままにし

て、そこに竹で穴を開けて大豆や落花生を蒔

き、3～ 4ヶ月後に収穫します。このような
伝統的なやり方に対して、例えば雨の少ない

時期に畝上げをして、ここに玉ねぎやニンニ

クを、あるいは唐辛子を植えて、このような

商品作物の野菜と組み合わせるやり方です。

村の市場（パッサール）

　次に、そうした農産物を農家の人がどのよ

うに売るのかについて見てみますと、農家を

廻ってくる仲買人に売るか、パッサールと言

われる市場に持っていって、市場の業者の人

に売ってもらうのが一般的な方法です。写真

にあるのは、県が持っている公設市場なので

すが、ただ屋根があるだけです。このような

市場は、農産物の他に、インドネシア版納豆

のテンペ、豆腐、肉、魚などの食料品、さら

に衣料品が売られているばかりか、さらには

仕立て屋さんとか、刃物屋さん、農具やその

修理屋さんなども店を広げていて、いわば農

村の生活を支える場になっています。
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日本の援助で導入された動力脱穀機

　ところで、日本の支援で日本製の稲刈り機

や脱穀機の導入が図られていますが、このよ

うに機械化を進めると、農業労働者が雇用の

場を奪われることになり、彼らが生活の糧を

失っていくことになりますから、それほど普

及が進んでいません。また、その支援での問

題点は、メンテナンスの技術を持つ人を育て

ることが不十分なために、機械が壊れると使

われないまま放置されてしまっていることで

す。

　さて、スハルト体制の下で、このように米

の自給が可能になり、農業がそれなりに発展

することができたのは結局、農村の隅々まで

国の農業政策を浸透させるような受け皿を

作ってきたからです。それが前に触れた1979
年制定の「村落行政法」です。つまり中央集

権的な地方行政制度を組織し、上から州、県、

郡、そして村という制度を一元化して作って

きたことで、中央政府の政策を地方の末端に

至るまでくまなくおよぼすことができるよう

になったのです。かつて地方では州が一番大

きな力を持っていて、例えば県知事や市長は

州知事が任命する、郡長は県知事が任命する

というように、上から下へと人事を通して上

下関係のヒエラルキーができていたわけです。

　村には役場が置かれ、役場には国の定めに

したがって書記と五つの業務の担当スタッフ

が置かれていました。村のなかは部落に分け

られて部落長が置かれ、また部落の中は隣組

（RT：エルテー）に分けられて隣組長が置か
れ、そして複数の隣組で大組（RW：エル
ウェー）が作られ大組長が置かれていまし

た。また、村には村長の諮問機関としての機

能を持つ村落協議会が置かれましたが、議長

は村長が兼ね、議員は村長が直接任命するも

のでしたから、村落協議会は、いわば村長の

諮問に盲判を押し、あるいはそれを正当化す

るためだけの役割を担っている存在になって

いた、ということです。

５．地方自治制度の改革と村落自治組織

　先ほどスハルト体制下で農業政策がそれな

りの成功を治めたのには、1979年村落行政
法の制定によって村を全国統一的に組織した

ことを指摘しましたが、もう一つ指摘してお

きたいことは、村のなかに上からのさまざま

な農村開発プログラムを進めていくための受

け皿として、さまざまな集団が各関係省庁を

通して作られてきたことです。一つの村や部

落のなかの成人男性、成人女性、青年、子ど
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も、あるいは学校に行けなかった人達を対象

にさまざまな組織が作られ、こうした組織と

その重なりが村のなかを一元的にまとめてい

く役割をしてきました。従って村のなかでは

実は、なかなか自分の意見が言えないという

雰囲気だったのです。スハルトの権威主義体

制と言われています。一見、いろいろな集団

ができて良いように見えますが、上から下ろ

されてきたものをただ村人がこなすだけとい

う雰囲気の中で農村・農業開発政策が進めら

れてきたことです。

　日本の制度や活動が、うまく取り入れられ

ているものもあります。例えば、母子保健グ

ループの活動にポスヤンドゥー（Posyandu）
というのがありますが、５歳までのお子さん

の健康と乳児死亡率を下げるために、村の女

性が協力して毎月一回、赤ちゃんとお母さん

を集めて健康診断を行なったりします。健康

診断というのはお医者さんがするのではな

く、例えば頭の大きさを測ったり体重を量っ

たり、そして健康食や牛乳を供する行事です

が、そのような活動によって健康に対しての

意識を高めると同時に、一種の相互扶助ゴト

ンロヨン（Gotong Royong）で子どもを育て
ていくことが行なわれてきました。こうした

組織や活動が、農村開発にそれなりの大きな

役割を果たしてきたことは評価すべきことで

あると思います。ただそれが、もっぱら上位

下達で、ボトムアップの活動でなかったこと

がやはり問題だったということです。

　スハルトは、大統領に32年間も就いてき
たわけですが、常に国家優先・中央政府中心

の立場に立ってきましたので、地方に産する

天然資源の輸出による利益もみんな中央政府

が吸い上げていきました。したがって、輸出

天然資源に恵まれてきたカリマンタン島やス

マトラ島の人達にとっては、非常に不満が鬱

積していたわけです。それで地方にもっと利

益を配分することで、地方の活性化を図って

いくことが望まれていたわけで、そういうこ

とも大きな背景となってスハルトは退陣せざ

るを得なくなりました。

　そこで新たに制定されたのが1999年地方
行政法という、いわば180度転換した、地方
中心・住民中心の地方自治制度の制定でし

た。スハルトの後を受け、副大統領であった

ハビビがそのままピンチヒッターとして大統

領に就任したのです。彼は、国民協議会よる

大統領としての信任を受けていませんし、イ

ンドネシアのマジョリティーであるジャワの

出身者でもなく、なおかつスハルトのブレイ

ンとして非難の目で見られていました。そん

なハビビが大統領としての地位を保持してい

くためには、それらを乗り越えていかなけれ

ばなりませんでした。

　そういうことのために、むしろ脱スハルト

で民主化に向けて制度を一変させることを目

指したわけです。それがこの地方自治の民主

化なのですが、もう一つは地方の財政不満の

ために、中央に集めたお金を地方に配分する

財政制度を、財政均衡法という法律で実現さ

せました。このような地方自治改革によっ

て、彼は支持を得たかに見えたのですが、わ

ずか１年半くらいで退陣に追い込まれてし

まったわけです。そして、その次に選挙で選

ばれたワヒド大統領が就任し、彼が1999年
地方行政法を施行したのです。

　この自治制度がいかに民主的であったかと

いうことは、いろいろ指摘できるわけでが、

中央と地方の関係が上下関係でなくなったと
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いうこと、すなわちそれぞれが独立した自治

体の単位として制度的に位置づけられるよう

になったことです。それからジャワの村落制

度を全国に強制してきた1979年村落行政法
をやめて、それぞれの民族の伝統的な村の制

度を復活させることを認め、特に旧来の村の

名前の使用を認めたことです。そして民主化

の一番象徴的な改革は、村に行政機能を持つ

村政府とは別に立法の機能を持つ村議会

（BPD）が設置されたことです。村議会は、
村長の解任提案権も持ち、いわば村落行政の

チェック機能を果たすことになって、村は非

常に活性化しました。活性化すると同時に中

央の政党が村にまで下りてきて、こうした議

会を政党色に染めてしまうとか、あるいは村

長と村議会が対立して村政が機能麻痺に陥る

とか、一方でそういった当初の制度設計にな

かったさまざまな弊害も起きてきました。そ

れは、村議会の議員が、民主主義に不慣れな

ために、選挙区の代表という意識よりも個人

の立場や利害で政治的主張をするというよう

な、制度的に想定されていなかったことが起

こってしまったのです。そのため、1999年
地方行政法は、すぐに改正されることになっ

てしまったのです。

　それが、2004年に制定された現行の地方
行政制度、すなわち2004年地方行政法です。
インドネシアに地方自治と民主化をもたらし

たと高く評価された1999年地方行政法が、
なぜ短期間のうちに改正されたかという理由

は先ほど申し上げましたので、この改正に

よって村落行政に関してどのような変化が

あったかの一例をあげると、村議会が村協議

会に変わったことです。両者は頭文字を取っ

てともにBPDと表記されますが、1999年地

方行政法は村議会（BPD：Badan Perwakilan 
Desa）で、2004年地方行政法は村協議会
（BPD：Badan Permusyawaratan Desa）です。
村議会が村協議会に改正されたことによっ

て、喧々諤々と議論を戦わすのではなく、話

し合いや協議で、村のためにみんなが一番良

い結論を話し合って導き出すという方法を取

ることになったのです。これはインドネシア

の伝統的な話し合い、全員一致というやり方

です。このような協議方式がとられるように

なると、話し合いで大きな影響を与える人達

は、村のなかの有力者、名望家、長老といっ

た人達で、結局彼らの声が大きくなります。

そのため、一般の人達が意見を出しにくい雰

囲気にまた戻ってしまうのではと危惧される

ことから、民主化の後退が言われています。

　それから、改正によるもう一つの変化は、

村役場の書記が公務員になったことです。公

務員になると彼は、県から給与、そして定年

になれば年金が保証されることになります。

いってみれば、村役場の中に公務員の人が一

人だけ楔のように突き刺さっている格好に

なっていて、県の意向がその人を通じて反映

されるという仕組みになっているわけで、村

の自立性がそれだけ損なわれるのではない
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か、とも言われています。村協議会と村長と

は上下関係ではなく対等で、村協議会は村政

府とは自立しているわけです。この村協議会

の議員が、選挙区ごとに住民の話し合いに

よって選ばれます。1999年地方行政法では、
選挙区ごとに住民の投票で選ばれていたわけ

です。

チャンデン村の集会所

　ここでは、村協議員の選挙ではなく、チャ

ンデン村の村長選挙の実例を写真で紹介した

いと思います。チャンデン村は、2006年の
中部ジャワ地震で死者251人、全壊家屋3,008
棟の非常に大きな被害を受けたので、役場の

建物が再建されて屋根などがまだきれいで

す。

　村長になることができる要件というのは、

①義務教育を終わっている、すなわち中卒以

上である、②村に一定の期間以上住んでいる

実績がある、③25歳以上である、④禁固犯
罪歴がない、などがありますが、その他にイ

ンドネシアの特徴的なことは、⑤唯一神アッ

ラーへの信仰心を持っていること、⑥建国五

原則パンチャシラと1945年憲法への忠誠を
誓うこと、というようなことがあります。村

長の任期は６年で、一度再任が認められてい

ます。そして、村長に選出されるためには村

長選挙で、単独で25％以上の得票率がある
ことが条件になっています。もしそうでない

と、決選投票になります。まず、村長選挙は、

投票３か月前までに村に選挙委員会を設置す

ることが、選挙委員会条例で決まっていま

す。それで、立候補の受付をして、候補者の

立会演説会を開きます。その立会演説会はい

ろいろなやり方があって、候補者がみんな各

部落を回って演説をしていくやり方もあれ

ば、村の集会所のような場所に村民を集めて

行うようなやり方もあります。投票は、各部

落あるいは、大きな部落では複数に分かれて

設置された投票所で行われ、各投票所ごとに

開票と集計をし、その集計結果を村全体に集

めるというやり方をとっています。

プレンブータン部落集会所を利用した投票所

　今回の村長選挙には４人が立候補し、投票

は12月15日に行われました。候補者４人の
顔写真のカラーコピーのポスターが村内に張

られています。選挙の当日には、選挙の立会

いと円滑な実施のために、村役場には県の地

方課のこの村の担当者、警察および軍隊の担

当者が来ています。投票時間は、全投票所と

も午前中の7:00～ 12:00で、そのあと各投
票所で開票し、全村での集計は14:00から行
う日程です。有権者は17歳以上とそれ以下



Journal of Sugiyama Human Research 2013160

第４回　人間講座『インドネシアのジャワ農村における社会と文化』

の結婚している村民で、今回の有権者総数は

9,293人です。
　これは、チャンデン村の、私が調査してい

るプレンブータン部落という所の事例です。

プレンブータン部落は、隣組が全部で五つ

あって、１組～２組で一カ所、３～５組で一

カ所と二カ所に投票所があって、今からお見

せする第19投票所は、３～５組に設置され
ている投票所です。投票所の管理・運営は、

部落ごとに決められている選挙委員たちよっ

て行われ、さらに隣組ごとに任命されている

社会保護委員（LINMAS）が立ち会います。
また、各立候補者の立会人も投票所に詰めて

います。

　第19投票所は、この部落の人達の集会所
になっている場所で、ジャワ独特の屋根の形

をした吹き抜けの建物です。投票所に有権者

が入ってくると、有権者通知票を受付に提示

し、投票用紙を受け取ります。投票用紙には

４人の候補者の顔写真がカラーコピーされて

いますので、記帳台に移動して、記帳台に用

意されている釘を使って投票用紙の投票した

い人の写真部分に穴を一カ所あけます。これ

は、読み書きができない人にも選挙権の行使

ができるようにするためにとられている方法

です。この穴があけられた投票用紙を投票箱

に投入して退場しますが、退場の際に出口に

用意されている青色のインクをいずれかの指

に付けて、再度投票所に入場できない目印と

します。

投票用紙

　開票も同じ投票所で、選挙委員の人たちに

よって行われます。開票作業は社会保護委員

の監視の下で行われますが、まず、投票箱か

ら投票用紙を出して投票者受付数と照合した

うえで、選挙委員長が、一票一票穴がどの候

補者にあけられているか、複数あけられてい

ないかを、他の選挙委員と確認し、同時に候

補者の立会人にも確認してもらいます。一票

ごとにその得票数を、ボードに張り出した集

計表の候補者の枠に記入していきます。記入

の際には５票ごとの塊になるように記入する

のですが、日本では普通「正」の字を書きま

すが、ここでは一本棒を縦に四本引いて、最

後に斜めにそれにクロスするように一棒を引

くやり方で五という表記をしていきます。開

票のときになると、集落の人達も集まってき

て、一喜一憂して投票結果を見守ります。こ

の第19投票所の開票予定は12:45～ 13:30で
したが、投票終了後すぐに開票がはじめら

れ、13:00に終了しました。ここの投票所の
有権者数は368名でしたが、開票結果は、投
票総数が320で、候補者A―70票、候補者B
―７票、候補者C―12票、候補者D―226票、
無効５票でした。投票率は87％弱でした。
不在者投票の制度はありません。
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穴を確認して得票者名を読みあげる選挙委員長

　一方、各投票所からの結果が出ると、その

結果は村の選挙委員会に報告されて、全村の

投票結果が役場で集計されます。現在はコン

ピュータを利用して集計されていまして、各

候補者の集計経過が役場の体育館の壁にプロ

ジェクターでリアルタイムで映し出されてい

ます。また、それは村の中にネットで中継さ

れています。このような投票と開票のプロセ

スを見ると、事前の買収はともかくとして、

開票の過程でいろいろ不正が起こることは非

常に少なくなっているということができま

す。これも村落自治の民主化が確実に進んで

きていることの一つの証だということができ

ます。

　長時間になって申し訳ありませんでした

が、本日はこれで話を終わらせていただきま

す。どうもご拝聴ありがとうございました。
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　今年度の活動を報告する。メンバーの三浦

隆広氏は、本学に赴任する前から、哲学カフェ

の実践を続け、赴任後もその活動を継続して

いる。哲学という学問は、諸学の根本であり、

古代ギリシャから現代、さまざまな人間観を

示し続けてきた。産業革命を契機として近代

文明を発展させてきたのは、ヨーロッパを舞

台としたキリスト教文明だったとされる。デ

カルトの人間観に支えられたものだった。

　デカルトの心身二元論は、20世紀に到っ
て限界が指摘されるようになる。三浦氏の前

任者音喜多氏の専門はメルロポンティだっ

た。メルロポンティは、反デカルト主義の文

脈で、現象学的身体論を展開したのだった。

音喜多氏は、人間学研究センターのゲノム人

間論や総合人間論のプロジェクトに参加し、

主として生命倫理の問題を扱っていた。その

一部は三浦氏にも継承されている。

　三浦氏の今年度の活動としては、人間講座

での発表がある。詳細は本誌人間講座の活動

記録に掲載されているので、ご参照願いたい。

　リーダー渡邉の活動を以下に紹介する。以

前より、総合人間学会での活動にふれてきた

が、今年度もそれを報告したい。

　昨年６月に名古屋学院大学の木村光伸教授

を大会会長に第８回総合人間学学会が名古屋

で開催された。現在の学会長は小原秀雄先生

で、わたしにとっては40年以上のつき合い
という関係だ。人間学研究センター主催の第

１回シンポジウムでは、阿満利麿先生、江原

昭善先生とともに基調講演をお願いした。体

調がすぐれず、車椅子と吸引器をつけて東京

からかけつけられたが、見るも痛々しい印象

だった。

　第8回総合人間学学会のシンポジウムに、
わたしはコメンテーターとして招待された。

シンポジウムのテーマは、〈人間関係の新し

い紡ぎ方―3.11を受けとめて〉というもの
だった。わたしが選ばれたのは、おそらく人

間関係学部に26年間在籍したことと無縁で
はないだろう。わたしは、考えたあげく、〈人

間関係の学〉というタイトルのもとにコメン

トしたのだった。わたし自身が人間関係学部

に籍を置きながら、ずっと考え続けてきたこ

とが背景となっている。これに関しては、今

年度にシンポジウムの報告が刊行予定なの

で、それを参照していただきたいが、コメン

トしたかったことを少し、この場で表明して

おきたい。

　3.11以後の社会情勢のなかで、わたしが着
目したのは、首都圏（人口過密状況）での結

婚率及び出産率の上昇だった。正確なデータ

は今後明らかにされると思うが、週刊誌など

で報じられた現象だ。母子関係が人間関係の

原点だが、もっとも大切な母子関係がアタッ

チメントにあると指摘したのはボールビィ

だった。いわゆる〈愛着理論〉と呼ばれる考

えだ。〈アタッチメント〉とか〈スキンシップ〉

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
渡邉　毅
Tsuyoshi Watanabe
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は人間関係の出発点を形成する。ボールビィ

の理論は、サルの研究からもたらされた。ハー

ロー夫妻によるアカゲザルの隔離実験が根拠

となっている。他者（最初は母）とふれあう

行動は、哺乳動物においては、もっとも根源

的（遺伝的？）なのだ。

　群れ生活をいとなむ哺乳類（霊長類のなか

の真猿類のすべて）は、基本的にアタッチメ

ントを日常にとりいれている。ところが人間

は、文明化するとともに、個体間の距離を拡

げるように振舞う。都市における個体間の距

離は、見知らぬ他者と個体間距離がゼロにな

るような満員電車もあれば、その逆に身近で

あっても接触をこばむような人間関係もあ

る。おそらく、自然なあり様と都市のあり様

が逆ベクトルに向いている、という指摘がで

きるだろう。このあたりの問題は、養老孟司

氏の脳化社会で論じられている。

　人間は、感情の動物であり、理知的な行動

と感情に流される行動には大きな差がある。

メルロポンティに依拠しながら、感情の問題

を追究している人類学者に菅原和孝氏がい

る。彼は以前のシンポジウムに大澤真幸氏と

ともに参加してくれた。〈感情人類学〉とい

う新しいジャンルを開拓中である。3.11のよ
うな出来事は、大きく人間の感情を揺がす。

いかに多くの人々が寄付行動に参画したかの

データを見れば明らかだろう。このような感

情の発露として、スキンシップを潜在的に求

める欲求が発現するのではないか。

　人間は、不安とか死への恐怖を感じたと

き、理性的ではない反応を示す。例としてい

いのか悪いのかはさておくが、レイプ被害者

の女性で有意に高い妊娠率が報告されてい

る。おそらく、極度の不安や恐怖が人体に及

ぼす影響を示していると思われる。つまり、

個体維持がいかんともしがたくなった状況で

も種族維持を続けようとする人体の反応なの

かもしれない。

　わたしは、3.11の与えた不安や恐怖が、都
市生活の女性達に大きな影響を与えたに違い

ないと判断したのだ。キーワードはスキン

シップと種族維持ということになる。現代日

本の社会のなかで女性が置かれている立ち位

置は、決して公平・平等なものとは言えない。

出産か就業かの二者択一を強いられているか

らだ。就業の選択が出産を制限していること

は、東京での出産率を見れば明らかだろう。

このような日本社会の現状、つまり超高齢

化・超少子化の進行に対して、集合的無意識

があるとするなら、日本社会全体に漠然とし

た不安が拡がっているのかもしれない。

　3.11をきっかけとして、人間関係に変化が
生じていると認識するなら、その要因は考察

されるべきだろう。わたしには、新しい紡ぎ

方というよりも、より古い感覚・感情が、抑

圧されてきた内部から噴出しているように見

える。このことをふまえ、今後の日本社会を

より自然に即した方向に変えることができれ

ば、3.11の悲劇を乗り越えて行けるのではな
いか。



Journal of Sugiyama Human Research 2013164

「女性論」プロジェクト研究報告

A Report of the Women’s Studies Project

1．緒　言

　今日、大学に対する社会的評価において、

その出口となる就職の状況が重要な要素と

なっている 1）。そこで、各大学では、キャリ

ア教育の充実が当面する喫緊の課題の一つと

なっており、入学から卒業に至るまでの在学

期間を通して、計画的なタイムスケジュール

やカリキュラムが準備されている。また、大

学がキャリア教育の充実を図ろうとする一つ

の理由は、平成23年1月31日に公表された
中央教育審議会答申「今後の学校における

キャリア教育・職業教育の在り方について」

による。ここでは、「幼児期の教育から高等

教育に至るまでの体系的なキャリア教育の推

進」が求められ、そこで育成すべき「社会的・

職業的自立、社会・職業への円滑な移行に必

要な力」として、「基礎的・基本的な知識・

技能」、「基礎的・汎用的能力（人間関係形成・

社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課

題対応能力、キャリアプランニング能力）」、

「論理的思考力、創造力」、「意欲・態度及び

価値観（勤労観・職業観等の価値観）」、「専

門的な知識・技能」が掲げられた。また、高

等教育のキャリア教育に期待される取組の視

点として、①入学前段階や入学初年次におけ

る、後期中等教育からの円滑な接続や学びへ

の意欲を向上するための教育上の配慮、②教

育課程の中に位置付けられたキャリア教育、
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③入学から卒業までを見通したキャリア教

育、④身に付けるべき能力の明確化と到達度

の評価、⑤一人一人のキャリア形成を促進さ

せる支援、⑥男女共同参画の視点を踏まえた

キャリア教育、⑦後期中等教育と高等教育の

連携、の各項目が明示された 2）。

　このようななか、筆者らは、かねてより女

子学園におけるキャリア教育の在り方に関心

を寄せてきた。2010年度には、「女子学園に
おけるキャリア教育用教材開発に関する実践

的研究」に取り組み、女子学園における効果

的なキャリア教育用教材に求められる要素と

して、①長期的な時間的要素（過去から現在、

未来へとつながる時間の流れ）、②短期的な

時間的要素（仕事時間と私的生活時間のバラ

ンス）、③社会的な空間的要素（社会的存在

としての「私」と家族、社会を結ぶ関係性）、

④個人的な空間的要素（仕事、家事・育児、

余暇・学習などの諸活動）、⑤基本理念：女

子学園の歴史及び使命や、男女平等、男女共

同参画社会の理念）の5つを掲げた 3）。また、

それらを踏まえたキャリア教育用教材「私の

キャリアマップ」4）を制作し、現在、全学共

通教育科目「人間論」の一部として実施され

ている「キャリアデザイン」の教材として使

用している。さらに、若い女性に対するキャ

リア教育においては、ロールモデルの提示が

効果的であるとする認識から、昨年11月に
は「ロールモデル集　椙山発の女性たち」5）

を制作・発行するに至った。ロールモデル集

では、20代から80代までの本学卒業生8名
について、その学生時代の様子と卒業後のラ

イフステージの変化及び現在の生活を紹介し

ており、結婚や出産などのライフイベントの

影響を少なからず受けながら形成される女性

のキャリアについて、具体的に学ぶ機会を提

供している。このように、女性のキャリア教

育に関しては、男性以上に、ライフデザイン

（生活設計）とキャリアデザインの融合が不

可欠である。上記の中教審答申（高等教育に

期待される取組の視点⑥男女共同参画の視点

を踏まえたキャリア教育）においても、「女

性のライフイベントを意識したキャリア教

育」の取組について言及されているところで

ある。

　そこで、本研究では、女子教育の伝統を有

し、男女共同参画社会の実現を志向する「女

子総合学園」に注目し、そこで展開されてい

るキャリア教育の現状を捉えることにした。

ここでは、いくつかの代表的な女子総合学園

に属する大学（女子大学）を研究対象とし、

キャリア教育の実態を比較分析することによ

り、そこに共通する特徴と各大学独自の取組

を把握し、女子大学におけるキャリア教育の

全体像を明らかにすることを目的とした。

2．研究方法

1）調査対象

　本研究では、中学校・高等学校・大学を擁

する私立女子総合学園のうち、関東、中部、

関西地方にある100年以上の歴史を有する伝
統校を中心に、女子学園としての知名度等を

考慮して12校を選択し、そこに属する女子
大学のキャリア教育の実態を把握することに

した。本研究で調査対象とした12校とは、
関東地方から①大妻女子大学（大妻学院）、

②共立女子大学（共立女子学園）、③実践女

子大学（実践女子学園）、④昭和女子大学（昭

和女子学園）、⑤白百合女子大学（白百合学

園）、⑥聖心女子大学（聖心女子学院）、⑦日
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本女子大学（日本女子大学）、⑧フェリス女

学院大学（フェリス女学院）、中部地方から

⑨金城学院大学（金城学院）、⑩椙山女学園

大学（椙山女学園）、関西地方から⑪京都女

子大学（京都女子学園）、⑫神戸女学院大学（神

戸女学院）である。

2）調査方法

　調査は、2013年8～ 12月にかけて実施し、
各大学及び各学園のホームページに掲載され

ている最新のキャリア教育関連情報を中心

に、必要に応じて、各大学が発行している関

連資料を入手し、掲載情報を分析した。

　分析にあたっては、各大学（学園）の基本

情報（設立年、建学の精神等、学部数及び学

部名、在籍者数）に基づいて大学（学園）の

特徴を把握したうえで、①キャリア教育のコ

ンセプト、②キャリア教育の体制、③キャリ

ア教育科目、④キャリア教育に関するGPの
取得状況等、⑤キャリア教育に関するその他

の特徴について、実態を把握した。なお、収

集されたキャリア関連情報は、大学（学園）

により異なるため、上記の各項目の分析につ

いては、該当する情報を収集できた大学（学

園）のみを対象に実施した。

3．結果および考察

1）調査対象大学（学園）の特徴

　本研究で調査対象とした女子大学（女子学

園）の基本情報を整理すると、表1のとおり
となる。12の女子学園は、19世紀末から20
世紀初めにかけて設立されており、特にフェ

リス女学院と神戸女学院は1870年代に設立
した最も歴史の古いキリスト教主義の女子学

園として共通の特徴をもつ。また、女子大学

の設立年は、1948年、1949年に集中してい
ることから、これらの大学は、戦後の新制大

学への移行と同時に申請・認可された先駆的

な女子大学であることが理解される。

　一方、建学の精神等をみると、女性の自立

や品格、人としてのあるべき姿を追究するな

ど、女性の置かれた社会的状況を踏まえた教

育の実践をめざして設立された学園が多いこ

とがわかる。これらの女子大学は、キリスト

教系と家政系に大別され、前者は文学部、後

者は家政学部から出発し拡大・発展してい

る。そのようななかで、京都女子大学は唯一、

仏教系の大学である。また、学部数に注目す

ると、12大学中4大学で5つ以上の学部が設
置されており、教育内容が多様化している。

戦後の女子大学においては、人文系学部と家

政系学部がほとんどを占めていたが、次第に

社会系学部が設置されるようになり、最近で

は、看護学部や薬学部など、特定の資格と結

びついた理系学部も設置されている。また、

各大学の在籍者数にはばらつきがあり、2,000
名前後から6,000名以上まで多様である。

2）女子大学のキャリア教育の実態

（1）キャリア教育のコンセプト

　本研究で調査対象とした12の女子大学の
キャリア教育のコンセプトは、表2のとおり
である。各大学においては、それぞれの教育

理念のうえに立ち、キャリア教育の中心とな

る考え方を展開しているが、複数の大学に共

通する、いくつかの基本的な概念を読み取る

ことができる。

　すなわち、女子大学のキャリア教育のコン

セプトには、表現は様々であるものの、総じ

て建学の精神を背景に「生涯にわたる女性の
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キャリア支援」を遂行するという共通する命

題がある。ここには、ライフイベントの影響

を相対的に受けやすいという女性の社会的特

性への配慮がみられる。また、女子大学がキャ

リア教育を通じて育成しようとしている力

は、生涯を自分らしく生き抜く力としての

「キャリアデザイン力」と、当面する就職の

ために必要な「就業力」に大別されることが

推察される。さらに、「キャリアデザイン力」

には、生活をデザインする「社会活動キャリ

アデザイン力」（ライフプラン能力）と職業

をデザインする「職業キャリアデザイン力」

（キャリアプラン能力）の2つがある。前者
は「社会的自立」、後者は「職業的自立」の

ために求められる能力である。また、昭和女

子大学にみられるように、これらの「自立」

は、「21世紀の男女共同参画社会を担う人材」
が具備すべきものであり、各大学において

表1　調査対象大学（学園）の基本情報

注：各大学のホームページ掲載情報等に基づいて整理した。学部数、在籍者数は2013年度のものである。

番号 大学名 設立年 建学の精神等 学部数 学部名 在籍
者数

1 大妻女子大学
（大妻学院）

1949
（1908）

恥を知れ（高次な人間存在の理念に照
らして自らを省みること） 5 家政、文、社会情報、

人間関係、比較文 6,739

2 共立女子大学
（共立女子学園）

1949
（1886）

女性の自活と自立
（指針：誠実・勤勉・友愛） 4 家政、文、国際、看護 4,482

3 実践女子大学
（実践女子学園）

1949
（1899）品格・高雅・自立・自営 3 文、生活科、人間社会

※短期大学を併設 3,936

4 昭和女子大学
（昭和女子学園）

1949
（1920）

清き気品・篤き至誠・高き見識 4
人間文化、人間社会、
生活科、
グローバルビジネス

5,257

5 白百合女子大学
（白百合学園）

1965
（1881）

カトリシズムの世界観による人格形成
（教育目標／清楚・謙虚さの中に気品
を保ち、豊かな人間性と広い視野の上
に専門的な知識を備えた自立的女性の
育成）

1 文 1,954

6 聖心女子大学
（聖心女子学院）

1948
（1916）

イエスのみこころのより大いなる栄光
のために（1815年会憲）
子供たちが、本当の礼拝の精神に生き
る人に育っていくように教育するこ
と、そのために私たちは生涯を捧げた
い（聖マグダレナ・ソフィア・バラ）

1 文 2,188

7
日本女子大学

（日本女子大学）
1948

（1901）

女子を人として教育すること
女子を婦人として教育すること
女子を濃く人として教育すること

4 家政、文、人間社会、
理 6,150

8 フェリス女学院大学
（フェリス女学院）

1965
（1870）キリスト教の信仰に基づく女子教育 3 文、国際交流、音楽 2,614

9 金城学院大学
（金城学院）

1949
（1889）

主を畏れることは知恵の初め（スクー
ルモットー）
強く、優しく。（スローガン）

6
文、生活環境、
国際情報、現代文化、
人間科学、薬

5,449

10 椙山女学園大学
（椙山女学園）

1949
（1905）人間になろう 7

生活科、
国際コミュニケーション、
人間関係、文化情報、
現代マネジメント、
教育、看護

5,833

11 京都女子大学
（京都女子学園）

1949
（1899）

親鸞聖人の体せられた仏教精神にもと
づく人間教育 5 文、発達教育、家政、

現代社会、法 6,137

12 神戸女学院大学
（神戸女学院）

1948
（1873）愛心愛隣（キリスト教主義） 3 文、音楽、人間科学 2,596
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番号 大学名 キャリア教育のコンセプト

1 大妻女子
大学

・教育理念である「関係的自立」を実現するために、今後は円滑な就職活動を促すのみならず、学生1人ひとりが
社会的および職業的に自立を果たし、生涯にわたって望ましいキャリアを形成できるようにする。
・先行き不透明な社会で困難に直面しても、キャリアアップが図れるように、自分をしっかりと見つめて、社会的・
職業的自立につながる基礎的素養と実践的能力を修得する。

2
共立女子
大学

・社会人としてあるいは生活者として、必要な（あるいは持つことが望ましい）基本的スキルや知識・教養をしっ
かり身につけるという教育目標をもつ。その意味では、教養教育を専門教育と並列の関係にあるものとして位置
づける。
・ひとりの女性・ひとりの人間として日々の生活を豊かに充実して生き、主体的に社会に参加して責任ある役割を
果たすために必要な、幅広く深い教養・総合的な判断力・豊かな人間性を涵養する。
・本学は、専門の学芸を教授研究し、学生の主体的な学びを育み、幅広く深い教養および総合的な判断力を培うと
ともに、誠実で豊かな人間性を涵養し、社会に広く貢献する自立した女性を育成することを目的とする。

3 実践女子
大学

・ライフキャリアが異なる学生一人ひとりに「face to face」の支援を行ない、きめ細かく指導をしていく。
○開花宣言「実践女子の学生皆さんが社会で花開く、そのときまで応援します。」

4
昭和女子
大学

１．本学での学修と実践を通して、継続就業や再就業に係る職業意識・職業観を磨き、長い生涯にわたる自分の生
き方を設計するキャリアデザイン力を養う。

２．学科の「キャリアデザイン・ポリシー」に基づき、「専門教育科目」を体系的に履修することによって、その特
性を活かした職業・就業分野で社会的に自立できる職業人を育成する。

３．国際的な視野と豊かな教養、職業上の倫理観を身につけ、自立した人間として21世紀の男女共同参画社会を担
う人材を育成する。

5 白百合女子
大学

・自己の能力を正確に理解し、自分のキャリアビジョンを形成する力を身につける。
・多くの業界・職種に触れることで、広い視野を持ち、進路選択の幅を広げる。
・「社会人として必要な力」、「社会が学生に求める力」を身につける。

6 聖心女子
大学

・一生を通した職業キャリアと社会活動キャリアを考える。自分らしい価値観と主体性の形成を支援する。
○進路支援（民間企業・公務員・教員・進学など）
○ライフプランとキャリアプランとの連動

7 日本女子
大学

女性の就業力を支える日本女子大学のキャリア支援として展開。

8
フェリス
女学院
大学

21世紀型女子のキャリア形成に向けて
―140年におよぶ女子教育の伝統に加え、新しい時代の女性像を追及する教育から育まれる。
○女性の取り巻く状況を理解し、変化に柔軟に対応し、新しい時代を生き抜く能力を育てる。
・女性のあり方を多角的に考察する科目や、キャリア形成に必要なリテラシー科目は全学生が履修可能。
・国際政治まで多岐にわたる高度な専門教育により、キャリアに不可欠な論理性、思考力の基礎を構築。
・少人数制のゼミでプレゼンテーションスキルを習得・豊富な留学制度やボランティア活動、そしてリーダーシッ
プと行動力を育む多彩な学生参加型プロジェクトなどを通じて積極性とコミュニケーション能力を磨く。

9
金城学院
大学

個重視・女性のためのキャリア開発サポート
　―専門的な知識を有した職業人としての女性の育成を目指して―
　　○キャリアデザインの形成
　　　・低学年の段階で卒業後の人生を長期的にイメージし、自分ならではのキャリアをデ　ザインすることができ

る人材の養成を目指す。
　　○目標の明確化と能力開発
　　　・自己のキャリアデザインに即して具体的な目標や課題を明らかし、目標達成に必要　なスキルや資格の獲得

にむけて行動できる人材の養成を目指す。
　　○自立的な進路選択行動
　　　・卒業後の就職や進学にむけて主体的に進路を選び、希望する進路の実現を目指して　自立的に就職活動や進

学に取り組むことのできる人材の養成を目指す。

10
椙山女学園
大学

・キャリア教育を軸としたトータルライフデザイン
　長い人生を「社会的・職業的自立」・「就業力」という視点から支援する。
　　○働くこと・職業生活を具体的にイメージさせる。
　　○各学部の教育目的に基づいた専門教育と結びついたキャリア教育を展開する。
　　○椙山女学園の＜資源＞を積極的に活用する。

11
京都女子
大学

○生涯にわたる女性としてのキャリアを考える。
　　京女の「キャリア教育」は、自分を知り、社会を知ったうえで人生のプランを描くというプロセスを通じて、
生涯にわたる女性のキャリア形成を応援する。なりたい自分をめざす力を養うため、1回生時から多様なキャリ
ア教育を展開している。

・新たな時代を拓く女性を育てる。
　　教育理念は、親鸞聖人の体せられた仏教精神に基づいて知性と情操を高め、すべてのいのちを平等に愛する豊
かな心を培うことによって、真の人間を育成すること。キャリア教育のテーマは、この教育理念に集約されてい
る。自立して生き、社会に貢献できるリーダーたる女性となるために、どのような意識と力が必要となるのかを
学ぶ。

12 神戸女学院
大学

・就職力の充実を柱としながら、女性の多様なライフステージ全体の激励をはかる。

表2　キャリア教育のコンセプト

注：各大学のホームページ掲載情報等 6）に基づいて整理した。
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は、女性の生き方の「多様性」を理解し、「個

（一人ひとり）」に応じたキャリア形成に寄与

するような柔軟な教育の展開を目指してい

る。

（2）キャリア教育の体制

a．全体的特徴

　各大学のキャリア教育は、独自の体制に

よって実施されている。その全体像がわかり

やすく提示されている大学は限られている

が、多くの大学に共通する仕組みは、授業と

しての「正課教育」とキャリアサポート課、

キャリアサポートセンター等による「正課外

教育」、そして「各種組織等との連携」の3
つの側面を中心に構成されるものである。

　例えば、金城学院大学についてみると、そ

の全体像は、図1のように示されている。こ
こで、中央に配置されている「キャリア開発

教育科目」が「正課教育」に相当する部分で

あり、その周辺内側に配置されている「アド

バイザーによる個別指導」、「キャリアカウン

セリング」、「オリジナルツール」、「キャリア

アップ講座」、「学科別プログラム　企業との

連携によるカリキュラム」、「メンタリングピ

ア・サポート」が「正課外教育」に当たる部

分である。また、外側に配置されている「愛

知県・名古屋市」、「企業・NPO」、「同窓会」、
「系列中学・高校」は、多様な「各種組織等

との連携」を表している。このように、金城

学院大学の事例は、キャリア教育の「正課教

図1　金城学院大学のキャリア教育の体制
注：金城学院大学ホームページ（2013/12/1閲覧）に掲載されている図に基づいて作成した。
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育」「正課外教育」「各種組織等との連携」の

三層構造をわかりやすく示したものとなって

いる。

　次に、聖心女子大学のキャリア教育の全体

像は、図2のとおりである。ここでも、入学
から卒業に向けて、さまざまな「正課教育」

と「正課外教育」がみられるが、これらに加

え「課外活動等」がキャリア教育の機会とし

て位置付けられている点が特徴的である。ま

た、上記の教育・活動を囲むように「地域等

との連携」が配置されており、同大学でも「各

種組織等との連携」がキャリア教育の一環と

して重視されていることが推察される。

　さらに、椙山女学園大学についてみると、

そのキャリア教育の全体像は、図3のように
示されている。ここでは、中央に配置された

「社会的自立のためのキャリア【理論】」に該

当する部分が、「正課教育」、その左に配置さ

れた「職業的自立のためのキャリア【情報】」

に該当する部分が「正課外教育」に当たる。

また、右に掲げられている「職業的自立のた

めのキャリア【体験】」としてのインターン

シップは、授業科目の一部として単位認定さ

れている学部においては「正課教育」、単位

認定されていない学部においては「正課外教

育」として位置付けられる。さらに、「エク

ステンションセンター」や「卒業生の人材・

企業バンク」が地域や卒業生と大学のキャリ

ア教育とを結びつける窓口となっており、「各

種組織等との連携」を推進する場である。と

りわけ人材・企業バンクは、各界で活躍する

卒業生や、卒業生の受入先企業等の人材を登

図2　聖心女子大学のキャリア教育の体制
注：聖心女子大学ホームページ（2013/12/1閲覧）に掲載されている図に基づいて作成した。
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録し、ゲストスピーカー等に活用するもの

で、特徴的な機関であるといえる。

b． 個別の特徴（1）「正課教育」におけるコー

ス制の導入

　調査対象大学にみられるキャリア教育の体

制は、前述のとおり、「正課教育」、「正課外

教育」、「各種組織等との連携」により構成さ

れる場合が多いが、このうち「正課教育」に

特徴を有するものとして、神戸女学院大学に

おけるコース制の導入を挙げることができ

る。同大学のキャリア教育の体制は、図4の
とおりである。

　神戸女学院大学においては、「3つのコー
スを通じて新たな知と技を身につけるキャリ

アデザインプログラムで実践力を養成」とい

うスローガンの下、3学部5学科に共通のキャ
リアデザインプログラムとして、「メディア・

コミュニケーションコース」、「アート・マネ

ジメントコース」、「ホスピタリティ・マネジ

図3　椙山女学園大学のキャリア教育の体制
注：椙山女学園大学「Total Life Designトータルライフデザイン教育の構築と推進」に掲載され
た図（キャリア教育を軸としたトータルライフデザイン　女子総合大学の教育課程内外のキャ
リア教育資産の活用とその統合を目指して）に基づいて作成した。
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メントコース」が設置されており、各コース

では、実務者講師による特設科目10単位を
修得することとなっている。3つのコースは、
3つの学部における学生たちの志向を反映し
たものになっているように思われるが、学生

たちは、学部・学科にかかわらず自由にコー

スを選択できる。このように、キャリア教育

科目の「正課科目」において、全学共通のコー

ス制を導入している点は、非常に興味深い。

そのほか、同大学のキャリア教育の体制に

は、インターンシップやキャリアセンターが

位置付けられており、これらが「正課科目」

のみならず、「正課外科目」や「各種組織等

との連携」を担うものである。

c． 個別の特徴（2）「正課外教育」、「各種組

織等との連携」を担う多様な機関

　次に、キャリア教育における「正課外教育」

及び「各種組織等との連携」に注目する。こ

れらを担う機関の中心は、キャリアサポート

課（就職指導課）やキャリアセンター等であ

る場合が多く、カウンセリングや様々な就職

活動サポート、講座やセミナーを実施してい

るが、そのほかにも独自の機関を設置し、個

性的な取組をしている大学が少なくない。

　例えば、日本女子大学では、現代女性キャ

リア研究所、教職教育開発センター、カウン

セリングセンター、メディアセンター、通信

教育課程・日本女子大学リカレント教育課

図4　神戸女学院大学のキャリア教育の体制
注：神戸女学院大学ホームページ（2013/12/1閲覧）に掲載されている図に基づいて作成した。
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程、生涯学習センター、（一社）日本女子大

学教育文化振興桜楓会など、多様な機関等

が、キャリア教育に関与している。このうち、

「現代女性キャリア研究所」は、RIWAC
（Research Inst i tute  for  Women and 
Careers）と称され、戦後日本の女性とキャ
リアに関する文献・資料を収集し、様々な調

査研究を開発・実施するとともに、他の研究

機関との交流を図りながら、女性教育の基礎

資料を整備している重要な機関である。ま

た、「通信教育課程・日本女子大学リカレン

ト教育課程」や「生涯学習センター」による

講座等は、大学卒業後の女性たちに対し、そ

の後のライフスタイルに応じてリカレント教

育により就業力を付与する貴重な機会を与え

ている。さらに、「メディアセンター」につ

いても、「卒業後、生涯を通してのサポート

体制」を有することが明示されており、同大

学では、卒業生や中高年の女性たちに対する

キャリア教育にも、大きな力が注がれている

点が特筆される。同様の取り組みとして、大

妻女子大学では正課外キャリア教育講座に

「大妻マネジメントアカデミー（OMA）」が
掲げられ、在学生だけでなく、学外の成人女

性に広く門戸が開かれている。

　また、昭和女子大学においては、リカレン

ト教育の一環として「ブラッシュアップ・キャ

リア塾」が設置され、再就職や起業のサポー

トを担っている。さらに、同大学では、

NPO昭和（学校法人昭和女子大学設立の特
定非営利法人）を設置し、世田谷区の委託事

業「子育てステーション世田谷」の一環とし

て、認定こども園・認定保育所「昭和ナース

リー」、おでかけひろば「SHIP」、ほっとス
テイ「SHIP DAY NURSERY」（一時預かり

施設）、「発達相談室」を運営したり、世田谷

区立男女共同参画センター「らぷらす」を運

営するなど、広義でのキャリア教育に関わる

多様な機関や取組が見られる。

（3）キャリア教育科目

　次に、各大学において「正課科目」として

掲げられているキャリア教育科目の内容につ

いて考察する。調査対象大学のうち、ホーム

ページにおいて公開されているキャリア教育

科目と関連情報を整理すると、表3のとおり
となる。

　科目名に注目すると、複数の大学に共通す

る科目として「キャリアデザイン」と「イン

ターンシップ」を挙げることができる。

　「キャリアデザイン」については、大妻女

子大学、実践女子大学、昭和女子大学、椙山

女学園大学において開講されているほか、類

似する名称の科目が、日本女子大学（ライフ

プランとデザイン）、フェリス女学院大学（私

のキャリアを考える）、金城学院大学（キャ

リア開発B：自分らしい生き方を設計する）
においても開講されている。このように、キャ

リア教育の中核となるのは「キャリアデザイ

ン」、すなわち、生涯の長期的展望に立って、

自分らしい生き方、働き方をイメージし、計

画する力を育成することにあるといえる。

　一方、「インターンシップ」は、実践女子

大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、

金城学院大学、京都女子大学において、キャ

リア教育科目の一つとして、明確に位置付け

られている。なお、その他の大学においても、

「インターンシップ」は他のカテゴリー（正

課科目以外）で開講・実施されていることか

ら、現代のキャリア教育において、職業現場



Journal of Sugiyama Human Research 2013174

「女性論」プロジェクト研究報告

番号 大学名 科　目　名 開講年次 備 考

1 大妻女子
大学

キャリアデザイン 2～ 4年 ―
職業と現代社会 2～ 4年 ―
CDP（キャリア・ディベロップメント・
プログラム） ― ―

3 実践女子
大学

実践入門セミナー 1年 必修
実践キャリアプランニング 2年 必修
キャリアデザイン 3年 選択
キャリアプランとインターンシップ 3年 単位認定

4 昭和女子
大学

実践倫理（キャリアデザイン） 1年後期 必修
女性と社会 1年前期 短大必修
女性の生き方と社会 2・3年前期

学部１科目選択必修女性とキャリア形成 2・3年前期
女性とキャリア開発 2・3年前期

企業と社会のルール 学部3・4後期
短大2年後期 選択

7 日本女子
大学

ライフプランとデザイン 1年後期～

※目白キャンパスで開講されてい
る「キャリア形成科目」（一部、
西生田キャンパスと共通開講）

社会に出るための自己表現 2年前後期
インターンシップⅠ・Ⅱ 2・3年通年
仕事・結婚・わたし 1年後期～
ライフステージと法 1年後期～
NPOとNGO 2年前期～
国際協力ボランティア論 2年前期～
現代ビジネスと起業 2年前期～

8
フェリス
女学院
大学

私のキャリアを考える ―
選択必修キャリア実習（短期・長期インターンシップ） ―

ビジネススキルを高める／いきいき働く女性たち ―

9 金城学院
大学

キャリア開発Ａ：キャリア開発の意義と方法 1年前期 必修
キャリア開発B：自分らしい生き方を設計する 2年前期 選択
キャリア開発C：いきいき働く女性たち 2年後期 選択
キャリア開発D：将来の仕事を考える 3年後期 選択
キャリア開発E（1）：インターンシップ準備 2年後期 選択
キャリア開発E（2）：インターンシップ 3年 選択

10 椙山女学園
大学

人間論（うち「キャリアデザイン」3時間） 1年 必修
（生涯キャリア科目群） ― 学部別選択
（生活領域キャリア科目群） ― 学部別選択
（実践キャリア科目群） ― 学部別選択

11 京都女子
大学

キャリア開発Ⅰ「夢や目標をはぐくむ」 1年前期 必修
キャリア開発Ⅱ「職業観をはぐくむ」 2年前期 選択
キャリア開発Ⅲ「自己表現力をはぐくむ」 3年前期 選択
キャリア開発Ⅳ「インターンシップ」 3年 選択

12 神戸女学院
大学

プレゼンテーションの技法 ―
メディア・コミュニケーション
コース必修プロレッショナル・ライティング ―

メディアコミュニケーション演習 ―
アート・クリティック ―

アート・マネジメント
コース必修アート・クリティックパフォーマンス ―

アート・マネジメント演習 ―
ホスピタリティ産業論 ―

ホスピタリティ・
マネジメントコース必修対人コミュニケーション論 ―

ホスピタリティマネジメント演習 ―
ビジネスコミュニケーション論 ―

2科目選択必修（3コース共通）メディアと知 ―
マネジメント概論 ―
ボディサイエンス ―

表3　キャリア教育科目

注：各大学のホームページ（2013/12/1閲覧）から確認できた情報のみを掲載した。
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での体験は不可欠であるといえる。また、す

でに正課科目として取り扱う大学が多くみら

れるという実態からは、その重要性がすでに

広く認知されていることが推察される。

　このほか、表3に掲げられた科目を総覧す
ると、そこには、キャリア形成に直結する科

目とその周辺の科目、一定の職業に関連する

科目などが混在していることがわかる。例え

ば、実践女子大学、金城学院大学、京都女子

大学は、キャリア形成に直結する科目をキャ

リア教育科目として位置付けているのに対

し、昭和女子大学、日本女子大学、フェリス

女学院大学では、その周辺にある社会情勢や

企業、ビジネス、ボランティア活動などに関

する内容も含めて、キャリア教育科目を構成

している。一方、神戸女学院大学では、キャ

リア教育に関するコース制の導入に伴い、各

コースからイメージされる特定の職業に関連

のある知識やスキルを、それぞれに必修の

キャリア教育科目としている。また、すべて

のコースに共通な科目もあるが、いずれも

キャリア形成に直結する総論的な科目とはい

えない。

　なお、本調査の対象は女子大学に限定され

ているが、キャリア教育科目として「女性」

を冠する名称をもつ科目がみられるのは、日

本女子大学、フェリス女学院大学、金城学院

大学のみである。キャリア教育のコンセプト

には、上記のとおり、総じて女性のライフス

タイルへのこだわりがみられたが、キャリア

教育科目の名称に、それがストレートには反

映されている大学は限られていることがわか

る。

（4） キャリア教育に関するその他の特徴的

な取組

　以上、各大学のキャリア教育のコンセプ

ト、体制、キャリア教育科目についてみてき

たが、これまでに指摘できなかった、一部の

大学でみられる特質すべき取組をまとめる

と、表4のとおりとなる。
　ここに掲げられた大学の多くに共通してみ

られる取組として、ポートフォリオシステム

の開発・活用を挙げることができる。ポート

フォリオシステムは、最近では大学教育の

様々な場面で活用され始めているが、少なく

とも、大妻女子大学、実践女子大学、白百合

女子大学、椙山女学園大学においては、これ

をキャリア教育にも活用していることが明示

されている。白百合女子大学や椙山女学園大

学の説明をみると、これらのポートフォリオ

システムは、学生たち一人一人の4年間の
キャリア学習の「記録」と、支援者・教員等

との「コミュニケーション」という2つの機
能を果たしていることがわかる。また、イン

ターネットを利用したその他の特徴ある取組

として、「実践アラムナイ（JISSEN ALUMNAE1）」

を挙げることができる。これは、在学生と卒

業生をつなぐソーシャルネットワークサービ

スで、ブログ機能や情報の閲覧、提供など、

在学生と卒業生の双方が活用できる実用性の

高いキャリア教育システムである。同大学で

は、このほか、リアルなネットワークとして、

働く卒業生のネットワーク「実践キャリア

ネット」があり、「世代を超えた仲間と、仕

事の悩み、キャリアアップのための勉強、在

校生支援の活動、異業種交流など」7）、卒業後

のキャリア教育支援にも力を注いでいる点

は、特質すべきである。1ALUMNAEは、女子同窓生の意。
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　これらのほか、白百合女子大学では、国際

的就業力を高める特別プログラムが設置され

ており、金城学院大学では、キャリア教育に

関するオリジナル支援ツールとして、自己分

析用職業診断検査や金城ビジネススキル検定

などを開発している。さらに、共立女子大学

においては、学園が株式会社を設立してお

り、人材派遣業などを通して、卒業生等に対

する間接的なキャリア支援を行っている点が

興味深い。

（5） キャリア教育に関する文部科学省GP等

の取得状況

　最後に、今回調査対象とした女子大学の

キャリア教育について、文部科学省GP等の

取得状況を明らかにしたい。各大学のホーム

ページで確認されたキャリア教育に関する文

部科学省GP等の取得プログラムやテーマに
ついて整理すると、表5のとおりとなる。
　2006年度から昭和女子大学、金城学院大
学、京都女子大学で、2007年度には神戸女
学院大学でキャリア教育に関する取組が「現

代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代

GP）」に採択されている。また、2009年度
には実践女子大学、昭和女子大学、聖心女子

大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、

椙山女学園大学のキャリア教育関連プログラ

ムが「大学教育・学生支援推進事業」に採択

され、次いで、2010年度には、「大学生の就
業力育成支援事業（就業力GP）」に大妻女子

番号 大学名 その他の特徴

1 大妻女子
大学

・キャリア学習プログラム（大学１～４年）：ポートフォリオシステムを活用しながら、企
業などが求めるコミュニケーション能力や主体性、チームワーク等、社会人としての基礎
的な能力や態度の向上を支援するための一連の講座。
・学びのマップ・ポートフォリオシステム：すべての学部学生のために用意。

2 共立女子
大学

・株式会社　ウィズ・ケイ：共立女子学園の発展を支えるために、共立女子学園100％出資
により設立された会社。
・学園の経費節減、業務効率化、学生生活支援を目指して事業を展開。人材派遣事業では、
学校法人や大手企業などを派遣先としており、OAクラーク（事務）学校事務・図書館司
書などを随時募集。

3 実践女子
大学

・実践キャリアネット：同窓会組織働く卒業生のネットワーク（2003年発足）。卒業生向け、
在学生向けの就職相談会も実施。
・実践アラムナイ：在学生と卒業生をつなぐネットワーク。在学生や卒業生のブログ、大学
で行っているキャリア形成関連授業・セミナーなどを閲覧でき、卒業生専用コミュイティ
では、学外から既卒求人が閲覧できる。
・学習ポートフォリオ：キャリア教育で学んだことや、就職活動の記録などを登録。

5 白百合女子
大学

・ポートフォリオシステム「マナバフォリオ」：キャリア支援に関わる情報、支援者のコメ
ントなどを蓄積し「情報カルテ」として機能。自己理解を深め、キャリア選択をはじめと
した「自己実現能力」を養うことを目指す。
・白百合グローバル・ビジネス・プログラム：国際的就業力を高める実践型教育プログラム。
「ビジネス関連知識科目群」「ビジネス・スキル科目群」「ビジネス実践研修」により構成。
全学生を対象とし、就職力を総合的に高めるとともに、海外の企業やグローバル企業で働
きたいという学生のニーズに応える。

9 金城学院
大学

・オリジナリティ：学術的視点から作成されたオリジナルの支援ツールや検定（啓発ノート
（K-note）、自己分析用職業診断検査（K-web）、マナービデオ、金城ビジネススキル検定）
を企画・立案。

10 椙山女学園
大学

・トータルポートフォリオシステム「SUCCESS」：日々の学習や取組を振り返り、学生と
教員とのコミュニケーションを深めながらトータルライフデザイン教育を推進。

表4　 キャリア教育に関するその他の特徴的な取組

注：各大学のホームページ（2013/12/1閲覧）に掲載された情報等に基づいて整理した。
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表5　 キャリア教育に関する文部科学省GP等取得プログラムとテーマ

注：各大学のホームページ（2013/12/1閲覧）から確認できた情報のみを掲載した。

番号 大学名 ＧＰ等取得プログラムとテーマ

1 大妻女子
大学

・2010年度：大学生の就業力育成支援事業
　「質量両面の就業力向上のためのキャリア教育」

3 実践女子
大学

・2009―2011年度：大学教育・学生支援推進事業プログラム
　「初年次から取り組む卒業生参加型のキャリア形成・就職支援の展開」

4 昭和女子
大学

・2006―2009年度：現代的教育ニーズ取組支援プログラム
　「『つながる』生涯学習の実践的キャリア教育―専門学習を活かして基礎力・表現力・行動力・持続
力を磨く協働体験型プログラム」（昭和女子大学短期大学部文化創造学科）

・2009―2011年度：
　①大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラム
　「『デザインする力』育成プログラムの体系化」（昭和女子大学生活科学部環境デザイン学科）
　②大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム
　「緊急課題への対応と実社会連携型キャリアビジョン育成プログラム」（昭和女子大学、昭和女子大
学短期大学部）

・2010―2011年度：大学生の就業力育成支援事業
　「夢を実現するキャリアデザインの育成」
・2012―2014年度：産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業
　「首都圏に立地する大学における産業界のニーズに対応した教育改善」（昭和女子大学ほか16大学

1短大）
・2012―2016年度：グローバル人材育成推進事業（昭和女子大学人間文化学部）

5 白百合女子
大学

・2010年度：大学生の就業力育成支援事業
　「文学部における国際的就業力育成」

6 聖心女子
大学

・2009―2011年度：大学教育・学生支援推進事業プログラム、就職支援推進プログラム
　「就職活動の短期化による大学教育の向上について」

7 日本女子
大学

・2006年度：女性研究者支援モデル事業「女性研究者マルチキャリアパス支援モデル」
・2007年度：
　①社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託
　「キャリアブレーク中の女子大学卒業生のためのリカレント教育・再就職あっせんシステム」（略称
「リカレント教育・再就職システム」）
　②大学改革推進事業専門職大学院等推進プログラム
　「女性中核教員養成女子大学連合モデル―女子大学連合によるプログラム開発―」
・2008年度：私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
　「女性の多様なキャリア開発のための基礎的研究―『女性とキャリアアーカイブ』構築へむけて」
・2009年度：大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム
　「学士力・社会尽力養成の全学態勢の構築：キャリアから自己実現へ」
・2011―2015年度：私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
　「女性のキャリア支援と大学の役割についての総合的研究」

8
フェリス
女学院
大学

・2009―2011年度：大学教育・学生支援推進事業プログラム【テーマB】学生支援推進プログラム
　「学生の適性にマッチした内定を獲得するための就職相談」

9 金城学院
大学

・2006―2008年度：現代的教育ニーズ取組支援プログラム
　「個重視・女性のためのキャリア開発サポート」

10 椙山女学園
大学

・2009年度：大学教育・学生支援推進事業プログラム、就職支援推進プログラム
　「次代を生き抜く『人間力』を核とした就職基礎力の支援強化」
・2010年度：大学生の就業力育成支援事業
　「トータルライフデザイン教育の構築と推進」

11 京都女子
大学

・2006―2007年度：現代的教育ニーズ取組支援プログラム
　「女子学生のキャリア教育の体系化と普及」

12 神戸女学院
大学

・2007年度：現代的教育ニーズ取組支援プログラム、キャリアデザインプログラム
　「女性のライフステージに応じたキャリア教育―メディア、アート、ホスピタリティ、ボディを副
専攻として―」
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大学、昭和女子大学、白百合女子大学、椙山

女学園大学が採択されている。

　このほか、日本女子大学では、「女性研究

者支援モデル事業」（2006年度）や「社会人
の学び直しニーズ対応教育推進事業委託」

（2007年度）、「大学改革推進事業専門職大学
院等推進プログラム」（2007年度）に採択さ
れており、学部生以外の女性のキャリア教育

にも精力的に取り組んでいることがわかる。

また、昭和女子大学では、「産業界のニーズ

に対応した教育改善・充実体制整備事業」

（2012～ 2014年度）や、グローバル人材支
援推進事業（2012～ 2016年度）にも採択さ
れるなど、新しいニーズを踏まえたキャリア

教育の推進にも積極的にチャレンジしてい

る。

　なお、表5に掲げられたGP等採択プログ
ラムは、総じて、これまでにみた各大学のキャ

リア教育の推進に寄与してきたものである。

金城学院大学の「個重視」のプログラム（現

代GP）や椙山女学園大学の「トータルライ
フデザイン教育」のプログラム（就業力

GP）は、現在の両大学のキャリア教育のコ
ンセプトとなっており、神戸女学院大学の「メ

ディア、アート、ボディを副専攻」とするプ

ログラム（現代GP）は、コース制に基づく
キャリア教育の基礎を築いたものと思われ

る。また、日本女子大学の「リカレント教育・

再就職あっせんシステム」（社会人の学び直

しニーズ対応教育推進事業委託）の研究成果

は、同大学のリカレント教育課程や生涯学習

センターにおける社会人に対する講座に結び

つくものであり、「女性とキャリアアーカイ

ブ構築」及び「女性のキャリア支援と大学の

役割」に関する研究プログラム（私立大学戦

略的研究基盤形成支援事業）は、同大学の「現

代女性キャリア研究所」の取組として位置付

けられる。さらに、実践女子大学の「卒業生

参加型のキャリア形成・就職支援」プログラ

ムは、ソーシャルネットワークサービス「実

践アラムナイ」によるキャリア教育を、その

成果の一つとするものである。

4．まとめ

　以上のように、本研究では、12の女子総
合学園における女子大学のキャリア教育につ

いて、コンセプト、体制、キャリア教育科目、

その他の特徴的な取組、GP取得状況の比較
分析を行ってきた。本研究の成果を要約する

と、以下のとおりである。

①女子大学のキャリア教育のコンセプトに関

する表現は多様であるが、その趣旨は、建

学の精神を背景としながら「生涯にわたる

女性のキャリア支援」を行うことにあると

いえる。

②女子大学のキャリア教育で育成すべき力

は、「キャリアデザイン力」と「就業力」

に大別され、前者は、さらに「社会的自立」

に必要な「社会活動キャリアデザイン力（ラ

イフプラン能力）」と「職業的自立」に必

要な「職業キャリアデザイン力（キャリア

プラン能力）」に分けられる。これらは「21
世紀の男女共同参画社会を担う人材」が備

えるべき能力であり、多様な女性の生き方

を前提とするものである。

③キャリア教育の体制は、「正課教育」、「正

課外教育」、「各種組織等との連携」の3つ
の部分から構成される場合が多い。

④「正課教育」として多くの大学に見られる

科目は、「キャリアデザイン」と「インター
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ンシップ」である。このほか、キャリア形

成に直結する科目や、社会情勢やビジネス

に関する科目、特定の職業に関連する科目

などをキャリア教育科目としている大学も

ある。また、一部の大学では「女性とキャ

リア」に特化した科目も設置されている。

⑤「正課外教育」はキャリアサポート課（就

職指導課）等が担い、カウンセリングや各

種の就職支援を行っているが、一方で、キャ

リアサポート課を窓口に、同窓会や企業、

自治体等、「各種組織等との連携」が行わ

れている場合も多い。ここでは、各大学に

特徴的な取組がみられ、女性キャリアに関

する研究所やリカレント教育機関を有する

大学等もある。

⑥その他の特徴として、ポートフォリオを用

図5　女子大学におけるキャリア教育のイメージ図
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いたキャリア教育を展開する大学がいくつ

かみられる。

⑦文部科学省GP等の取得は、各大学の特徴
あるキャリア教育開発の契機となっている。

　本研究の成果を踏まえ、女子大学における

キャリア教育のイメージ図を作成すると、図

5のとおりとなる。

　伝統的な女子総合学園の建学の精神は、

21世紀の男女共同参画社会の担い手を育成
するキャリア教育において、改めて確認され

るべきものである。それは、女性の多様なラ

イフスタイルを支持し、自由で柔軟なキャリ

アデザインを支援するものである。また、そ

の先には、リカレント教育や社会教育、地域

貢献活動等へつながる、発展的な課題がある。

　今回の研究では、女子総合学園における大

学のみを対象にキャリア教育の実態を分析し

たが、今後は、大学入学前の中学校・高等学

校におけるキャリア教育や、卒業生をはじめ

とするリカレント教育としてのキャリア教育

にも目を向けていきたい。すなわち、女性の

ライフステージの推移に応じたキャリア教育

の在り方を追究し、そのなかで、女子大学が

果たすべき役割を明らかにしていきたいと考

える。

注

1）朝日新聞出版「大学ランキング」編集長の中村正

史氏は、その理由について、リーマンショック以

降、就職が厳しくなったことに加え、いまや受験

生のみならず親の最大の関心事が就職になって

いることを指摘し、この傾向は当分変わらないだ

ろうと述べている〔「2014年度　キャリア教育へ

の大学の取り組み」『朝日新聞』教育・広告特集

（2013年10月26日）〕。

2）中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教

育・職業教育の在り方について（答申）」（平成

23年1月31日）p. 19、23、pp. 67～ 70。

3）東珠実・太田ふみ子・小川奈保子・小倉祥子・影

山穂波・塚田文子・藤原直子・吉田あけみ「女子

学園におけるキャリア教育用教材開発に関する

実践的研究」『椙山人間学研究』第6号（2011）、

pp. 112～ 130。

4）椙山人間学研究センター女性論プロジェクト「私

のキャリアマップ」（2011）。

5）椙山人間学研究センター女性論プロジェクト

「ロールモデル集　椙山発の女性たち」（2013）。

6）椙山女学園大学については、「椙山女学園トータ

ルポートフォリオシステムSUCCESS活用ガイ

ド」（2012年度版）、金城学院大学については、「平

成18年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム

　個重視・女性のためのキャリア開発サポート　

専門的な知識を有した職業人としての女性の育

成を目指して」を参照し、該当する情報を任意抽

出した。

7）「実践キャリアネット」ウェブサイトhttp://www.

j-sakura.org/contents/career/about.htm（2013年

12月1日検索）。
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　「日本・アジア文化と人間」プロジェクト

では昨年に引き続き、構成員個人がそれぞれ

大きなテーマとして「日本・アジア文化と人

間」を据えて各自の研究を継続した。梅野研

究員、冨田研究員より下記の報告を受け取っ

たので、梅野研究員分と冨田研究員分と飯塚

分を記す。

梅野きみ子

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二十名程）が、4月
6日（土）、5月11日（土）、6月15日（土）、
7月6日（土）、8月3日（土）、9月7日（土）、
10月5日（土）、11月2日（土）、2月1日（土）、
3月1日（土）、それぞれ午後1時30分～ 6時
まで、椙山人間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、『風葉和歌集研究報』18号
として発刊した。

　なお、『風葉和歌集研究報』は18号までで、
後は休刊とし、それ以降の研究会の活動発表

方法については、叢書出版のための原稿作成

に切り替える。『風葉和歌集』は、全18巻で、
1,408首を所収する物語和歌集であるが、ま
ず巻六冬443首までを、『風葉和歌集』注釈

の一冊の四季の部として纏めることにした。

現在のところ、冬の巻388首までは読了した。
　これまでは、一年で50首を目指してきた
が、これからは、出来上がった原稿を、著書

の体裁に整える作業があり、例会の研究会以

外の時にも、会員が研究室に置かせて頂いて

いる資料を見るために、出入りさせて頂くと

思われる。また、本年度からの研究会は、資

料整理の打ち合わせも兼ねて、四季以降の歌

の注釈も進めるという二本柱である。

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）

　本研究会では、風間書房からの共著『源氏

物語　注釈十』（早蕨―東屋）を刊行するた

めの原稿を作成中であり、交流会館において

随時打ち合わせをさせて頂いている。本書

は、梅野きみ子・岡本美和子・嘉藤久美子・

佐藤厚子（椙山女学園大学教授）の4名と、
数名の協力によるもので、本年6月の出版を
目指している。

冨田和子

　日本人は、15世紀末期に連歌から俳諧を
独立させ、17世紀後半にその芸術性を高め
た。そして、現代の俳句・川柳などや国際的

なHaikuに継承させた歴史を持っている。

「日本・アジア文化と人間」プロジェクト研究報告

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito Iizuka

2013 Annual Report
‘Japan and the Asia culture, and a human being’ Research Project
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　今年度は前年に引き続き、18世紀以降、
近世後期以降の俳諧資料の収集と整理（科学

研究費受給対象研究）を中心に、当該資料の

収集と整理に努めた。この成果の中から、京

の俳人・雑俳点者である雲鼓の門人の一人

で、京に住み、雲鼓の吹簫軒を継いで、18
世紀前半の享保期から寛延にかけて雑俳点者

として活躍した雲鈴（1674~1751）に着目し、
東海近世文学会7月例会で、研究発表「寛延
三年京雲鈴撰地方会所本にみる雲鈴の動向」

を行った。これについて論文を執筆中である。

　また、雲鼓流雑俳興行は京の他、江州（滋

賀県）・勢州（三重県）などの地方会所と連

携し、名古屋の愛好者も多く参加したことが

知られる。そして、その特徴の一つに、十番

目毎に前句付や笠付ではない、長句など破調

の句が置かれる傾向が指摘される。これは東

海地方で現在も愛好される狂俳興行の様式と

似る。そこで、その傾向の顕著な『はい
かい花の遊

び』を含め、「雲鈴撰会所本『はい
かい花の遊び』

『はい
かい鵙の初音』の紹介と翻刻」（椙山女学園大

学研究論集45号　平成26年3月発行予定）
にまとめた。

飯塚恵理人

　飯塚は平成25年度、所属する「メディア
と古典芸能研究会」で、「昭和20～ 40年代
における東海地域民間放送資料の収集・保

存」という題目で、「公益信託高橋信三記念

放送文化振興基金」より50万円の助成金を
頂いた。今年度は、椙山人間学センターのプ

ロジェクト研究費用及びこの助成金を用い

て、草創期の民間放送の放送劇団関係資料と

放送音源の収集・整理、およびそのアーカイ

ブ化を行った。この成果については、『人間

学研究』（本誌）に「民放草創期放送音源及

び放送劇団関係資料の収集・整理とアーカイ

ブ化報告」として掲載している。
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はじめに

　2013年度、筆者の所属する「メディアと
古典芸能研究会」では、人間学研究センター

のプロジェクト研究費に併せて「昭和20～
40年代における東海地域民間放送資料の収
集・保存」という題目で、公益信託高橋信三

記念放送文化振興基金より50万円の助成金
を頂いた。これらを用いて今年度行った草創

期の民間放送の放送劇団関係資料と放送音源

の収集・整理とそのアーカイブ化、その必要

性について報告させていただく。

　本報告書には、収集した資料のうち、劇団

CBCの元劇団員長谷川（舞台名　芹江）敬
氏から提供いただいた、登場人物を演じた役

者名を記入した劇団CBC舞台公演の写真9
枚を掲載する。昭和50年代前半までのラジ
オ放送は、放送時間に合わせて事前に編集・

録音した「放送音源」オープンリールテープ

を放送時間中に流すのが一般的だった。そし

てドラマや音楽などの出演者には、出演の「記

録」として放送音源テープを放送する際に「同

時録音した」テープが渡されることがあっ

た。このテープを同録テープといい、今日マ

スターテープが破棄された番組の貴重な記録

になっている。今回は東海民放クラブ「音風

景の会」の方から提供して頂いた放送音源

テープ・同録テープ・放送参考資料テープ

（オープンリールテープ）をデジタル化し

CDを作成したので、そのリストを報告する
（表1）。これらの資料は椙山女学園大学飯塚
研究室のハードディスクおよび「メディアと

古典芸能研究会」の会員のハードディスクで

保存し、著作権・隣接著作権の消滅した資料

については順次椙山女学園大学飯塚研究室

ホームページより公開する。また営利目的で

はなく学術研究を目的として本会に資料請求

した研究者に対してはスカイドライブを用い

て資料を共有する。このような形で著作権法

を遵守しつつ放送文化・放送芸能研究の基盤

固めをしていきたい。

一　 民放草創期放送資料の収集・整理・デジ

タル化の必要性―関係者が元気な今、行

わないと散逸の危険性が高い―

　オープンリールテープは非常にかさばるた

め、放送音源テープも参考資料テープも、ど

の放送局でも再放送の予定のない番組につい

ては昭和50年代前半までは処分されること
が通例だったと考えられる。民放によっては

資料室を設けて保存している会社もあるが、

関係者以外には非公開となっている。メディ

アと古典芸能研究会では「放送がどのような

民放草創期放送音源及び放送劇団関係資料の
収集・整理とアーカイブ化報告
Sound sources and material for CBC and their theatrical
company in the beginning of Japanese commercial broadcastings.

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito Iizuka
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新しい演劇・音楽・芸能を創造したのか」と

いう課題について、「放送関係者の所蔵する

写真」「放送台本」「放送音源テープ」などの

放送関係の「一次資料」を当時の放送局関係

者・放送出演者・古書店等から収集・整理・

デジタル化してアーカイブを作成・保存し、

このアーカイブを基に放送がどのように芸能

文化を変え、創造して行ったのかについて実

証的に研究し解明したいと願っている。

　しかしながら日本におけるラジオ本放送開

始は1925年、テレビ本放送開始でさえ1953
年と今から60年以上も前であり、当時の放
送局関係者・放送出演者のほとんどが高齢化

し、物故された方も多く、資料の意味や価値

が正しく周りに認識されていない可能性もあ

る。またオープンリールテープなど現在では

個人で容易に再生・保存することが技術的に

難しい資料も多いため、まだ関係者が御存命

のうちに資料収集依頼を行わないと代替わり

の際に散逸する危険性が非常に高く、取り返

しのつかないことになると考えられる。

二　 劇団CBC舞台公演の公演写真とパンフ

レット

　ここでは今年度に収集・整理・デジタル化

し、椙山女学園大学および会員のハードディ

スクに保存した資料のうち、中部日本放送（以

下“CBC”）が所有していた劇団の資料を紹
介する。在名古屋で日本初の民間放送局であ

るCBCは以前、「劇団CBC」というラジオ
ドラマの制作のための声優養成を当初の目的

とした専用の劇団を持っていた。その後、テ

レビ放送を開始するとともにその活躍の場は

テレビにも広がっていった。それは声優から

俳優へという仕事の変化を意味していた。そ

こで劇団CBCでは自らの研修のために、放
送番組制作に携わる外に直接舞台に立ち、観

客に演技を見せる舞台公演を行うようになっ

た。今回判明しただけで劇団CBCは7回の
舞台公演を行っている。その公演の写真及び

第4回・第5回・第7回の公演パンフレット
のコピー資料を、今回、元劇団員の長谷川（芸

名　芹江）敬氏より提供して頂くことが出来

たのでデジタル化し、それらについて公演日

時、公演場所・場面と俳優・女優名および演

じた役名について長谷川氏よりご教示頂けた

ものについてここで紹介する。

　7回の舞台公演の内容は以下の通りである。
　第1回公演　真船豊・作　中村精・演出『た
つのおとしご』1953年4月　商工館ホール
（名古屋駅前）

　第2回公演　中江良夫・作　中村精・演出
『にしん場』1954年4月23日―24日　商工
館ホール（名古屋駅前）

　第3回公演　北条秀司・作　中村精・演出
『霧の音』1955年4月27日―28日　名古屋
市大須　新歌舞伎座

　第4回公演　小山祐二・作　中村精・演出
『二人だけの舞踏会』1956年4月23―24日
13時・18時　毎日ホール（名古屋駅前毎日
会館内）

　第5回公演　新藤兼人・作　演出『愛の調
べ』1958年7月5日18時、7月6日13時半・
18時　3回公演　愛知県文化会館
　第6回公演　松山善三・作　演出『しかし
罌粟の花は咲いている』1959年12月8日18
時、12月9日14時・18時　名鉄ホール（名
古屋駅前）

　第7回公演　小幡欣治・作　演出『男にし
て下さい』1960年3月20日13時、3月21日
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13時・18時　中小企業センターホール
　長谷川氏より頂いた資料のうち特に重要な

のは、第3回・第4回・5回公演の出演者の
顔と名前が分かっている9枚の舞台写真であ
る。そこでこれらの写真を公演ごとに掲載し

た。（写真1、2―第3回公演時写真、写真3、
4、5―第4回公演時写真、写真6、7、8、
9―第5回公演時写真）
　第3回公演のスタッフと登場人物・配役は、
パンフレットによると「演出：中村精　演出

助手：しかたしん　舞台監督：伊藤松朗　舞

台監督助手：伊藤隆　装置：協同舞台KK　
照明：若尾正也　効果：CBC効果団　配役
　一彦：大村一平　悠子：松原実智子　つる

子：井川則子　正男：芹江敬　高木：朝倉孝

　太郎：中山民生　おはな：中村嘉奈子　源

吉：柳有六郎次：舟木淳　藍子：田中幸子　

青江：宮田桂　お住：藤岡ヒロ子　恵美子：

松川佳澄若菜：井藤敬子　洋子：森孝子　お

たね：高橋かつ子　子守：石川芙佐子（CBC
子供サークル）春江：中村真弓（CBC子供サー
クル）（劇団演集賛助出演）津田：浦はじめ

　作次郎：石川洋二　岡本：下條春一　山上：

辰巳文夫　長田：内山千吉　小倉：竹守鐐平」

となる。賛助出演者については当日変更の可

能性もあるため、掲載写真には長谷川氏に御

教示頂いて登場人物が明らかになった者だけ

を載せた。

　第4回公演のスタッフと登場人物・配役は、
パンフレットによると「小山祐士作　二人だ

けの舞踏会　―四幕　スタツフ　演出：中村

精　演出助手：鈴木新一　森孝子　音楽：奥

村一　装置：小島一糸　照明：若尾正也　効

果：CBC効果団　衣裳：井藤敬子　舞台監督：
伊藤松朗　舞台監督助手：松川佳澄　大道具

製作：毎日ホール舞台製作部　キャスト　黒

瀬邦彦：柳有　黒瀬利加（その妻）：田中幸

子　黒瀬啓介（その息子）：芹江敬　三鼓英

水：大村一平　三鼓まり（その妻）：松原実

智子　井上一夫：舟木淳　古旗嘉江（その恋

人）：井川則子　小松省吉：中村民生　小松

徳子（その妻）：高橋かつ子　苅米太市：宮

田桂　苅米信子（その長女）：藤岡ひろ子　

志田原ツル（その内縁の妻）：中村嘉奈子　

牧村善三：朝倉孝（劇団演集賛助出演）執行

吏：竹守鐐平　若い男：秀隆司　牧村の子分：

伊藤文人　酒屋の店員：下条春一」となる。

賛助出演者については前述の通り、登場人物

が明らかになった者だけを載せた。

　第5回公演のスタッフと登場人物・配役は、
パンフレットによると「作・演出：新藤兼人

　演出助手：伊藤松朗　張田淳二　装置：島

崎隆　照明：柘植貞輝　音楽：松枝孝二　衣

装：鈴木鉚子　効果：福島隆　舞台監督：山

東迪彦松谷敦　きやすと　松谷澄江：井川則

子　父幸政：大村一平　兄　幸一郎：中村民

生　妹冷子：松原実智子　弟　新二：芹江敬

　幸一郎の妻美子：伊藤満貴子　きよ：藤岡

ひろ子その子　一夫：大橋甫　津川正夫：中

江研一母　政子：中村かな子　叔父　小川：

朝倉孝宗岡：柳有　森野雄二：柴田伸之　母

　峰子：森孝子　坂崎：久田信治　萩原：長

谷川平八郎　医師A：大塚竜司　医師B：岡
本昭一　八百屋主人：鎌田吉三郎　その女

房：伊藤友乃　近所の娘A：湯浅純子　近所
の娘B：三田村秀子　近所の娘C：稲生とみ
子　近所の母：松川佳澄　酒屋の小僧：長塚

治　看護婦：井藤敬子　若夫婦：今一　加藤

圭子　通行人：原田千代恵　長谷川一枝　村

上まり　島愛子　子供達：長谷川文男　中川
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真弓　原田佳子　村手順子　羽谷由紀」とな

る。

　さらにこのパンフレットには当時劇団

CBCに所属していた劇団員の連名と劇団員
相互の自己紹介が載っている。連名を引用す

ると「大村一平　柳有　中山民生　芹江敬　

朝倉孝　田中幸子中村かな子　藤岡ひろ子　

井川則子　松川佳澄　森孝子　松原実智子　

井藤敬子　中江研一　柴田伸之　大塚竜司　

長谷川平八郎　鎌田吉三郎　岡本昭一　長塚

治　今一　久田信治　村上まり　湯浅純子　

島愛子　稲生とみ子　伊藤満貴子　三田村秀

子　伊藤友乃　原田千代恵　加藤圭子　長谷

川一枝」の32名となる。この他にCBC効果
団などのスタッフがいたことは明らかになっ

ているが、各公演のパンフレットに記載され

ているスタッフのうち何名が外部スタッフで

あるのかは今のところ資料がない。しかし当

時の劇団CBCが新藤兼人などの「若手」の
作品を積極的に上演しようとしていたことは

確かなので、外部の人間が少なからず関わっ

ていたと考えられる。

　劇団CBCが舞台公演を行った理由につい
て、第5回公演パンフに劇団員の大村一平が
「演技の魅力」という題で下記のように記し

ている。「一昨年の“二人だけの舞踏会”か

ら今回“愛の調べ”を上演する迄の二年三ヶ

月、この間にTVと云ふ新しい演技の世界へ
入った私達は、演劇に関する新しいジヤンル

として、声だけの俳優であったときには、さ

ほど感じなかった演技の基本的な問題が、

TVの俳優として矢張り、演劇本来の根本形
式である舞台演劇から出発しなければならな

いことを身体で感じ始めた。だからと云って

今度の舞台公演がラジオ、TVの演技の研鑽

をする為と頭から解釈出来ない大切な問題が

あるのです。では何の為に舞台公演をするの

か……その直接の答へにはならないかも知れ

ないが“専門家”と云ふ事から考えて見たい。

いい換えればプロとアマとの違いは何処にあ

るかと云う事だ。……。少くとも私達は、ラ

ジオとTVの俳優であり、それを職業として
いる以上、“専門家”の意味を職業的と解す

るならば私達は専門俳優なのです。しかし一

方、内職をしながら役者をしている人達が“専

門家”である場合もあるとすれば職業的、即

ちそれのみで生活していることが専門家の資

格とは云えないようだ。ではプロとアマの相

違はどこにあるのか。……それは“演技の持

つ魅力”にあると思う。専門劇団の芝居を観

ている時に、しばしば声が聞こえない場合が

ある。その場合に声が通らない様なことでは

専門家とは云えないように考えるが……そん

な物理的・数学的なことではない“或るもの”

に対して観客は金を払っている。（中略）ラ

ジオ、TVと違って舞台には直接観客がある。
さて、幕が上った。舞台は暗い。舞台中央に

静かにスポットが当った。一人の女性が、ヴァ

イオリンを片手に立っている。そして静かに

語り始めた。この瞬間から芝居は始まり二幕

三幕……そして静かに幕が下りる迄の時

間……この間に舞台も客席も“待った”はし

ない。あるのは舞台と観客との生の交流だけ

だ。即ち舞台を踏んで観客との生の交流をじ

かに身体で経験することによって、一般的教

養では得られない演劇的、演技的な効果、即

ち、見ている人達に与える感興の実体を探り

得ることが出来る。その上に立った大なり小

なりの“自信”と云うものが、専門家として

持たなければならない“魅力”となってくる
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筈だ、そしてその“魅力”がラジオ、TVの
演技となって還って来た時こそ、私達は“専

門家”と云われるような気がする。さて私達

は……あの広く孤独な舞台の上で、激しくス

パークさせる言葉を、観て下さっている方々

の胸の奥へ奥へと、しみとおらせようと願っ

ているのです。」とあり、大村一平は「観客

との生の交流をじかに身体で経験することに

よって」「専門家」としての「演技の持つ魅力」

を増すためとしているが、「演劇本来の根本

形式である舞台演劇から出発しなければなら

ないことを身体で感じ始めた」ともあるよう

に「演技の基本的な鍛錬の為」という理由が

大きかったろう。

　劇団CBCの舞台公演の台本は未見であり、
本稿は今年度収集・整理してデジタル保存で

きたものの提示に止まる。ただ、民間放送草

創期の資料は未整理ながらまだ関係者の手元

にある程度の量があると予想されるので、次

年度以降もそれらの放送資料の収集・整理と

デジタル化を継続したいと考えている

補記

本稿はメディアと古典芸能研究会が頂いた、

公益信託高橋信三記念放送文化振興基金助成

（題目「昭和20～ 40年代における東海地域
民間放送資料の収集・保存」）による成果の

一部となります。記して感謝申し上げます。

　また貴重な放送写真及びご教示を頂きまし

た元劇団CBC劇団員長谷川敬氏と東海民放
クラブ「音風景の会」会員の松谷敦氏・中野

之也氏・成田徹男氏に心より感謝いたします。

写真1
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写真2

写真3
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写真4

写真5
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写真7

写真6
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写真9　第５回公演「愛の調べ」舞台セット

写真8
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背景と目的

　河川、湖や地下水といった陸水（Inland
water）は、人間社会に身近な場であると同
時に、上下水道を通じて日常生活とも密接に

結びついている（日本陸水学会東海支部会編、

2010）。陸水が持つこれらの特性は、保育所、
幼稚園および小学校の自然体験、理科、社会

科における参加型学習（アクティブ・ラーニ

ングActive learning）の場として有用である。
本実践のねらいは、地球惑星科学あるいは地

理学の1分野として、海洋学（Oceanography）
と並ぶ陸水学（Limnology）の研究蓄積を、
保育者および教師教育の材料に活用すること

である。実際に、小学校の生活科では、2年
生で水生生物を採集し飼育する単元があり、

理科では、3、4年生で野外の生き物採集、5
年生でプランクトン、川による地形の形成、

6年生で生態系など、水溶液の性質を扱う単
元があり、いずれも陸水学によって蓄積され

てきた知識が教材開発や授業運営に活用でき

る。社会科でも、例えば愛知県では、愛知用

水、明治用水、豊川用水に代表される地域の

水文的特徴に対応した灌漑施設の整備が地理

学的、歴史学的に学ばれるが、地域の水環境

の特性を明らかにしてきた陸水学の成果を活

かすことができるであろう。つまり、陸水学

は、教育学の授業研究分野に貢献できる可能

性がある。

　陸水学は、西欧科学における湖沼学の日本

語訳であるが、1931年6月3日に設立された
日本陸水学会（Japanese Society of Limnology：

JSL）は、研究対象を湖沼に限らず、内陸水
全体にまで広げようとの意図のもと、湖沼学

ではなく陸水学と命名された（上野、1977；
沖野、2011）。この意図は、その後、世界で共
有され国際陸水学会（Societas Internationalis 

Limnologiae：SIL、英語では International So-

ciety of Limnology）においても学会誌が Inland 

Waterと命名された。

　陸水学の成果を教育現場に活かしていくた

めには、専門家（研究者）の派遣による出張

講義（出前授業）と保育者、教師への研修が

挙げられる。しかし、出張講義は、専門家へ

の安易な丸投げになる可能性が高く、学校の

授業文化に陸水学が根付くとは考えにくい。

やはり教師への研修が、専門家からの支援の

「環境と人間」プロジェクト研究報告
教員養成における陸水学の研究手法を導入した
アクティブ・ラーニング形式の環境教育の実践
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中心となるべきと思われる。それと同時に、

教員を目指す学生が学ぶ養成課程において、

陸水学を活用した体験型の授業実践が行われ

るべきであろう（野崎、2012a、2012b、
2013）。そこで、小学校に設置された水域型
のビオトープを用いて、水質調査と生物採集

を組み込んだ授業を立案し実践した。その結

果から、保育者および教師教育における陸水

学を活用した授業運営の可能性を検討した。

方　　法

　ビオトープは、椙山女学園大学附属小学校

（名古屋市千種区覚王山）に設置された小川

～池型のものを用いた（図1 a,b）。附属小学
校はかつて丘陵地の谷戸であった場所の源頭

部に建設されたため、現在でも湧水が見ら

れ、ビオトープは、その湧水によって涵養さ

れている（野崎・宇土、2011）。実践は、
2012年および2013年に椙山女学園大学教育
学部にて筆者が担当している教養教育科目

「環境の科学」で行った。全15回の授業の内、
1回をこの実践に用いた。2012年は4月24
日、2013年は4月23日に実施し、授業の回
数としては、いずれも3回目となる。受講学
生は、2012年54名、2013年43名であった。
受講学生は3～ 4人単位で12班に分け、グ
ループ活動をさせた（野崎、2014）。
　事前学習として、水温計、パックテストの

講習を前時に行った。加えて、受講学生各自

に学校ビオトープとその活用事例について調

べさせた。2013年からは、野崎・宇土（2011）
を、基本文献とした。当日は、校長による講

話、12地点での水温とパックテスト（共立
理化）のpH、CODの測定、および手網によ
る水生生物の採集を行った。事後学習として

ビオトープの活用法について提案書を書かせ

た。

結果と考察

ビオトープの水環境

　2012年の調査結果は、野崎・森（2012）
に発表済みであるため、ここでは2013年の
調査結果について報告する。図2は水温の地
点間変化である。水温は、ビオトープへの流

入地点で14℃と最も高く、遠ざかるにつれ
て低下する傾向であった。ビオトープの水源

は小学校敷地の地下からの湧水である。地下

水の水温は、一般的に地表面の水温に比べ季

節変化の幅が小さく、その地点の年平均気温

に近い値を示すことが知られている（新井、図1．椙山女学園大学附属小学校ビオトープ

a

b
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図3． 椙山女学園大学附属小学校に設置されたビオトープ内のpH（水素イオ
ン強度）の分布（2013年4月23日9時30分～ 10時に測定）。

図2． 椙山女学園大学附属小学校に設置されたビオトープ内の水温の分布
（2013年4月23日9時30分～ 10時に測定）。
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2004；野崎、2010）。名古屋市の年平均気温
は15～ 16℃であり（気象庁web site）、調
査結果から、ビオトープの水源が地下水であ

ることを受講学生に理解させることができ

た。図3は、水の酸性度の指標であるpH（水
素イオン強度）の地点間変化である。弱酸性

の6付近を示す地点が多く、この指標もビオ

トープの水源が地下水であることの理解を助

ける。

　図4は、水中の有機物量の指標である
COD（Chemical Oxygen Demand：化学的
酸素要求量）の地点間変化である。流入地点

では検出されず、有機物量が少ない清澄な水、

すなわち地中で長時間ろ過されてきた地下水

図5． 透明なプラスチックコップを用いた
個人用の水族館

図6．小型の水槽を用いた班用の水族館

図4． 椙山女学園大学附属小学校に設置されたビオトープ内のCOD（化学的
酸素要求量）の分布（2013年4月23日9時30分～ 10時に測定）。
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が水源であることを示している。ビオトープ

内では上部の木本からの落葉の影響により値

が高い地点が見られた。一般的にCODは、
水の有機物汚濁の指標として使われ、値が高

い地点は、家庭排水等の人為的影響により水

が汚れていると判断される。しかしながら有

機物は、落葉のように自然界にも豊富に存在

し、生態系を支えるエネルギー源の1つと
なっている（村上、2010）。この結果は、
CODを即ち水質汚濁と見なす短絡的な思考
に注意を促す教材となった。

　水生生物は、魚類のカダヤシ（外来種）、

甲殻類のミズムシ、貝類のモノアラガイ、サ

カマキガイ（外来種）、ヒメタニシ、カワニナ、

水生昆虫のヤゴ3種、イトミミズ、ヒル、ハ
リガネムシが採集された。採集した生物は透

明なプラスチックコップに入れ個人の水族館

（図5）、そして小型の水槽に集め班ごとの水
族館（図6）をつくって楽しんだ。特定外来
生物であるカダヤシは、類似した在来種のメ

ダカとの競合関係を説明し（谷口、2010）、
環境問題の1つの話題である生物多様性の保
全について受講学生に考えさせた。

ビオトープの活用法

　表1に受講学生の人数と提案されたビオ
トープの活用法の数についてまとめた。活用

図7． ビオトープ活用法として提案された内容。2012年と2013年の相関は
r＝0.864であった。

実施日 1年生
（人）

2年生
（人）

3年生
（人）

4年生
（人）

合計
（人）

提案数 提案率
数／人

2012年 4月24日 27 19 7 0 53 71 1.3
2013年 4月23日 20 9 12 1 42 60 1.4

表1． 受講学生の人数と提案されたビオトープ活用法の数
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法の内訳は図7に示した。2012年と2013年
の結果は、ほぼ同じで、両者の相関係数（r）

は、0.864を示した。生き物に関する活用法
が上位を占め、野崎・宇土（2011）で報告
された結果と同様であった。この結果から受

講学生は、生き物に強い関心を持つことがわ

かった。今回は、水質調査を最初に、採集を

その後に行ったが、今後は、まず採集を行い、

その後、生物相を維持している水環境の特徴

について、学生と対話しながら探索させると

いう授業運営を実践する予定である。
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1．はじめに

　教育理念「人間になろう」及び全学共通科

目「人間論」の視点のもとに、人間に焦点を

当てた論考を執筆するようにという要請が

あった。

　「人間になろう」の精神やその目指すべき

「人間」については、創始者の論考だけでな

く、椙山正弘前理事長の論考＊1、さらに現森

棟公夫理事長の各式典における訓示などがあ

る。それによれば、「人間尊重のヒューマニ

ズムの精神を創造する視点」、「人と人のつな

がり、つまり人類の協調・連帯という視点」、

「自らが主体的に『なろう』とする主体の決

意表明の視点」の3つの視点から追求するこ
とが重要であると述べられている＊2。この3
つの視点の重要性は十分認識するところであ

るが、3つの視点のプライオリティなり、い
かにしてこれらの資質を獲得するのかという

方法論、あるいは生き方論については十分語

られていないように思われる。筆者として

は、いかに生きるべきかを考える熱意・パト

ス、すなわち人間としての「主体性」の獲得

と、「自分なりに、自分らしい未来を拓く、

生き抜く力」とが最も重要ではないかと思っ

ている。

　考えてみれば、我々が大学で学んだ40数

年前は高度成長期に大学紛争が重なり、自分

はいかに生きるべきか、どうすれば人に負け

ない力・個性を獲得できるかを常に考えてい

た。大学紛争の間はもちろん授業はなく、友

人たちと激論を交わし、自分で学ぶべきこと

を決め、街を歩き、独自の視点を創造してい

た。このことが今日の自分の基礎となり、研

究の方法論を生み出してきたと思っている。

　しかるに、今の学生はどうであろう。世界

でも有数の経済大国となり、豊かな生活を享

受できるようになり、満ち足りた生活をただ

何となく送っているのではないだろうか。優

秀な成績で高校を卒業し、当たり前のように

大学に入り、与えられたカリキュラムに沿っ

て理論・定説を覚え、いい企業に当たり前の

ように入社する、そういう人生を歩んでいる

のではないだろうか。何のために学ぶのか、

何を学ぶのか、明確な問題意識を持って授業

に取り組み、自分らしい視点・方法論を獲得

していっているのだろうか。もちろん、全員

がそうだとは言わないが、筆者は、この点に

疑問と危機感を持っている。

　そんな折、2013年11月28日に「Future
Skills Project研究会」主催の「産学協同就
業力育成シンポジウム2013」が開催され、
筆者も参加してきた。この研究会は日本学術

「人間になろう」の考察と
「人間論」講義について

椙山女学園大学生活科学部長
戸部　栄一
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振興会理事長の安西祐一郎氏を座長に、上智

大学、明治大学、立教大学、東京理科大学な

どの大学と資生堂、サントリーホールディン

グス、野村証券などの企業が参加し、ベネッ

セコーポレーションが事務局を担当するとい

う布陣で、4年目を迎えた組織である。ベネッ
セコーポレーションが事務局を担当している

点ではやや違和感を持つが、この研究会が生

み出した実践講座の授業内容等を紹介し、

我々はどう教育に携さわるべきかということ

をまずは考えてみたい。

2． 「産学協同就業力育成シンポジウム

2013」の概要

　上記シンポジウムは、安西座長の趣旨説明

から始まった。「社会で活躍する人材を育て

るために学生が主体的に学び成長する機会を

つくる」と題して講演し、まず「大学はそれ

ぞれ努力しているものの、全体的には学生が

主体的に考えて学習する必要がなく、言われ

たことや書かれていることを暗記して試験に

合格すれば卒業できるという現状だから、大

学教育は、世界的には必ずしも高く評価され

ていない」という現状認識を示した後、いか

にして学生の「主体性」を育成するかについ

て言及された。結論だけ言えば、研究会に参

加している大学と企業とでカリキュラムを作

成し、共同で授業を実践し、成果を検討して

改善するという活動を行なっているとのこと

であった。

　その実践講座とは、1年前期の正課科目と
して実施し、全15コマを前半と後半に分け、
2つの企業から出される課題にグループで取
り組み、自分達の提案を発表し、それを教員

と企業が講評するというものである。課題は

正解のない、企業自身も悩んでいるような難

しい問題であり、大学教員、企業担当者はこ

れにどう取り組み、どのような情報・方法が

必要なのかをサジェスチョンをするだけとい

う授業方法である。そのため学生同士の議論

が重要となり、みんなが納得できるような視

点・情報・論理が重要となる。しかも、講評

は厳しい。社会がそう単純ではなく、いろい

ろな問題を抱えていることを示し、学生の甘

さを指摘する。こうして、主体的に学ぶこと

の必要性・重要性を認識できるようにプログ

ラム化されている＊3。学生の主体性を引き出

すポイント・視点と15回の授業内容・講座
展開モデルは図―1、図―2の通りである。
　シンポジウムの進行は、続いて上記実践講

図―1　 学生の主体性を引き出すポイント・視点の概念
産学協同就業力育成シンポジウム2013「主体性が学生を変える、学生が社会を変
える」の配布資料p6より
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座を実施した大学及び企業担当者の実践報告

及び討論へと進む。登壇者はいずれもこの講

座の成果を高く評価し、参加学生がその後の

学びの高いモチベーションを得たことを強調

しておられた。何より印象的であったのは、

3年前にこのプログラムに参加した学生（既
に3年生になっている）の声であった。いず
れも、同様の評価を述べ、自分の意思・視点

にしたがって取るべき講義を決めているとい

う「主体性」の声であった。

図―2　FSP実践講座の授業内容モデル
産学協同就業力育成シンポジウム2013「主体性が学生を変える、学生が社会を変
える」の配布資料p8より
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3．「人間論」に欠かせない視点

　上記シンポジウムの趣旨説明にあたって安

西座長の述べた現状認識は、筆者が冒頭で述

べた現状認識とほぼ同様である。ただし、

「FSP研究会」が社会に出た後の人材育成を
視野に入れているのに対して、筆者の視点は

「主体的」に学ぶことの重要性と「人間にな

ろう」の建学の精神の追求にあることがやや

異なる。しかし、「主体的な学び」のモチベー

ションを高め、履修計画のヒントを与える上

では、このプログラムは非常に有効ではない

かと感じている。事実、昨年度の同様なシン

ポジウムに参加して上記講座の導入を決めた

東京薬科大学と北陸大学からは、理系であっ

ても、地方大学であっても効果は大きいとい

う評価が聞かれた。社会に出た後にどのよう

な視点・情報収集能力、技術、論理が求めら

れるかということを大学入学と同時に知るこ

とは非常に有用なことではないだろうか。

　次に、視点を変えて「人間になろう」とい

う建学の精神の今日的な意義・目標、実践的

学びのあり方について考えてみたい。「人間

になる」とは、「自分なりに、自分らしく生

き抜く力を獲得すること」ではないだろう

か。「生き抜く力」には、①生活（経済的）

基盤を作る力、②家庭をつくり、経営し、楽

しむ力、③社会と協調・連帯し、それらをデ

ザインする力、などがあるのではないだろう

か。これらの力を獲得するためには、aこれ
らの力の必要性の理解とそれを獲得しようと

する「意欲」、「情熱」（すなわち「主体性」）、

b上記の力を獲得するために必要な情報・知
識等の理解と入手方法（アプローチ）の理解、

cそれを使った実践（経験）と評価、d蓄積
された実践の体系化と反省、すなわち上記の

プログラムによるPDCAサイクルの確立が
重要なのではないだろうか。①～③の力とa
～ dの方法を、学生の未来を切り開く鍵・刀
として分析的・具体的に教え、学生の「主体

性」と生きる方法を獲得させることが重要な

のではないだろうか。

　なお、上記の力は、統合的に言うなら、「技

術」と言ってもいいかもしれない。言葉とし

てはあまり適切ではないかもしれないが、「自

分なりに、自分らしく生き抜く技術」を獲得

することこそ「人間になろう」の実践ではな

いだろうか。

4．「人間論」での講義内容

　筆者は学部長として2年間、生活科学部2
学科の1回目の「人間論」を担当してきた。
また、「人間論」が開講された当初は4回程
度の講義に加わってきた。もちろん、大学の

沿革・歴史、創始者が考えてきたことや前理

事長の論考などを講義してきたが、それだけ

では時間的にも、内容的にも十分ではないと

考えたため、以下のような講義を行なってき

た。

　それは、1）高校までと大学入学後の違い、
2）「自分の人生を考える、デザインすること」
の重要性、を指摘することである。前者は再

三述べたとおり、大学とは、自分なりの、自

分らしい人生を歩み出す最初の場であるこ

と、それには教えられたことをただ覚えるの

ではなく、なぜそれが必要なのかを考えて選

択することが必要であるということから始め

る。「なぜ必要か」をよく考えて学び、実践

すること、そして「失敗すること」。大学生

は大人であり、自由であるとともに、自己責

任で行動することが求められる。そして、失



Journal of Sugiyama Human Research 2013204

敗こそ賢く生きるための原動力になることを

自分の経験を含めて示す。

　後者の重要性を示すために、「20年後あな
たは何をしていますか。」と問う。自分の好

きな学問分野、将来の職業的イメージは持っ

ていても、遠い将来にわたるビジョンと実現

のプログラムをしっかりと考えている学生は

そういない。そこで、再び自分の人生を振り

返って、上記に述べた①～③の重要性へとつ

ながり、a～ dの重要性を示す。「自分なりに、
自分らしく生き抜く力」を獲得するために

は、常に考え、行動する、失敗してまた考え

る、世の中に「正解」はそう多くはない、と

いうことを述べる。そして、そこに通底する

「生き抜くための技術」について語る、とい

うのが自分流である。

　技術には、上記の①～③があり、特に生活

（経済的）基盤を作る技術が大切であり、各

学部・学科教育は、このことを教えてくれる、

とまず説く。各学部・学科で取得可能となる

資格はそのための道程の一つではあるが、決

して全てではないこと、学ぼうとする学問分

野の背景にある社会に科学的にアプローチ

し、自分なりの視点・方法を切り開き、他人

の持ち得ない技術を獲得することこそ「プ

ロ」への道であり、こうして「道を究める」

ことが経済的基盤獲得に欠かせないことを述

べる。筆者の場合には、国内外を問わず、旅

行を重ね、その場で建築・都市、住民の生活

を観察し、その仕組みやデザインの根源を考

えてきた。また、「職場で得られる報酬は、

あなたと同じことができる人間が何人いるか

で決まる。その数が少なければ少ないほど貴

重な存在となる」と説く。男女共同参画社会

において男性に負けずに社会で活躍するため

には、この視点が大切であることを伝える。

　家庭人として、母親として、家庭をつくり、

経営し、楽しむ力を獲得することも重要であ

る。このために、女性学、家政学、保育・教

育学、人間関係学などを学ぶことも必要であ

るが、筆者は家族や仲間と共に楽しめる「趣

味」を持つことを勧める。その趣味を追求し、

趣味の対象を広げ、自分の生活デザインとし

て統合された世界を作ることを勧める。この

ためには、部活動・アルバイトなどは貴重な

ヒントとなることを述べる。こうした活動

が、上記経済的基盤づくりの技術獲得に寄与

することもありうると考えている。

　社会と協調・連帯し、社会生活をデザイン

する力は、倫理観を持って上記のような職業

生活及び家庭生活を展開すれば、自然につい

てくる。語り合える、気の合う友人をたくさ

ん作ることも勧める。ボランティア、奉仕活

動もまた「自ら楽しむ」視点をもてば、負担

になることはないし、人間としての幅と奥行

を育てること、すなわち「人間を磨く」こと

になるに違いない。

5．おわりに

　自分の人生経験・反省と諸先輩の論考など

をもとに、入学生に何を伝えるべきかを述べ

てきた。「人間論」はその第一歩として重要

な科目である。教務委員会等で、こうした方

向について議論を深化させ、より実りのある

科目へ整備することが望まれる。同時に、

FSP研究会が行なっている実践講座につい
ても、積極的に取り組むことを望みたい。こ

の講座を正課科目として導入するにはFSP
研究会等との折衝や地元企業との交渉、カリ

キュラム改正などのハードルがある。それゆ
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え、すぐに着手とはいかないが、学生に学ぶ

ことの意義や目的、学びの問題意識、すなわ

ち「主体性」を獲得させる上では有用な科目

になるものと思われる。関係教職員の取り組

みを期待したい。

注）

1． たとえば、「椙山女学園の教育をたどることば集

―創立から現代まで―」平成23年4月、椙山歴

史文化館編などに創始者、前理事長の論考等が

記載されている。

2． 上記資料p188～ p191に椙山正弘前理事長の論

考「椙山女学園のシンボルと教育理念『人間に

なろう』」があり、この3つの視点から追求する

重要性が述べられている。

3． 産学協同就業力育成シンポジウム2013「主体性

が学生を変える、学生が社会を変える」の配布

資料を参照されたい。FSP実践講座の授業内容

と運営の工夫については同資料p8～ p9に示さ

れている。
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Ⅰ　人間に残る過去の刻印

　私たち人間の身体や心も、精神さえも、頭

の頂きから足先まで、すべて進化の産物と

いってよい。大げさにいえば、地球上に生命

が誕生してからこの方、その生命の糸は瞬時

も途切れることなしに、現前の私（個）に繋

がっている。

　その間、いくつかの大小の関門や節目を経

てきたことも間違いない。その節目ごとに現

状維持を選んだものもあれば（安定進化、た

とえば5億年来、現状維持しているシーラカ
ンスの存在）、分岐して他の生き物への道へ

と進んだもの（分岐進化）、機能や形態など

を効率を上げるべく改良し変化を遂げたもの

（向上進化）、糸が途切れて姿を消してしまっ

たもの（絶滅）などもあった。その生物たち

の栄枯盛衰の姿を見るとき、まるで地球とい

う大舞台の上で演じられている一大ドラマを

見るような気がする。

　だから何気ない人間の行動や考え方にも、

気がついてみると深い進化の影が残像として

反映しているものだ。それらについては、多

くの本に取り上げられ（たとえば「人類の起

源と進化～人間理解のために」（江原）

1993、裳華房）、詳しく解説もされているの
で、話はそちらに譲り、ここではつい見逃し

がちな、いくつかを日常の経験から拾い上げ

てみよう。

1．挨拶行動

ⅰ．挨拶にはエチケット以上の意味がある

　ある国立大学で、1週間の集中講義を担当
していたときのこと。午前の始業前に、大講

義室の前のロビーで、新聞を読んでいた。そ

こへ三々五々、次第に多くの聴講する学生た

ちが登校してきた。だが不思議なことに、彼

らはまるで素知らぬように、私の傍を通り過

ぎていくではないか。私の顔を知らないもの

は、誰もいないはず！　そこで私は言った。

「こんなとき、ハイエナでも挨拶するよ！」。

学生たちはすっかり狼狽して「お早うござい

ます！」。

　つまり彼らは挨拶の仕方を知らなかっただ

け。あるいは子どもの頃から、家庭や学校で

も、ちょっとした礼儀や挨拶の躾けを受けて

こなかっただけのことだったのだ。

　でも、いろいろ考えてみると、「たかが挨

拶だけのことだ」といって、済まされない気

がしてきた。というのも、私が調査の目的で、

アフリカのサバンナ奥地や山岳地帯やインド

ネシアの絶海の孤島（メンタウェイ諸島のな

かのシブルット島）などにいたときでも、文

人間の深層を探る
Making researches for the deep phases of human mind.

椙山女学園大学名誉教授
京都大学名誉教授
江原　昭善
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明から遠く隔たった部族のなかで、人どうし

が出会うと、彼らはきまって挨拶を交わすの

を見てきた。だから、まるで挨拶するのが人

間の本能行動のように思えたものだ。

　しかし何故こうも普遍的に民族や部族の違

いを越えて、挨拶が交わされるのだろうか。

だが、挨拶は人間だけに見られる特別な行動

ではない。

　いろんな動物を注意深く、かつ幅広く比較

してみると、たしかに行動学的に挨拶には思

いがけないほど、深い意味が隠れていること

がわかる。挨拶には、お互いに敵意もしくは

警戒心は持っていないとか、仲間どうしだと

いう隠れた意味を交換し合っていることにな

るからだ。

　そこで、その日の講義のテーマにも触れる

ことだから、もう少し詳しく考えてみようと

思った。

ⅱ．挨拶で命拾いした話

　ちょうどこの頃、ゴリラの行動調査では定

評のあるアメリカのシャラー博士（George B. 
Schaller, 1964）が、ゴリラの生息域のジャ
ングル内を、茂みをかき分けながら歩いてい

たときのこと。

　思いがけなくも、茂みの中から一頭のオス

のゴリラが飛び出してきて、両者はばったり

向かい合った。どちらもびっくり！　手を伸

ばせば相手に届く距離（後述の臨界距離参

照）。これはたいへん危険な状況だ。

　博士はとっさに反射的にゴリラ式の挨拶を

送った。すると、どうだろう。ゴリラはくる

りと背を向けて、茂みのなかに消えていった。

ⅲ．ハイエナの挨拶行動

　犬を飼ったことがある人は、とっくに気が

ついていることと思うが、散歩中に知人と出

会ってちょっとした立ち話中に、連れている

犬どうしが互いに相手の生殖器を嗅ぎまわる

ことがある。これは性行動などではなくて、

犬どうしの一種の挨拶行動なのだ。

　外見はイヌによく似たジャコウネコ科のハ

イエナでは、もっとはっきりとしていて、お

互いのペニスを嗅ぎ合う。

　しかしペニスを持たないハイエナのメスで

は、クリトリスを進化的に発達させて擬似ペ

ニス（Pseudpenis）を形成し、それで間に
合わせていることが知られている（Wickler, 

a．オスどうしの挨拶行動

図1　 ブチハイエナの挨拶行動（詳細は本文
参照）

b．メスの擬似ペニス



Journal of Sugiyama Human Research 2013208

W.、図1）。アリストテレス以来、いろんな
解釈はされてきたが、動物行動学者ヴィック

ラーによって、はじめて納得のいく説明がで

きたというわけだ。これは、ハイエナたちの

挨拶行動だったのだ。

　貪欲な「サバンナの死肉漁り」とまでいわ

れるハイエナの歯牙や顎骨は、獲物の骨まで

噛み砕いて喰うほど頑丈だ。だからもし仲間

どうしで争いが頻発するようなことがあれ

ば、相手を斃
たお

すか斃されるかで、群れの内部

崩壊すら起こりかねない。それを防ぐために

も、挨拶行動は不可欠なのだ。

　イヌも含めて多くの野生哺乳類が、必要な

木々や石などに自分の尿をかけたり分泌物を

擦りつけたりして、自分のナワバリを示すの

も、あらかじめ不必要で余分な争いを避ける

ための行動という意味で、上記の挨拶と同じ

行動学的意味をもつ行動だと考えてもよい。

　だから、多くの哺乳類では、気がついてみ

ると、さまざまな形式の挨拶行動や派生形が

あることがわかる。

ⅳ．臨界距離

　私が研究のため、ドイツのキール大学に留

学していたときのこと。ドイツではどの市や

町でもそうだが、町外れには大きく深い森が

あり、それが行政上の区画にもなっているこ

とが多い。私は休日などの気休めに、よくこ

のような森を散策したものだ。

　そんなある日のこと。気がつくと、森の行

く手30メートルほどのところに、1頭のオス
のシカが逃げるでもなく襲ってくるでもな

く、身じろぎもしないで、じっとこちらの動

向を窺がっている。シカは逃げるべきか襲う

べきか、判断ができずにいたのだ。というこ

とは、私はシカにとってぎりぎりの許容距離

で向かい合っていたのだ。このような、自己

にとって許容できる距離は、動物によってそ

れぞれ決まっており、それをその動物の臨界

距離という。

ⅴ．窮鼠猫を噛む

　たとえば、ネズミが許容する臨界距離を越

えて、ネコに追い詰められると、たとえ相手

がネコであろうと、ネズミは逃げることを断

念して、逆にネコに襲いかかる。これが「窮

鼠猫を噛む」ということになる。先述のシャ

ラー博士とゴリラの出会いが、互いの臨界距

離を越えており、それがいかに危険だった

か、この事例からもよく理解できよう。

　では、人間どうしの場合はどうか。当然、

人間にも同じような臨界距離は存在する。た

とえば公園などで、ベンチの配置に余裕があ

れば、お互いにできるだけ離れた位置のベン

チに座を占める。始発の電車の座席などでも

同じ現象が見られる。くっついて座るのは、

恋人どうしか身内か知人などに限られる。

　しかしこれも嗅覚によるホルモン中心の動

物と視覚中心の人間では、いささか事情が異

なる。前者では嗅覚情報は方向性よりも空間

の広がり、つまり嗅脳（旧脳部）への刺激の

強さによるホルモンの分泌が主だが、視覚情

報では受け取る情報は種類が多く、かつ複雑

で、その情報は新脳部分（大脳皮質）で処理

される。だから嗅覚・ホルモン中心で築かれ

た環世界（ユクスキュールの環境概念）と視

覚による環世界（環境）とでは、情報の処理

の仕方に大きな違いがある。新脳の大脳皮質

の方が許容や反応の幅が大きいことは明らか

だ（後述の霊長類誕生参照）。ホルモン支配
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の有名な実例を次に挙げてみよう。

ⅵ．レミングの集団自殺

　レミングはフィンランドやスカンジナビア

半島に生息するネズミ科の小哺乳類。過密化

すると群れで行進をはじめ、進行先に川や湖

があっても行進は止まらず、結果として集団

水死することで有名。これはおそらく過密に

よる旧脳部への刺激やホルモンの分泌が原因

で、その過密情報からの回避が引き金となっ

て、死の行進を開始するものと思われる。

　これらの現象は、多分副腎皮質のホルモン

関係が原因と思われるが、その推測の根拠を

次の例で見てみよう。

2．過密状態が惹き起こす「狂気の社会」

　哺乳動物の環世界からさらに、このことを

如実に示すきわめて興味があるが、一方では

恐ろしい事実を暗示する報告がある。その元

になった実験をカルフーン（I. Calhoun）は、
自分自身も恐怖を覚えながら、「狂気的社会

の出現」という、科学論文としては抑制の歯

止めも度外視したような表題のもとに、報告

書にまとめた。

　カルフーンは約1000平方メートルの柵の
なかに、野生の妊娠したドブネズミ5匹を放
し、自然状態で個体群動態を28ヶ月にわたっ
て観察した。食物は豊富にあり、ネコやキツ

ネなどの天敵による捕食圧もないのに、どう

いうわけか、ネズミの個体数は約150匹以上
には増えない。飼育の方法によっては、

5000匹でも増殖できるはずなのに、である。
どうして、そのようなことになるのだろうか。

　これまでにも、動物が lヶ所に不自然に多
数集まると、上述のレミングの例のように行

動学的に異常な状態を惹き起こすことが知ら

れている。これをカルフーンは行動学的落ち

込み（behavioral sink）と名づけた。順位と
ナワバリ、攻撃行動、性行動や育児行動など、

生物として生きていくのに基本的ともいえる

行動にマイナス的な異常を生ずる。

　まず、ドブネズミは12匹くらいずつで、
部分的にそれぞれコロニーを形成して生活す

ることがわかった。ところが何かの原因で、

このコロニーが維持できないほど大きく、か

つ過密になると、ドブネズミの集団は、たと

え食が足りていようとも、まさに狂気的状態

に陥った。その状態を避けるために、ドブネ

ズミは12匹くらいを限度に分裂して、2群の
コロニーになることがわかった。

　同じようにクリスチャン（Christian, J. J., 
1964）のウッドチャック（リスの1種）の研
究でも、過密状態になると、攻撃性と性行動

の暴発、それに伴って副腎を過負担にしてい

ることなどがわかった。その結果、受胎率の

低下、罹患率の上昇、低血糖による大量死な

どによって個体群は崩壊する。その際、劣位

個体の副腎の方が、優位個体よりも激しく活

動し肥大していることから、優位個体が生き

残るチャンスが大きく、それが自然淘汰の引

き金になっているという。

　哺乳類のネズミや有蹄類のシカや魚類のト

ゲウオなどでも、込み合ってくると仲間の攻

撃に始まり、さまざまな異常行動を経て大量

死するが、どうやら同じようなメカニズムが

作用しているらしい。

　その他、多くの哺乳類などで自分のナワバ

リを示すのに、そこにある木に尿を振りかけ

たり、分泌物をこすりつけたりするのも、棲

み分けによる過密回避という同じメカニズム
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が働いていると思われる。

3． 嗅覚的ホルモン支配から視覚的神経支配

へ

　では、超過密状態で生活を強いられている

現代の人間の場合はどうか。超過密の大都会

の日常生活から、異常なまでの通勤電車の超

混雑を強いられる人間の場合はどうか。

　人間にも過密から来るさまざまな刺激を

蒙っていることは間違いない。しかし人間の

場合は、その生活環境を嗅覚的・ホルモン的・

情動的・直接的に処理しているわけでなく、

視覚的・中枢神経的・大脳皮質的レベルでコ

ントロールし処理している点が異なる。この

場合、後者では前者に比べて、刺激情報の処

理の仕方やキャパシティは、比較にならない

くらい大きく、かつ速くなっているといえよ

う。つまり人間の場合は、同じ過密状態でも、

そのことから由来する影響は、はるかに効率

よく、的確で、スピーディである。

4．人間は形を変えたサカナ

　生物界を広く見渡してみると、背骨を持っ

た多数の分類群を抱えた大きなグループがあ

る。このグループを脊椎動物といい、サカナ

からサルやヒトまでが含まれる。そういう意

味では、「人間も形を変えたサカナ」だとい

える（ハウエルズ著、石田周三他訳『人間の

来た道』昭25、創元社）。この書物は第二次
世界大戦後、世界各国で翻訳され、広く読ま

れた自然人類学の啓蒙書で、筆者も大いに刺

激された記憶がある。

　脊椎動物はさらに、コドモを卵で生み出す

卵生クループと、コドモを親の雛形で生み出

す哺乳類という胎生グループに分けられる。

胎生グループでは、受精した胚を胎内で育て

るための子宮を備え、生まれて来たコドモは

さらに一定期間、母乳で育てられる。このこ

とから、このグループは哺乳類と呼ばれる。

　「子宮」、つまり子どもにとって宮殿そのも

のという意味だが、よくも的確に「子宮」と

名付けたものだ。胚つまり胎児は、親の健康

状態などお構いなく、自分が必要とするだけ

の栄養を、胎盤を通して直接に母体から吸い

取る。子宮内（胎内）では胎児は外界の暑さ

寒さも知らずにぬくぬくと過ごす。外敵から

の恐怖を味わうこともなく、つねに母体とと

もに在る。それだけではない。胎児は生まれ

落ちると同時に、母親に手厚く保護され、母

体は生まれ来る子どものために、手回しよく

予め母乳の準備をする。まさに母は子のため

に存在しているようなものだ。

　これは大切なことだが、哺乳（授乳）期間

中は、この哺乳動物はメスとコでなく、ハハ

とコの関係にある。この事実は心理学的にも

社会学的にも、母子の関係を持ち得る最初の

生物グループとして、生物学的・社会的に人

間というものを考える上でもたいへん重要

だ。

　このようなことから哺乳類を簡単に定義す

るとすれば、「ハハーコの社会関係を持つ動

物群」であるともいえよう。

　この観点からすれば、人間の母親は社会的

には6500万年の歴史をバックに持ち、父親
の歴史はせいぜい400万年程度で、まるで比
較にならない。男性と女性の社会的役割その

他も、一度はこの観点に立ち返って、考え直

してみることも必要であろう。

　哺乳類は魚類や両生類、爬虫類や鳥類と異

なり、俗称ケモノ（毛物、獣）と呼ばれるよ
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うに、四足で全身が鱗や羽毛ではなく、体毛

で覆われている。このような生物群は、恒温

性（温血性動物）で内臓も外観も解剖学的・

生理学的に細かい点まで類似している。さら

に系統的・進化史的にも起源や祖先を共有し

ており、食性は草食や肉食や雑食のものがあ

るが、すべては恒温性である。

　哺乳類と同じく鳥類も、変温性（冷血性動

物）の爬虫類から分岐して恒温性を獲得した

が、他のグループは変温性で、その生態や生

理や行動は機能的に統一性が保たれていて、

解剖学的・生理学的にも共通の特徴を持って

いる（Cuvier, George, 1760～ 1832）。この
特徴群の違いから、哺乳動物のなかでは草食

性動物や肉食性動物を区別して、それらの動

物の機能が統一的であることに気がついたの

はキュヴィエで、その観点から草食性、肉食

性、雑食性とよび、その各々が機能的・形態

的・生理的にまとまっていることを指摘した

（ドイツの著名な形態学者レマーネ教授は

機 能 的 形 質 関 連 性 funktionelle
Merkmalszusammenhaengeなる概念で定着
させた）。しかし一方では、キュヴィエは進

化論者のラマルクを手ひどく批判したことで

も有名だ。

　これらの哺乳類の一群のなかで、とくに樹

上生活に適応したグループは同様な機能や特

徴が機能的に関連性を示しており、このグ

ループを霊長類という（後述）。

　これらの特性を理解しながら、人間も含め

た彼らの日常の行動を眺めてみよう。

　人間は生物界では、霊長類という分類群に

含まれる。恐竜類が地球上を我が物顔に闊歩

していた爬虫類時代が、約6500万年前に終
わりを告げ、地質学的には第三紀つまり哺乳

類や霊長類（サル類）の時代の幕開けとなる。

そして約200万年前頃から、氷河が出現し、
その進退が周期的・継続的にみられる第四紀

（俗に人類時代）が始まる。言い換えると、

この第三紀という地質学的時間のなかで、霊

長類も人類もいろんな地質学的・気象的・地

理的・生態的変化に応じて、それぞれの衣装

に着替えて登場してきたといえる。

　その進化的変化は、まるで長編の舞台劇を

観ているようだ。そして私たちが現在見慣れ

ている哺乳類というドラマの役者たちは、ほ

ぼこの時代に出揃ったということになる。

　人類の解剖学的・形態的特徴については、

具体的な標本は読者自身なので、標本室まで

出向く必要はない。自分たちの身体が具体的

な標本そのものなので、これから述べる特徴

については、じかに観察していただきたい。

5．霊長類は樹上生活に適応した哺乳類

　とくに興味があるのは、英国の解剖学者エ

リオット・スミス（Elliolt Smith, 1871 ～
1937）も指摘しているように、私たちの重
要な特徴の大部分は、上述のように霊長類の

基本的な解剖学的特徴として、哺乳類がすべ

て樹上生活の時代にその適応の結果、獲得し

た特徴だということになる。たとえば、

①大脳の発達がいちじるしく、すでに述べた

ように新脳化（大脳皮質の部分）がとくに

目立つ。

②鈎爪ではなく、平爪を持つ。身体の小さい

サルは、鉤爪で木をよじ登ることもできる

が、身体が大きくなると、木の幹や枝をつ

かむことの方が大切になり、それには平爪

の方が適していることは明らか。掴む・握

る・摘まむの3機能を損なうことなく保持
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したのがヒトの手だということができる。

③鎖骨の発達がいちじるしく、そのお蔭で樹

上で生活する上で、上肢の前後左右上下の

運動の自由度がたいへん大きくなった。

④原則として5本のゆびを持つ手足で（5指
性。新世界ザルのクモザルなどでは親指が

ほとんど退化していて、4本指）物をつか
むことができる（把握性）。その場合、お

やゆびと他の四本のゆびが向かい合うよう

にして握
にぎ

ったり、掴
つか

んだり、摘
つま

んだりする。

これを親指対向性という。人類以外のサル

類では、手足とも把握性があるので、四足

動物と対比させて四手動物とよんだ人もあ

る（E．Tyson、タイソン）。新世界ザルの
クモザル、大型類人猿（オラン・ウータン、

ゴリラ、チンパンジー）などでは折角の5
指性がかなり親指退化したため、握

にぎ

る、掴
つか

む、摘
つま

むの3機能のうち、摘む動作ができ
なくなってしまった。

⑤眼窩は骨性リングでとり囲まれており、左

右からあい寄って、両眼球は正面を向くよ

うになった。その結果、立体視や距離感覚

も可能になった。だが、両眼の間に位置す

る嗅脳が犠牲になり、退化して小さくなっ

てしまった。人間の嗅覚が犬などに叶わな

いのは以上のような事情がある（しかし

失ったものばかりではない。その重要な利

点については後述）。

⑥原則として、1匹ずつの仔を生む（1仔性）。
　　動物が高等になるほど出産や繁殖の仕組

みに工夫が凝らされ、少なくとも水生動物

（魚類や両生類など）のように、無駄と犠

牲を覚悟で多数の卵やコドモを産むような

ことはせず、少数のコドモをじっくり手が

けて育てるようになる。

　　それだけに生まれてきたコドモは、見た

目もオトナのヒナ型に近く、生れ落ちると

同時に、少なくとも自力で餌を探し廻るく

らいの能力は身につけている（離巣性、た

とえばサル類やウマやヤギなどの有蹄類）。

目も見えず、耳も聞こえず、多くは体毛も

生えていない丸裸の状態で生まれてくる原

始的な哺乳類であるネズミ（就巣性、たと

えばネズミ以外にもイヌやネコやキツネな

ど）などと比べてみるとよくわかる。霊長

類になると、まさに典型的な離巣性を示し

ており、移動に際しても親がコドモを口で

くわえて運ぶようなことはなく、コドモの

方で親にしがみついていく。これらはすべ

て樹上生活への適応を示していて、その生

活にも都合もよい。

⑦陰茎は体外にあり、睾丸は陰嚢内にある。

⑧夜行性の原猿類は別として、昼行性の真猿

類は色彩感覚がよく発達。この項はエリ

オット・スミスの霊長類の定義にはない。

昼行性の鳥類も色彩感覚はよく発達。その

お陰で、熟れて赤くなった果実などを未熟

な青い果実と識別することができるように

なった。

6． 環世界を視覚中心にまとめた霊長類ヒト

の場合

　霊長類やヒトの場合、脊椎動物の他のグ

ループであるサカナやネズミやシカなどと同

列・同レベルで論ずることはできない。とく

にヒトの場合、すでに述べたように、視覚に

ウエイトをおいた新脳（大脳皮質）での刺激

情報を処理し、多くの哺乳類では情動性の強

いホルモンのコントロールに委ねているのと

本質的に違う。
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　つまり、ヒトでは受け取る刺激をホルモン

的な嗅覚中心から、視覚中心の新脳による神

経支配へと進化させてきた。だから、もし人

間がネズミのように嗅覚中心の生物であった

ならば、周囲の情報に情動的に申し分なく反

応し、 驚
きょう

愕
がく

・恐怖・攻撃・逃避その他の行

動にも、大きく左右されることだろう。それ

に比べて、視覚は遥
はる

かに複雑な情報をコード

化し、大脳皮質でその経験を処理する。哺乳

類のなかには嗅覚や視覚よりも、水生動物の

イルカやシャチやクジラ、翼種目のコウモリ

のように、音刺激による聴覚からの刺激を中

心にまとめ、環世界を築いている哺乳類もい

る。

　嗅覚は深く情動的で官能的には満足のいく

ものであるが、視覚中心になった人間では、

心理的に遥かに広い許容性と適応能力を示

す。嗅覚は融通性の少ないホルモン支配に委

ねられるが、視覚情報はまず大脳皮質レベル

で処理されるからだ。当然のことながら、ホ

ルモン支配が築く環世界と大脳皮質支配の人

間が創り出す環世界とでは、大きな相違を生

ずる。ホルモン支配の環世界は無構造な広が

りと情動の強弱によって形成されるが、大脳

皮質支配の環世界は対象の認識や空間の構造

的・質的認識が繊細で、知能的な点でも、大

きな違いがあるといえよう。

7．自然分類法が暗示するもの

　18世紀や19世紀には、人類の過去を証明
する直接的な証拠つまり化石の類は、ほとん

ど発見されていなかった。その代わり、比較

解剖学がよく発達し、アーベル（Abel,
Othenio, 1931）、ボルク（Bolk, L., 1910）、
グレゴリー（Gregory, W. K. 1916）、モスカー

チ、レマーネ（Remane, Adolf, 1922）など
のすぐれた研究者たちが、犇

ひし

めくように活躍

していた。

　その結果、生物群を外観上の類似だけをも

とに、主観的・人為的に分類（人為分類法、

たとえば鳥の羽根と昆虫の翅）するのに対し

て、系統発生的な根拠を持った類似、つまり

共通の祖先から由来した相同的特徴を比較す

る自然分類法が発達した。

　自然分類により得られた生物群を謙虚に眺

めてみると、哲学者カントがあの有名な『判

断力批判』（1790）において述懐しているよ
うに、「各分類群の間で、このような類似が

あるということは、共通のひとつの元型から

生み出されたことを暗示しており、共通の祖

である母から生み出されたからこそ、各生物

の間には近縁関係が存在すると推論せざるを

得ない」という。そして、これはまさに系統

発生的な思考そのものだったといってもよ

い。

　そのカントにより、「鋭い哲学的な目を持っ

た解剖学者」と絶賛された研究者がいる。イ

タリアのペーター・モスカーチ（Moscaci, P.）
がその人で、二足性のヒトと四足性の動物と

の比較解剖を行い、カントの『判断力批判』

が出版される20年も前にその結果について
講演し、モスカーチは次のように述べている。

　「人間の身体は器官としては四足動物とし

て設計されている……。人間は直立二足歩行

することにより、その器官はさまざまな困難

を背負い込んだ。心臓は歪んで横隔膜の上に

乗っかり、狭心症の原因になっている。内臓

は下半身を圧迫してヘルニアの原因になって

いる。血液は血管内で停留し、静脈瘤や痔を

惹き起こす。子宮の位置は母子双方にとって
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不自然である」。

　モスカーチの時代には、「人体の解剖は許

可されていなかった」し、「人間は生物界の

頂上に位置する特別な存在」と考えられてい

たのだが、この発見によって、その人間至上

主義は完全に否定された。今日のどの人類学

教科書や比較解剖学の書にも、このヒトにつ

いての事実がまるで「詠み人知らず」のよう

に記されているが、すでに1770年にモスカー
チにより明確に解明されていたことを知り、

筆者自身も驚いている。

　ドイツの偉大な詩人ゲーテ（Goethe, J. W. 
1749～ 1832）もまた、生物界にひろく見ら
れる相同的現象に心を奪われた一人だ。多様

を極める生物の相同的特徴は、彼らの共通の

原型（Urtyp）から派生したものであり、こ
の原型は元を糺

ただ

せば神により設計されたもの

に辿り着く。だから原型の追求は神の意図を

知ることであり、学問の究極の目的でもあ

る。それ故比較解剖学は、いつまでも分類学

の召使いの位置に甘んずることなく、神の意

図に基づく根本設計を探求すべきである。そ

のようなことから、ゲーテは比較解剖学を独

自の目的を持った学問として、あらためて「形

態学Morphologie」と呼ぶことを提唱した。
技法ばかりでなく、その技法を通して背後の

精神、つまり神の意図を理解すべきだという

わけだ。

　現存する多くの生物は原型から派生したも

のであるという考えは、そのままそっくり系

統発生学につながるように見える。しかし

ゲーテの思索は、ここまでだった。ついに系

統発生学には届かなかった。人間の胎児にも

サル類や哺乳類一般には普通に見られる間顎

骨が存在するという大発見をしたにもかかわ

らず、それが人間への進化の途上で消失した

という系統発生学的事実だとは気づかなかっ

た。

　彼の「原型と派生型」の間には観念的なつ

ながりだけが先行しており、時系列的な系統

的変化には考え及ばなかったのだ。当時はま

だ化石のような過去の直接的な証拠や、地質

学的な時代変化については知られておらず、

それ以上の思弁は要求する方が無理だったと

いえよう。

　人間の身体に過去の刻印が残像として残さ

れていても、人間が進化の産物であれば、別

に不思議なことではない。すでに不要になっ

た虫垂や耳介を動かす筋肉、尾の名残りなど

も残存している。これらを痕跡器官という。

ときには、すでに消失してしまった過去の刻

印が思い出したように出現することがある。

たとえば乳首はヒトでは左右一対がふつうだ

が、太古に多胎であった時代の名残りが出現

して1対以上のことがある。それらを副乳と
いう（現代日本人の約30パーセントの出現
率）。このような、過去の特徴が再現する現

象も、一般には「先祖返り」とよばれる。こ

れらは実害がないが、なかには軽重何らかの

疾患を伴うものもあり、心臓の中隔欠損症な

どになると話は深刻になる。

Ⅱ．人類から人間への道のり

1． 「サルかヒトか」か、「サルでもありヒト

でもあり」か

　人間が進化の産物であるならば、つまり人

間にも他の動物たちとつながる過去の歴史を

持つというならば、「いつ、サルからヒトに

なったか」、「サルとヒトの決定的な違いは何

か」、もっと手っ取り早くいま目にしている
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化石は「サルかヒトか」と問いたくなる。こ

のような二者択一論や二元論は分かり易い

が、気をつけないと重大な間違いを生ずる可

能性がある。この論理が成立するのは、Aか
Bかの二者だけの場合に限られる。たとえば
人間は男と女だけからなることから、「男で

なければ女、女でなければ男」ということに

なる。だがそうではない場合には、このよう

な二者択一論や二元論については注意が必要

だ。「サルかヒトか」でなくて、「サルでもあ

り、ヒトでもあり」というケースも大いにあ

り得るからだ。

　その典型的な例が、コロンビア大学の人類

学者S. ソレッキ教授が1951～ 1960年に、
イラク北部のシャニダール洞窟発掘で発見し

た人類化石だ。その化石はネアンデルタール

人（旧人類）かサピエンス（新人類、世俗的

意味で人間）か。頭骨の写真を見る限り、両

者の特徴を色濃く合わせ持っているが、その

他の重要な特徴ではすでにサピエンスと同定

せざるを得ない（本誌Vol. 8、「あの世はこ
の世の中に在り」参照）。この文献の中身か

ら人間化（humanization）が認められる必
要箇所を、少し抜粋してみよう。

●このシャニダール人は埋葬されていた。

つまり彼らはすでに「死」を認識してい

たことを示す。

●その遺体には8種類の季節の花々が供え
られていた。それが食用や薬用ではなく

供花であることから、彼らにはすでに美

意識と宗教心が存在していたことを意

味する。また、骨角器や石器には、本来

の機能と関係のない磨きや彫刻などが

見られるようになる。

●被葬者は五体満足でなく、身内や仲間

に手厚く介護されていた（介護とヒュー

マニティの最古の実例）。当時のきびし

い自然環境のなかでは、健常者でも単独

で生きていくことは極めて困難で、まし

てや右腕が重度の関節炎で、自由に動か

せなかったし、右目の視力も充分では

なったらしいとなると、介護がなければ

生きていくことは不可能だったに違い

ない。

●死の瞬間に立ち会い、丁重な埋葬から

は、生と死や人間的な愛と悲しみを体験

していたことは間違いない。

●彼らにはすでに事象が過去から未来へ

と流れる時空感覚を持っていた。先史遺

物には亡き祖先たちとの過去の思い出

や記憶があり、アムレット（お守り）は

身の安全ばかりでなく、未来への生を祈

願した（宗教の芽生え）。

●このように後期旧石器時代（オーリ

ニャック文化やグラヴェット文化）を復

原的に思索するとき、まさに人間性誕生

の時代だったといえよう。

●何よりも、この時期に残された多くの

洞窟壁画の存在が、これらの事実を力強

く裏書する。

　以上を総合すると、まさにシャニダール人

は旧人と断定するのには気が引けるし、かと

いって新人とも言い切れない。まさに「旧人

でもあり、新人でもあり」だ。しかし、新人

としての芽生えは充分備えていたということ

か。

2．ゴリラ、それはどこまで人間か

　伝えるところによると、紀元前3世紀の昔、
カルタゴのハンニバル将軍（前247頃～前
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183頃）は、地中海から遠くアフリカの西岸
に沿って探検の旅を続けていた。そのとき、

彼は全身黒い体毛で覆われた人とも類人猿と

も見分けがつかない不思議な生き物を見た。

同行の現地人によれば、現地語で「あれはゴ

リラだ！」という。しかしそれが今日いうと

ころのゴリラかチンパンジーかは、定かでは

ない。だが、もしこれがまちがいでなければ、

ゴリラの記録上の最初の登場だということに

なる。

　その後19世紀の初頭になって、今度は風
聞でなく事実として、ゴリラの発見がロンド

ンに伝えられたときの人々の驚きは、想像を

絶するものがあった。

　当時としては、ゴリラの容貌の怪異さ、想

像を絶する獣的な神秘さといった見てくれか

ら、殊更に華やかさや雅やかさや上品さを身

上とするビクトリア王朝時代の社交界や貴婦

人たちにとっては、身震いするような話で

あった。彼女たちにしてみれば、ゴリラは獣

性まる出しで、醜悪と猥
わい

褻
せつ

の代名詞のよう

に、あるいは暴力や残忍のシンボルとして、

ハイエナやオオカミ以上に嫌悪されていた。

実際は自然界では虫一匹殺して食べようとし

ない純然たる植物食性の動物であってみれ

ば、ずい分誤解されたものだ。

　しかし、1859年にダーウィン（Darwin,
Charles Robert）によって、あの有名な「種
の起源」が発表された。この書物では、人間

の起源や進化などについては、用心深く避け

られていた。しかし、しっかり読み込めば、

人間も元を正せば動物界の一員であり、どこ

かでゴリラやチンパンジーなどのサルたちと

も、祖先を同じくすることが主張されていた。

　それにしても、見てくれはゴリラやチンパ

ンジーを人間ととり違えることはないにして

も、その姿かたちには人間を髣
ほう

髴
ふつ

とさせる影

のようなものが潜んでいることを、誰も口に

出さないまでも薄々とは感じていた。だから

こそ、その影が大きく人々の心の深層に忍び

込んだのであろう。

　19世紀の中頃といえば、科学は人間の成
長期になぞらえると、まるで青年期のように

日進月歩の輝かしい新事実を次々と発見し、

赫
かくかく

々たる成果を齎
もたら

していた。その科学こそ

が、人々の心の不安も取り除いてくれるであ

ろうと、期待した。

　科学ばかりでなく、同時代の人文・思想界

でも同様の傾向が見られた。なかでも学生や

若者たちの精神まで揺さぶり続けた哲学者

ニーチェの「神は死んだ」というニヒリズム、

マルクスの唯物史観、精神分析のフロイトや

時代的に少し遅れてユンク、実証主義のミル

やスペンサーなど、人々の精神の深層にまで

影響を及ぼした人たちは枚挙にいとまがない

ほどだった。これらの思想は今日に至るま

で、尾を引いているといってもよい。

　さて、話を本筋に戻そう。ダーウィン以来、

巷のパブや居酒屋などでも、果ては家庭内で

は信心深い祖父母や両親、新しい思想に夢中

になりがちな若者世代の子どもたちの間で

も、話題は決まって進化論の是非を巡って伯

仲した。そして人間はゴリラやチンパンジー

のような類人猿（本書では亜人類）から進化

したと考える進歩派と、人間は神の恩寵と創

造によると考える保守派に分かれて、

侃
かんかんがくがく

侃諤諤帰するところを知らない有様だっ

た。

　「私たちがあのいやらしいサルの子孫だな

んて！　おー、イヤだ！　それが真実でない
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ことを私たちは望みます。だから、それが誤

りであるよう、皆さんといっしょに祈りま

しょう！」。

　そういったのは、ウースター大寺院の総会

評議員夫人で、進化という考え方が人々の口

の端にのぼっていた頃のこと。

　進化論は、本来は学者や研究者たちのなか

での専門的な話題だったはず。それがいつの

間にか、このように大学や博物館から巷に流

れ出て、もはや信仰の問題にまで飛び火して

しまっていたのだ。

　その年の夏にオックスフォードにおいて

は、イギリス学術振興協会が恒例の有名なセ

ミナーを開催しており、今回は進化論の可否

がそのテーマであった。その席上ではT．H．
ハックスリーその他のダーウィン説信奉者

が、その反対論者たちと論争の火花を散らし

ていた。

　その反対論者のなかには、S．ウィルバー
フォース主教の顔も見られた。その論争のさ

なかに、基調報告に立った主教の弁舌さわや

かな演説で、聴衆の賛否の帰趨もほぼ決まっ

たと信じたからか、彼はからかい半分に前列

に座っている少壮の研究者に向かって、一
ひときわ

際

声高らかに、

　「あなたは進化論賛成の側の席に座ってお

られるが、それではお聞きしましょう。サル

の系統を引いているのは、あなたのおばあさ

んの血筋なのか、それともおじいさんの血筋

なのか」、と訊ねたものだ。

　その名指しの相手がよくなかった。その彼

こそ進化論擁護のブルドッグとまで呼ばれ

た、少壮のハックスリー博士（T. H. Huxley, 
1825～ 1895）だったのだ。
　彼は折角の主教の演説もまったく台無しに

するほど、鋭く強烈な皮肉で応酬した。

　「あなたのように、偉大な能力とすばらし

い地位に恵まれながら、その力で慎ましい真

理の探究者を押し潰すような神の子孫である

よりも、真理を大切にするサルの子孫である

ことを、私は誇りに思います」。

3．教会との対立

　教会が進化思想を怖れた理由は他にもあ

る。ダーウィニズムの背後には当時の実証主

義的・機械論的思潮が滔
とうとう

滔と流れていた。

　天体の運行も、季節ごとに芽を出し、花を

咲かせ、実を結ぶ植物も、受精卵から子ども

になり、成熟してみずからの子どもを宿し、

老い、やがて土に帰るできごとも、もはや神

の摂理でもなんでもなくて、原因があれば結

果を生ずる因果の法則に従っているだけだと

いうことに、保守派の人々は最大の危機感を

持ったのだ。

　一方で、哲学思想ではニーチェに代表され

る無神論やニヒリズムの台頭も、唯物論者や

マルクス主義者の運動も、教会としては最大

の難敵だった。

　 人 間 は 生 物 学 的 に は、 脊 椎 動 物 門

（vertebrata）・哺乳綱（mammalia）・霊長
目（primates）・ヒト科（hominidae）・ヒト
（homo）属・ヒト種（sapiens）と段階的に
分類され、属名と種名を併記してHomo 

sapiensと呼ぶ。

　現代生物学にとって、種（スピーシス、

species）を決定することは、もっとも根本
的な操作である。歴史的には、種といえば「形

態学的種」を意味した。そして多くは博物館

に収蔵されている1個の模式標本（タイプ・
スペシメン）で代表されることが多かった。
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　しかし生物はもともと標本棚に収められ、

埃を被った死せる物体ではなく、「種」とし

てあるまとまりを持った遺伝的・生態学的集

団を形成しながら生活している生き物の集団

である。だから、生物学はまず「死物学」と

して考えるのでなく、「生き物学」として理

解すべきではないか、と反省されるように

なった。このような至極もっともな認識に到

達したのは近代生物学のなかでは、第二次世

界大戦を中に挟んで、ようやく1960年ごろ

から以後のことである（今西錦司教授は座談

や対談、シンポジウムでの発言などで、生き

物学の重要性を繰り返し強調した。とくに種

社会の概念の確立などは、その後の生物学や

人類学の分野で大きく貢献）。後述の京都大

学田邊元
はじめ

教授の哲学における「種の論理」と、

時代的にも思想的にも通底するものがあり、

興味がかき立てられるところだが、いずれ稿

を改めて述べたい。

　現在のところ、もっとも妥当と考えられる

×　は以下省略。　　†　は化石グループ。
・ヒトとゴリラ、チンパンジーは属の違いでしかないことに注意！
・分類上の位置を示すことに重点を置き、かならずしも正式学名は使っていない。
・クレード（系統）とグレード（進化段階）のいずれを強調するかにより、分類に多少の差が見られるが、ゴリラとチン
パンジーがホミニーデ（人類）の一員であることには、変わりはない。

図2　 霊長類の分類・系統図（裳華房、江原による）

霊　長　目
（プリマーテス）

原猿亜目
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種の定義としては、エルンスト・メイヤ

（Mayr, Ernst、1960）があり、それによる
と「互いに繁殖しあっているか、もしくは繁

殖可能な客観的な集団で、他の繁殖集団とは

生殖的に無縁なもの」となり、このようにし

て定義された種を「生物学的種」と呼ぶ。

　話を元に戻すが、その際、ホームレンジが

重 複 し て い る 同 種 ど う し は 同 所 的 種

（synpatric species）、地理的に重複しないよ
うに分布している同種は異所的種（allopatric
species）と呼ばれる。化石の場合は、同じ
種に属するが時代的に異なる場合、異時的種

（allochronic specis）、地理的に離れていても
同時代的な場合は、同時的種（synchronic
species）という。これらの例からも明らか
なように、種は地理的・空間的にも時間的に

も、広がりと深さをもつ単位的な生物学的集

団であることがわかる。だから種の起源や人

類の祖先を探究するときに、1対のアダムと
イヴを想定するような誤りを犯してはならな

いことも自明であろう。

　筆者は戦後の東大・自然人類学の講義で、

ちょうどこの辺りの内容を、アメリカのボウ

ルズ先生から直接受けた刺激と興奮を今も忘

れられない。

4．ゴリラの母性が人間の子どもを救出

　話はいささか先走るが、一刻も早くゴリラ

の汚名と誤解を挽回したい思いで、ここでゴ

リラの意外な実像を示しておきたい。

　現在はゴリラもチンパンジーも人類の仲間

（正式の分類名ではないが、亜人類。類人猿

と呼ぶよりも、むしろ人類といってもよいく

らいだ）と考えられている。

　ゴリラと違ってチンパンジーは、小動物や

小型サル類のコロブスなどを狩りしては、肉

食をする。1960年ごろから、ゴリラの野外
調査が進み、その実際的な姿がかなり明らか

にされてきた。

　そんな話のなかで、今までのゴリラの冤罪

をすっかり払拭するような決定的な事件が新

聞紙上で報道され、日本は勿論のこと、世界

中を駆け巡った。

　平成10年8月のある日のこと。場所は米
国シカゴ郊外のブルックフィールド動物園。

家族と来園していた3歳の男の子が、ゴリラ
をもっとよく見ようとして、高さ1メートル
ほどの柵を攀

よ

じ
じ

登った。その際に、5メート
ルほどもある柵の内側に転がり落ちてしまっ

た。

　その柵の内側には、多くのアフリカの動物

たちに混じって、7頭のゴリラの親子がいた。
自分の子どもたちをあやしていた一頭の母親

ゴリラが、その男の子が転げ落ちたと見る

や、すかさず飛んできて、男の子を抱き上げ

て救出したというニュースが、世界中を駆け

巡
めぐ

ったのだ。この母親ゴリラの見事な母性

愛。このできごとほど、ゴリラにとって決定

的な名誉回復になる事件はあるまい。

5．サルの子殺し

　サルたちのなかには、群れ内での順位やナ

ワバリが無視されると、血みどろになるまで

仲間どうしの喧嘩をする種類のサルもいる。

　ある状況のもとでは、「子殺し」という同

族殺しを行うサルもいる（杉山1980）。ある
状況とは、たとえば1オス多メス単雄群で、
その群れが乗っ取られたとき、新しいオスは

前のオスが残した離乳前のアカンボを殺害す

るといういささかショッキングなできごとを
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いう。

　この子殺しは同族の個体レベルでは矛盾し

た行動かもしれないが、種レベルではコドモ

が殺害されて授乳が中断されると、その結

果、授乳メスは改めて発情して、より優れた

新しいオスの遺伝子を受け入れることが可能

になり、帳尻が合うどころか、むしろプラス

になっているのだ。

　ここで留意すべきことは、個が死んでも集

団として、もっと正確にいえば、個が死んで

も、それを含む上位の集団もしくはスピーシ

ス（種）として、そのことにより一段高いレ

ベルで生を存続させ得るということだ。個が

犠牲的に死ぬことにより、種が生き延びる。

これは生物学的には滅びでなく、より大きな

レベルで生きることだ。

6．種と個体、社会と個人

　上記の例のように、生物界ではむしろ普遍

的に「個」を犠牲にすることにより、「種」

のレベルで生存するケースが多く見られる。

むしろ「個」を否定することにより、上位概

念である自己の所属する「種」を肯定的に生

存させる。そこには見事な弁証法的関係が見

られる。

　ヘーゲルは、個と種と類の弁証法を考察し

ていたというが、田邊元は人間存在につい

て、ヘーゲルを踏襲しながら「種」をヘーゲ

ル以上に大きく取り上げ、いわゆる「種の論

理」なる考察を打ち立てた。これにより田邊

元の哲学的思索は大きく展開したといわれて

いる。そして西田幾多郎の「場の論理」と対

置させて、京都学派のなかで西田哲学と田邊

哲学は日本哲学の双璧の位置を占めることに

なった。

　しかし、このような至極ありふれた話も、

意図的にちょっと話をすり替えると、個人と

社会（マルキシズム）や個人と国家（皇国史

観、ナチズム、国家社会主義など）の関係に

組み変えられる。何の変哲もない話のようだ

が、二十世紀の初頭以来、日本の思想的近代

化の動乱期に際して、まさに狂気に近い皇国

史観が吹き荒
すさ

び、多くの若者がその犠牲に

なって夢多き青春は吹き飛ばされ、優れた研

究の芽もみずからの泥靴で踏み躙
にじ

り、あるい

は軍靴で蹂
じゅう

躙
りん

された時代だったことも忘れ

てはなるまい。

　「種と個の関係」として、今西が提唱して

きた生物学に於ける「種社会」と田邉元が導

入した哲学に於ける「種の論理」は、思想的

に通底するものと思われるが、これは両学問

分野にとって重要な概念であるだけに、改め

て稿を新たにして論じたいと思っている。

　自然人類学の観点から「人間性」の起源

について、椙山人間学研究Vol. 2（2006）（図

宇宙レベルで見た人類への進化段階）及び

同誌Vol. 8（2012）でも考察してあるので、

ぜひご参照を期待致します。
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要　旨

　日本には数多くの動物園が存在しているが、近年、それらの動物園が来園者の「環境教育」の場

として機能する可能性について議論されている。そこで本研究では、来園者に対して環境保全につ

いて考えるきっかけを提供できる可能性がある展示方式として「生態展示」に注目した。そして、「形

態展示」と「生態展示」という二つの展示での来園者の発言内容を比較することで、展示方式によっ

て来園者が気づいたことや発見したことが異なるのか考察した。
キーワード：動物園、生態展示、来園者、観察
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1．はじめに

　動物園は、家族で休日に訪れる場所など、

娯楽の場として広く親しまれている。しか

し、実際の動物園には、娯楽施設以外の複数

の役割がある。近年では、動物園の「娯楽施

設」という役割に加え、「教育」「種の保存」

「調査・研究」など、社会における動物園の

果たす役割について研究者や動物園関係者の

間で議論されるようになってきている。現

在、日本には数多くの動物園が存在してお

り、86もの動物園が社団法人日本動物園水
族館協会（JAZA）に入会している（JAZA，
2012年4月時点）。その多くは、財政的には
県や市など自治体の緑地・公園の部局が担当

しており、施設や動物の高齢化に加え、経済

的な制約も加わっており、そのような文脈の

なかで、公共の施設としての動物園の「環境

教育の場」の意義について議論が広がってい

る。札幌市でも、市が管轄する円山動物園の

ゾウの展示についてアンケートが実施され、

財政的な投資とのバランスについて検討され

ている（札幌市 2012）。石田（2010）は、
動物園が経営基盤を確立するためには、動物

園の関係者が自治体の理解を高めること、同

時に財政や人事を裁量から一定程度の切り離

しが必要と提唱し、具体的には自治体である

東京都や横浜市のようにプロパー職員を本庁

組織に位置づけたり、組織を独立法人化する

方針が紹介されている。

　今後、強まることが懸念される財政的な圧

力と、動物園のさまざまな機能をどのように

両立させていくかが課題となっている。そこ

で本研究では、娯楽と教育、娯楽と動物のエ

ンリッチメント等を両立させる手法として

「生態展示」に注目した。生態展示は、学習

目的ではない来園者に対して、環境保全につ

いて考えるきっかけを提供できる可能性があ

る展示方式として注目されているが、実証研

究は少ない。そこで、従来の展示である「形

態展示」との比較を行いながら、従来の展示

と比べ、観察の様子の差、気づきはあるのか

どうか、その差を探った。具体的には、来園

者の展示タイプごとの反応、気づき、発見を、

来園者が発した言葉や会話の単語から、探る

ことができないか模索した。手法としては、

テキストマイニングの共起分析を適用し、両

施設の反応の違いを特定した。

2．動物園についての議論の概要

2．1　動物園の4つの役割

　従来、動物園の役割は「娯楽」「教育」「種

の保存」「調査・研究」の4つとされてきた。
実際に、日本動物園水族館協会の目的には、

「種の保存」「教育・環境教育の場」「調査研究」

Abstract

　The role of zoos is evaluated from the view point of environmental education from the zoo 
point of view.  In this paper, we have evaluated different styles of exhibitions; classical ones and 
naturalistic（nature imitating）exhibition by comparing the words expressed by the visitors. 
Based on the results, we have identified the evidences of findings from the outcomes.
Key Words：Zoo, Naturalistic Exhibition, Visitors, Observation
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「レクリエーションの場」という、動物園の

4つの役割を協力して行うことが掲げられて
いる（日本動物園水族館協会，2013）。ただし、
日本の動物園においては特に「娯楽」の場と

しての役割が重視されてきた現実もあり、本

研究が対象とする東山動植物園もその例外で

はない。

　一方で近年、世界的規模で動物園の役割が

見直されるようになってきている（Forst，
2011）。そのような国際的な議論に呼応する
形で、日本の動物園についても「娯楽」に加

え、「保存」「調査研究」の場としての役割や

「環境教育」の場としての役割とその可能性

について議論されている。これからの日本の

動物園の役割について、どの役割を重視する

べきか、先行研究の議論を、役割ごとに区分

して見ていく。

　まず、「種の保存」「調査研究」の役割につ

いての議論を俯瞰する。絶滅の恐れのある野

生動物を飼育繁殖施設に収容し生息地の環境

回復を行うと共に、環境が改善されるまで飼

育下で世代を継続することが、「種の保存」

のための現実的な策である。そのためには、

生息地の地域住民や行政、研究者、動物園、

その他の利害関係者、マスコミが協働して野

生動物の保全に取り組む必要があるが、その

中での動物園の使命は、長年培ってきた飼育

繁殖技術をベースに希少種の飼育繁殖に取り

組むことである（成島 , 2012）。ただし、保
全と研究の間に緊張関係もあり、研究成果が

動物園の運営に還元されない懸念、研究に偏

重して希少となった動物に悪影響を及ぼす危

険性が指摘されている（石田 , 2010: 174）。
　その一方で、「教育」「娯楽」を重視してい

る先行研究もある。正田（2000）によると、

動物園は博物館相当施設であり社会教育施設

である以上、目的は「教育」だが、これは「娯

楽」を否定しているのではない。好奇心を満

たすことは向上心に繋がるので「娯楽」と「教

育」は表裏一体であり、動物園の展示目的は

この点にある。

　「環境教育」の役割を重視する先行研究も

ある。まず、中川（1975）によると、動物
園は、自然保護の場としては、一般市民に向

かって自然保護の必要を説き動物保護の協力

を訴える時の、絶好の普及媒体となり得る。

つまり動物園の存在意義は、人間が自然を正

しく理解し、自然に背かない文化を再構成す

ることにあると言える。また、動物園が行う

環境教育は、人が親近感をもちやすい大型動

物が主な対象なので、自然と人間の関係を学

習するには格好の素材であるとの指摘もある

（山本 , 2000）。近年では、都市化の進行によ
り多くの人々が都市に居住するようになり、

農村地域に住む人々も都市的な生活をするよ

うになった。人々が野生動物を直接的に知る

機会が少なくなっている今日、動物園や水族

館は、自然保護や野生動物の保全についての

教育・情報提供に最も適した場所となり得る

（土居 , 2012）。その他にも、造園家のCoe
（1985）によると、来園者の生息地における
景観の体験を重視する動物園は、世界的規模

での野生動物の生息地の保護に対する人々の

自覚と財政的支援を得るのに、理想的な役割

を果たすことができる場であるとされる。そ

の上で、そのような動物園は、展示空間の設

計と観客の体験を通じて動物が存在すること

の権利を観客に無意識に自覚させるように、

動物を表現する機会であると述べている。ま

た、旭川市旭山動物園の園長の坂東（2008）
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は、動物園の役割とは、「生死とはどういう

ことか」、「命とは何か」を伝えることである

と指摘している。我々人間は、人間を物差し

にして評価しがちであり、別の価値観や規準

で生きている生物の本質を見失う原点がそこ

にある。そのような価値観をシフトすること

が動物園の役割である、と坂東は主張してい

る。さらに、東山動植物園企画官の上野

（2009）は、動物園には、生きた動物でなけ
れば伝えられない何かしらのメッセージを来

園者に伝える役割があり、伝えるメッセージ

は動物園によって異なってしかるべきである

と述べている。

　以下は、他の役割を重視しているが、「環

境教育」の役割も重要だと述べている先行研

究である。先ほど「種の保存」を重視してい

た成島（2012）は、動物園の使命とは、多
くの来園者を迎えるという利点を活かして、

野生動物の魅力と野生動物とともに暮らす大

切さを伝えていくことであると述べている。

また、「教育」「娯楽」を重視していた正田

（2000）も、一般の人々の自然への目を開か
せ、希少動物への好奇心を高めることで「保

護」に貢献することも動物園の役割であると

している。

　ここまで見てきたように、動物園が持つ従

来の4つの役割を重視した先行研究において
も、動物園が新たに環境教育の役割を担う可

能性に注目していることが分かる。また、環

境教育の役割を重視する先行研究によると、

動物園での環境教育として「野生動物の生息

地の保全の必要性」について学ぶことや、「人

間と自然・動物の関係」について学ぶことが

期待されていることが伺える。従って、動物

園での「環境教育」が肯定的に受け止められ

ている。

　一方で、以下の先行研究は、動物園の展示

の現状を考慮し、動物園での「環境教育」に

ついて批判的な疑問を投げかけている。ま

ず、錦ら（2011）によると、動物園では野
生生物の飼育された姿しか見ることが出来な

いので、野生生物の本来の姿を見るためには

自然が残ったフィールドへ出向かなければな

らない。また、現在の日本の動物園において

は、人間中心主義が前提で擬人化された展示

や、大型哺乳動物がメインでそれより下位の

脊椎動物は重視しない展示が一般的である

（Kawata, 2011）。山本（2000）は、動物と
人間との同一性の創造が自然と人間の関係作

りの基本だが、現実の動物園事業の中心は自

分たちから遠くかけ離れた地球の裏側に居る

動物の展示であるとの疑問を呈している。以

上のように、現在の日本の動物園で環境教育

を行うにあたっては、展示する動物の種類や

動物の展示のされ方に課題がある。

2．2　動物園の展示方式

2．2．1　従来の展示　―形態展示と行動展示―

　動物園の役割の議論と表裏一体なのが、展

示方式の議論である。動物園における各動物

舎の展示方式を展示目的によって分けると、

形態展示・行動展示・生態展示の3つとする
のが一般的である（正田 , 2000）。「形態展示」
とは、動物の外部形態を観察させることを目

的とした展示方式で、一般的に動物は四角い

檻に入れられている。「行動展示」とは、採

食行動や狩猟行動など、動物の野生での習性

に基づく行動を見せることを重視している展

示方式である（正田 , 2000）。
　しかし、このような従来からの展示には問
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題がある。従来の展示において、展示動物は

野生の自然環境とはかけ離れた檻かあるいは

それに相当するスペースで飼育されている。

動物は、野性状態では一日の大半を探索、狩

猟・採集、採食に費やしている。しかし、動

物園の飼育下では、餌は飼育員によって準備

され、決まった時間に一括して与えられる。

また、野生の状態での行動範囲より大幅に狭

い土地で飼育されているため、展示動物が時

間を持て余して異常行動を示すこともある

（正田 , 2000）。異常行動の代表的なものとし
ては、「常同行動」があげられる。「常同行動」

とは、ヒョウなどの大型ネコ科動物が、本来

の行動欲求を代替するために同じ場所の往復

を繰り返したり同じ経路を回り続けたりする

ことを指し、何らかの持続的なストレスを解

消するために起こると考えられている。ヒョ

ウなどのように、野生ではエサを求めて広大

なテリトリーの中を動き回る動物が、エサに

は困らない代わりにそれを探し回るという欲

求を満たせない場合にも、常同行動が頻出し

やすくなる（上野 , 2009）。この異常行動へ
の対策として、環境エンリッチメントという

方法がある。環境エンリッチメントとは、餌

を数回に分けて与えたり道具や展示施設自体

を使ったりと様々な工夫をして、各動物が暇

を持て余さないようにそれぞれの習性に合わ

せて展示動物の欲求を満たすことを一般に示

す（正田 , 2000）。例えば、東山動物園（名
古屋市）のアフリカゾウの展示では、餌の時

間になると餌を展示の壁の何箇所かに隠す。

そしてアフリカゾウは、餌を探すことによっ

て、野生での採食行動の欲求をいくらか満た

している。

2．2．2　生態展示　―生息地体験型展示―

　生態展示は、一つの種や分類による動物の

展示よりも、生態系全体を表すように設計さ

れる展示方式である。生態展示においては植

物も展示に統合されるため、展示全体として

の目的は、特別な生態系のなかでの生物間の

相互依存を明確に示すことである（村田・楠

田 , 2011）。
　また、生態展示において使用される展示手

法の一つに、ランドスケープ・イマージョン

（landscape immersion）が挙げられる。ラ
ンドスケープ・イマージョンは、日本では生

息地体験型展示、環境一体型展示とも呼ばれ

る。ZooLex（The ZooLex Zoo Design 
Organization）によると、この展示手法の定
義は「来園者が知覚的に環境と一体化する自

然のなかにいることを認識（錯覚）させる展

示」（ZooLex, 2013）である。なお、ZooLex
とは、動物園で飼育されている野生動物の飼

育環境を改善・向上させるのを支援するため

に設立されたNPO団体である。生息地体験
型展示は、1970年代にシアトルのウッドラ
ンドパーク動物園に雇われた建築家のジョー

ンズが、来園者と動物を同じ生息地の中に引

き入れるような展示を考えた末、生み出され

た（村田・楠田 , 2011; 35）。
　表1では、日本の動物園における従来の展
示である形態展示・行動展示（図1）と、導
入されつつある生態展示（図2）の定義を示
している。
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図1　ジャガーの形態展示
（平成25年8月28日、東山動物園にて筆者撮影）

図2　シンリンオオカミの生態展示
（平成25年8月28日、東山動物園にて筆者撮影）

3．生態展示による環境教育の可能性

3．1　生態展示の成り立ち

　動物園の展示方式において生態展示が発展

するきっかけになったのは、ドイツのハーゲ

ンベック動物園の展示方式だとされている

（若生，1992）。1907年にドイツの動物商カー
ル・ハーゲンベックにより新様式の動物園が

開設された。それまでの動物園が檻や柵を用

いた展示をしていたのに対して、新しい展示

は檻や柵を用いず、代わりにモート（堀）を

設けることで風景のパノラマとして展示した

（若生 , 1992, 図3）。この展示は、生息地体
験型展示（ランドスケープ・イマージョン）

の考え方に基づいているとされるが、当時は

生態学的な知識が十分には活かされていな

かった（杉尾 , 1999）。

図3　海外の生態展示の様子　ブロンクス動
　　　物園
（名古屋市提供）

　その後、このモート式の展示という展示方

式は、アメリカの動物園における生態展示の

発展に影響を与え、生態学的な知識を活かし

た生息地体験型展示という手法が、アメリカ

のウッドランドパーク動物園で生み出され

た。

　具体的に見ると、1970年代に米国シアト

表１　日本の動物園における展示方式ごとの展示目的

従来の展示 導入されつつある展示
形態展示 行動展示 生態展示

目的：動物の外部形態を
見せる

目的：動物の野生での習性
に基づく行動を見せる

目的：生態系の中での生物間の相互依存
を明確に示す

正田（2000），村田・楠田（2011）を基に作成
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ルのウッドランドパーク動物園が、動物園の

革新的な整備計画を策定するために建築家の

ジョーンズを雇用した。そして、このジョー

ンズが、来園者と動物を同じ生息地の中に引

き入れようとする最初の試みを行い、生息地

体験型展示が出現した。その後、1990年代
になると、野生動物やその生息地に対する人

間の影響などの、「人間と動物の関係」が展

示として取り上げられることが増加してき

た。そして近年では、生息地景観の再現だけ

ではなく、「人間社会と自然や動物との関係」

がテーマとされるようになってきている（若

生 , 1999）。

3．2　生態展示についての現状の議論

　生態展示について現在二つの論点があるの

で、それぞれについて見ていく。

　一つ目の論点として、生態展示での「来園

者の体験」を重視している先行研究がある。

「ランドスケープ・イマージョンにおける優

位と従属の観念は、人間中心主義から生命中

心主義、あるいは生態系中心主義への価値の

転換を具体的に展示空間に表したことにその

本質的な意義があり」（若生 , 1999; p476）
とある。そして、ランドスケープ・イマージョ

ン（生息地体験型展示）の動物園は、展示空

間と観客の体験を通して、動物の権利を観客

に無意識に自覚させることができる（Coe，
1985）。また、展示動物が見えにくい方が、
各展示での滞在時間が長くなり立ち止まる頻

度も高いので、結果的に来園時間が長くなる

ことや、展示動物が見えにくいことが動機と

なり、見えない動物を探させることによって

来園者の興味を増大させることができるとす

る見解もある（Gareth, 2006）。さらに、ラ

ンドスケープ・イマージョンは展示空間に至

るまでに期待や興味を抱かせることで、実際

の動物を目にした際の喜びや学びの意欲を引

き出すのに効果的だと考えられている。期待

を抱いた後に、何か発見や驚きがあると、高

揚感の連続的な上昇に繋がると述べられてい

る（片山・柿山・張 , 2011）。
　二つ目に、「動物にとっての展示環境」を

重視している意見がある。生息地体験型展示

は、飼育動物よりも来園者の体験に重点を置

いているので、見た目は自然を模していて

も、実際の機能として動物にとって殺伐とし

た環境ならば、「動物の福祉」という観点か

らは不適切な環境である（上野 , 2009）とい
う意見や、人間の視点からは自然のように見

える展示でも、いくつかの種の動物にとって

は自然ではないので、動物の立場からの視点

に基づいて展示をつくらなければならないと

いう意見がある（Kawata, 2011）。また、生
息地体験型展示の特徴として動物が見えにく

いという点があるが、観客が動物を直接目に

することが不可能だと、そもそも動物を展示

しているとは言えないとする主張もある（正

田 , 2000）。なお、動物園について議論する
際の「動物の福祉」とは、飼育環境を動物に

とってよりよいものにするために環境エン

リッチメントを考慮することを指す。

4．本研究の方法論

4．1　議論から見えてくる課題

　筆者は動物園の4つの役割のうちの教育、
特に環境教育の役割を重視している。従って

本研究においては、3.2の生態展示について
の先行研究で論じられている「来園者の体

験」を要点にして調査・考察する。



Journal of Sugiyama Human Research 2013 229

　「来園者の体験」に重点を置いている意見

の「動物の権利を無意識に観客に自覚させる

ことができる」「来園者の興味を増大させる」

「学びの意欲に効果的」などは、生態展示が

来園者の環境学習に繋がることを述べてい

る。一般的に生態展示は自然環境を展示の中

に再現しており、環境学習に適していると言

われている。全国各地の動物園も、環境学習

に効果があると考えて現在の展示を改築した

り、生態展示を新たに取り入れたりしている。

　しかし、学習効果というのは目に見えにく

く、測ることが困難である。そして生態展示

は、多くの土地と時間と費用をかけて造られ

る。もし、他の展示と生態展示の間で学習効

果に違いがないのならば、資金が無い、ある

いは他の事項に力を注ごうとする動物園にお

いて、費用や労力のかかる生態展示をするこ

との意義は薄い可能性もある。

　そこで今回、東山動物園の協力を得て、「生

態展示」と「形態展示」の二つの展示方式に

ついて調査することにした。そして調査の結

果から二つの展示の違いを探し、「生態展示」

は他の展示よりも環境学習の効果があるのか

検証する目的で本調査を実施した。

4．2　 仮説設定「生態展示の方が形態展示よ

り来園者の新しい気付き・発見が多い」

　本稿では、従来の形態展示と生態展示を見

たときで、来園者の反応の違いがあるのでは

ないかという仮説を検証する。具体的には、

来園者が会話中で発する言葉の違いを見てい

く。

　「2.3　動物園の展示方式」において触れた
ように、「生態展示」においては展示動物が

野生の自然環境に近い状態で飼育されてい

る。従って動物の行動も野生に近いものであ

る。一方で「形態展示」においては、野生の

状態とはかけ離れた狭いスペースで飼育され

ているため、しばしば動物が異常行動をする。

　以上より、生態展示において動物の野生に

近い姿を見た方が、動物本来の習性について

よく分かり、展示動物についての新しい「気

付き」や「発見」が多いのではないかと考え

た。そして、新しい気付きや発見に関連した

言葉を「学び」と捉え、来園者が「学び」に

関連した言葉を多く発している展示の方が、

来園者に学習のきっかけを多く与えており、

環境教育に適している可能性があると考え

た。従って「生態展示の方が形態展示より来

園者の新しい気付き・発見が多い」という仮

説を設定した。つまり、直接来園者の「気づ

き」「学び」を発見することは困難なので、

来園者が発した言葉から推定するという方法

をとった。

4．3　本研究の方法論

　本調査では、動物園の展示方式による来園

者の反応の違いを知るために「来園者の発言

内容」に着目し、発言中に現れる語句の頻度

分析及び共起解析を行う。生態展示と形態展

示では動物の展示目的が異なるので、来園者

が展示を見て会話をした際に、会話中の新し

い気付き・発見に関する発言数も異なると考

えた。従って、それぞれの展示の前で、来園

者同士の「会話の内容」を記録することにし

た。会話中の気付き・発見を知るためには、

記録した会話内容の語句同士の関係性を見る

必要がある。繋がりが強い語句や発言回数の

多い語句を知るために、テキストマイニング

の一種である共起ネットワークを使用して共
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起解析を行う。テキストマイニングとは、定

型化されていない文章の集まりを、出現頻度

や相関関係を一定のルールに従って分析する

ことで、単語間の規則を抽出する手法である

（表2）。
　この分野の既往の研究としては、塚田ら校

歌のテキストデータを、共起ネットワークを

作成する事で、可視化に成功し、地域の個別

的な課題の発掘に成功している（塚田，

2013）。
　今回は特に、語句同士の繋がりを見るため

に「共起ネットワーク分析」を利用した。ま

た、ソフトウェアはKH Coder ver 2.0.0.0を
利用した。そもそも「共起」とは、任意の文

や文書において、ある単語と他の単語が同時

に出現することを言い、「共起ネットワーク」

とは、任意の文や文章中で使われた語句同士

の関係性を示したネットワークのことを言

う。なお、今回利用したKH Coderの「共起
ネットワーク」は、形態素解析（茶筅）によっ

て文章及び文を品詞レベル（動詞・名詞・形

容動詞・形容詞・副詞・感嘆詞）に分解し、

出現パターンの似通ったものを線で結んだ図

である。形態素解析とは、計算機を利用した

言語処理技術の一つで、文章や文を言語で意

味を持つ最小単位に分解し、品詞を判別する

方法のことである。例えば「寝ている」とい

う発言を「寝」「て」「いる」に分解し、それ

ぞれの品詞を「動詞」「接続助詞」「動詞」と

判別した。今回の分析における品詞は、来園

者の発言中に4回以上出現した動詞・形容詞・
形容動詞・名詞（数字を含む）・感嘆詞の語

句のことを指す。

　「共起ネットワーク」においては、語句同

士の近さ、つまり語句同士の「距離」を

「Jaccard係数」を用いて計算する。同一文
章中に、特定の語句のペアが出現すればする

ほどそれらの語句同士の「距離が近い」、言

い換えると「よく共起されている」と判断さ

れる。今回、共起ネットワーク図を作成する

際には、語句同士の距離が近ければ近いほ

ど、語句同士を繋ぐ線を太くした。

　以下に共起ネットワーク図の見方を記述する。

語句の文字と円が大きいほど、その語句

が発言されている回数が多い

語句同士が線で繋がっている場合、それ

らは共起関係にある

　　（図中で語句同士が近くに配置されてい

ても、それらに共起関係はない）

語句同士を繋いでいる線が太いほど、そ

れらの共起関係が強く、繋がりが強い

　なお、Jaccard係数とは、形態素解析され
た語Aと語Bの共起の量を示し、0から1の
値をとる。Jaccard係数の適用例の閾値とし
ては、0.1以上から0.2以下が提案されてい
る（塚田 , 2013）。そこで我々は、0.15を閾
値として採用した。つまり、語句の間で0.15
以下ならば、共起関係が無いと判断し、0.15
より大きいならば、共起関係にあると判断し

た。ただし、Jaccard係数には出現数が少な

感性分析 頻度分析 共起ネットワーク分析 多次元尺度構成法
文章中の感性に関わる
語句を中心に分析する

文章中の語句の頻出傾
向の度合を分析する

文章中の語句同士の関
係性を分析する

文章中の語句の関係を
点の位置で示す

表2　テキストマイニングの例

石田・金（2012）より作成
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い語句ほど他の語句との関係を強く表す傾向

がある。その対策として、極端に出現数の少

ない語句を除外するために、本研究では出現

回数が4以上の語句に限定した。
　そして、文章中においてJaccard係数が
0.15より大きいものの関係をネットワーク
図に表している。つまり、語句同士の距離が

遠いものや出現回数が少ない語句は、図中に

表していない。

4．4　本研究での方法論的課題・限界

　本研究は、ありのままの状況で調査したた

め、前提条件として以下のような設定と方法

論の限界がある。

　まず、本調査においては来園者同士の会話

のデータをとるため、調査対象は二人以上の

グループに限定した。

　また、比較する展示については、本来は「生

態展示」と「形態展示」という二種類の展示

方式を比較する場合、同じ動物を展示してい

る生態展示と形態展示について比較すること

が前提である。しかし、一つの動物園の中で

1種類の動物について生態展示と形態展示の
二つの展示方式をしているということは非常

に稀である。また、二つ以上の動物園で調査

をする場合、それぞれの動物園において同じ

自然条件の下で調査する必要や、繁忙期・閑

散期などの調査する時期を揃える必要があ

る。さらに、それぞれの動物園に一定期間通

い続ける必要がある。以上より、「同じ種類

の動物」という条件を揃えるのは困難と考え

たため、本調査においては、あくまで一つの

動物園内で二つの展示方式つまり生態展示と

従来の展示を比較する。従って、二つの展示

における展示動物の種類が違うため、来園者

個々の動物の好みによって発言回数や発言内

容が左右されている可能性がある。例とし

て、自分の好きな動物の展示では発言数が多

く、自分の興味の無い動物の展示では発言数

が少ない可能性が考えられる。また、動物の

種類によって動物自体の行動が異なっている

可能性がある。

　さらに、二つの展示では、自然条件と調査

時期以外の条件がかなり異なっている。

　それぞれの展示の前にある掲示板につい

て、それらが設置されている箇所が各展示に

よって異なり、掲示板に書かれている内容と

分量も各展示によって異なるため、それらを

見ている来園者の発言内容に差が出ている可

能性がある。生態展示（シンリンオオカミ）

の掲示板の一つは、リアルなカラーイラスト

と共にシンリンオオカミと人間との関わりの

歴史について書かれている。もう一つの掲示

板は、文字だけでシンリンオオカミの生態に

ついて書かれている。これら二つは展示の正

面に設置されている。そしてこの二つとは離

れた箇所に、シンリンオオカミ個々の名前の

書かれた掲示板とシンリンオオカミの生態に

ついて書かれた掲示板が設置されている（図4）。

図4　生態展示前に設置された掲示板
（平成25年8月28日、東山動物園にて筆者撮影）
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　形態展示（ジャガー）については、文章だ

けでジャガーについて書かれた掲示板と、

ジャガーの個体の名前と顔写真が載せられた

掲示板、ジャガーのオシッコが飛んでくるこ

とがあるという注意喚起の内容の書かれた掲

示板の三つが設置されている（図9, p237）。
　また、ジャガーの各個体の名前が「チャゲ」

と「アスカ」だということが、来園者の間で

頻繁に名前を呼ばれる要因となっている可能

性が無いとは言い切れない（図10, p237）。
　しかし、このような看板の有無や内容につ

いても、形態展示と生態展示のそれぞれの展

示のスタイル・意図が表れているとも言え

る。従って、本研究では看板も含めて両者を

比較している。より厳密な調査を実施するた

めには、掲示板についての発言を除外した

データとの比較も望まれた。

　さらに、本調査では筆者一人が来園者の観

察を行ったために、来園者のグループの性質

を判断する際の基準は筆者の主観に基づいて

いる。来園者の外見年齢や人数、性別、グルー

プ内のメンバー同士の関係などは、来園者の

一人称や二人称、会話の内容から判断した。

例えば「『ママ』『お母さん』と呼んでいるか

ら、『母と子の関係』」などである。また、実

際に形態展示と生態展示の二つの展示の前で

来園者の会話の内容を記録するにあたって、

グループの中の複数人が同時に発言したり、

グループの中でさらにグループに分かれて会

話をしたりするケースも生じた。従って、来

園者の発言を必ずしも一字一句聞き逃すこと

なく網羅することはできていない。

　以上で見てきたように、本研究には設定と

方法論の限界がある。将来の研究では、まず、

複数人で調査することで今回の限界は大幅に

改善される。複数人で調査することを前提と

して、複数の動物園において同じ種類の動物

の異なる展示方式を比較する、来園者の年齢

や性別などのグループの性質を判断する、

テープレコーダーを使用して会話を記録する

といった改善が可能である。来園者のグルー

プの性質については、来園者に直接聞くこと

でも改善できる。

5．調査概要

5．1　対象地域　東山動物園

　今回調査する名古屋市東山動植物園の動物

園エリア（通称：東山動物園）は、愛知県名

古屋市に所在し名古屋市が経営・管理してい

る動物園である。平成22年度の年間来園者
数は約218万人で、上野動物園の268万人に
次ぐ全国二位、また、展示種数は哺乳類、鳥

類、爬虫類、両生類、魚類、無脊椎動物の合

計520種で全国一位という特色がある。総面
積は60万平方メートルで、そのうち動物園
エリアの面積は32万平方メートルと、全国
でも大規模な動物園である。同動物園の特徴

としては、動物園と植物園が隣接していて、

さらに、その周りを里山が取り囲んでいると

いう環境があげられる。

　東山動植物園では平成18年度に「東山動
植物園再生プラン」というものを策定し、平

成20年度より工事を進めている。再生プラ
ンとは、単なる動植物園の改築計画ではな

く、東山動植物園の基本理念である「生命（い

のち）をつなぐ」の下、環境と大交流の融合

する舞台を目指すものであり、動植物園の周

囲の森林や地域も一緒になってまちづくりや

地域活性を行う。平成28年の動植物園エリ
アの完成予定に向けて、既にいくつかの動物
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の展示が「生態展示」に改修されてきている。

「生態展示」は、このプランを実現させるた

めの重要な要素として位置付けられている。

（東山動植物園 , 2009）

5．2　対象とする展示　形態展示と生態展示

　本調査では東山動物園の「形態展示」であ

る「ジャガー」（図5）と、「生態展示」であ
る「シンリンオオカミ」（図6）という異な
る2種類の動物の展示を取り上げて比較す
る。ジャガーの展示は、東山動物園の典型的

な形態展示が集まった食肉小獣舎の一角にあ

る。シンリンオオカミの展示は東山動物園の

生態展示の一つで、平成18年度に計画され
た「東山動植物園再生プラン」の一環として、

生態展示に改修され平成24年4月にオープ
ンしたものである。

図5　ジャガー
（平成25年8月28日、東山動物園にて筆者撮影）

図6　シンリンオオカミ
（平成25年8月28日、東山動物園にて筆者撮影）

5．3　調査方法

　本調査は、平成25年8月20日から8月24
日の5日間と、8月27日、8月28日の2日間
の合計7日間に実施した。幅広い年代の来園
者の調査をするため、学校の夏休み期間であ

り親子連れや家族といった子供を含むグルー

プが来やすい時期に設定した。日程が限定的

なのは、予算や時間の制約もあった。

　また、本調査の対象は、動物園を訪れた来

園者とする。来園者のうち2人以上5人以下
のグループで、なおかつ展示の前で立ち止ま

り、展示を見て発言したグループである。

　本調査では、来園者の発言を聞き取り紙面

に記録した。この際、来園者とは一切接触す

ることはなく、来園者の自然な様子を観察し

た。

　現場での調査対象の決定方法は、ランダム

サンプリングを用いる。グループのうち一人

が立ち止まり発言した瞬間に聞き取りを開始

し、調査対象の決定後は、対象とするグルー

プの最後の一人の滞在が終わるまで、他のグ
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ループは観察しないこととした。

　さらに、本調査では来園者の発言内容の他

に「グループの人数」「グループの性質」「展

示動物が動いているかどうか」「来園者の行

動」を記録した。

6．結果

　今回の調査では、形態展示（ジャガー）に

ついて86グループ234人、生態展示（シン
リンオオカミ）について84グループ235人
の合計170グループ469人についてのデータ
を得た（表3）。
　本調査で得た来園者の会話内容の記録を基

に、頻度分析及び共起解析を行った。まず、

その結果から頻出語句を表にまとめた（表

4）。会話の中で発言された回数が多い順に1
位から10位まで記載してある。
　表4中の語句を見ていくと、ジャガーにお
いては1位の「アスカ」が、シンリンオオカ

ミにおいては1位の「オオカミ」、2位の「居
る」、3位の「あっ」という三語が圧倒的に
多く発言されていることがわかる。「アスカ」

「チャゲ」とはジャガーに付けられた名前で、

固有名詞であり、「オシッコ」「飛ぶ」は看板

に書かれた内容である。また、ジャガーの展

示については「ネコ」、シンリンオオカミの

展示については「犬」という語句が多く発言

されている。これは、ジャガーについては「ネ

コみたい」、シンリンオオカミについては「犬

みたい」という発言が多かった為だと考えら

れる。

　次に、来園者の会話の内容のデータからシ

ンリンオオカミ（生態展示）とジャガー（形

態展示）のそれぞれについて、「共起ネット

ワーク図」を描いた（図7, 図8）。まず、図
7のシンリンオオカミの共起ネットワーク図
においては、「オオカミ」と「居る」「あっ」

という語句の文字と円が大きくなっているの

形態展示（ジャガー） 生態展示（シンリンオオカミ） 合計
グループ数   86   84 170
人数 234 235 469

表3　調査結果概要

石田・金（2012）より作成

頻出度 ジャガー（形態） シンリンオオカミ（生態）
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数

  1位 アスカ 50 オオカミ 59
  2位 ジャガー 36 居る 58
  3位 凄い 33 あっ 40
  4位 オシッコ・居る 28 犬 23
  5位 入る 20 大きい 22
  6位 格好いい・出る 18 暑い 18
  7位 チャゲ 13 寝る 15
  8位 オス・ヒョウ 12 恐い 13
  9位 ネコ 10 見る 12
10位 飛ぶ・ほら   9 可愛い 10

あっ・来る   8 格好いい・ほら   9
シンリンオオカミ   7

表4　会話中の頻出語ランキング
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で、これらの語句が多く発言されていること

がわかる。そして、この三つの語句を結ぶ線

が太いことから、これらの語句は同時に発言

されることが多く、繋がりが強いことがわか

る。また、「2」「3」「あっ」の三つが同時に
発言されていて繋がりが強いことや、「ほら」

と「居る」、「黒い」と「居る」の繋がりが強

いことも見て取れる。さらに、「寝る」とい

う語句の発言数も多いことがわかる。

図7　 シンリンオオカミ（生態展示）での来
園者の発言語句の共起ネットワーク
（最小出現4）

　次に、図8のジャガーの共起ネットワーク
図を見ると、「オシッコ」「気をつけ」「飛ぶ」

という三つの語句の発言数が多く、それらの

繋がりが強いことがわかる。また、「アスカ」

と「チャゲ」の発言数も多く、繋がりが強く

なっている。さらには、「アスカ」を挟んだ

両側にある「出る」と「入る」という語句の

発言数も多くなっていることが見て取れる。

以上二つの共起ネットワーク図より、生態展

示においては、来園者がシンリンオオカミの

数を数えたり、色違いに気付いたりと動物の

観察による発言語句が多く、形態展示におい

ては、看板の内容に基づく発言語句が多いこ

とがわかる。

図8　 ジャガー（形態展示）での来園者の発
言語句の共起ネットワーク（最小出現
4）

7．考察

　6．の結果において、来園者の会話内容を
記録したデータを基に、どのような語句がど

のような関連性で多く発言されているのか、

会話中に出現する語句の頻度分析及び共起解

析を行った。以下で、それらの結果を基に大

きく三つの観点より考察する。

　第一に、大きな違いとして、表4よりジャ
ガーの展示では、「アスカ」「凄い」という語

句が30回以上発言されている。一方でシン
リンオオカミの展示では、「居る」「あっ」と

いう語句が40回以上発言されている。「アス
カ」については人間が書いた看板に起因する
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発言で、「凄い」は人間がジャガーを見て持っ

た感想からの発言である。また、ジャガーに

ついては「撮る」という人間が主語の語句が

8回発言されており、共起ネットワーク図に
現れている。一方で「居る」はシンリンオオ

カミが「居る」ことを来園者が認識したこと

に起因する発言で、「あっ」はシンリンオオ

カミを見た際に来園者が自身の発見を口にし

たものである。つまり、ジャガーの展示（形

態展示）での来園者の発言は、人間の視点が

中心であり、一方でシンリンオオカミの展示

（生態展示）での発言は、動物の様子に注目

しているとも解釈できる。

　第二に、より詳細に、シンリンオオカミ（生

態展示）での来園者の会話内容の記録から描

いた共起ネットワーク図（図7）と、ジャガー
（形態展示）での来園者の会話内容から描い

た共起ネットワーク図（図8）を見ていく。
　まず、シンリンオオカミ（生態展示）の共

起ネットワーク図（図7）を見ると、グルー
プ1では、「オオカミ」「居る」「あっ」とい
う語句が同時に発言されており、発言回数も

多いことがわかる。この要因として考えられ

るのが、生態展示なのでシンリンオオカミを

見つけにくいということである。生態展示で

は、シンリンオオカミは野性での生息環境に

近づけて飼育されているので、来園者から離

れた木陰で寝ていたりする。オオカミを見つ

けにくいからこそ、見つけた際に「あっ」や

「オオカミ！」「居た！」「あっオオカミが居

る！」というように発見を口に出して表現す

ると考えられる。

　また、グループ2の「2」「3」という語句
と「あっ」という語句の繋がりが強くなって

いるが、こちらも要因はシンリンオオカミを

見つけにくいことだと推測される。来園者か

らは見えにくい位置にいる個体を新たに見つ

けた際に「あっ 2匹居た」「3匹居た」など
と発見を口にしていた。また、オオカミ同士

が離れた位置に居た場合、口に出して「1、2、
3」とオオカミの数を数えようとする来園者
も複数居た。「黒い」と「居る」の繋がりが

強いのも、シンリンオオカミが見えにくい中

で、新たに黒い個体を発見した際に「黒いの

も居る！」と発言していたことが要因と考え

られる。さらに、「2」「3」という発言や「違
う」「黒い」などの発言から、シンリンオオ

カミの数を数えたり、様々な色の個体が居る

ことに気づいたり、来園者が興味を持って展

示を見ていることを確認できた。

　以上の来園者の反応から、シンリンオオカ

ミ（生態展示）については、来園者が何かし

らを発見したことを要因とした語句が多く発

言されていることがわかる。従って、来園者

が展示を見続けている、動物を観察している

と解釈することもできる。

　次に、ジャガー（形態展示）の共起ネット

ワーク図（図8）を見ると、グループ2の「オ
シッコ」「気をつけ」「飛ぶ」という語句の繋

がりが強いことがわかる。この要因として考

えられるのが、展示の前に貼ってあった「オ

シッコが飛んでくることがあるので注意して

ください」という内容の書かれた看板（図9）
である。ジャガーの展示を訪れた来園者のほ

とんどがこの看板に気づき、同じグループの

人に「オシッコが飛んでくるから気をつける

ように」と注意を促していた。

　また、グループ4の「アスカ」「チャゲ」
とはジャガーに付けられた名前で、隣り合っ

た二つの展示に一頭ずつ飼育されている。こ
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の名前は、有名な歌手を連想させるため、来

園者の発言内容に対して極めて強い干渉作用

がある。さらに、それぞれの名前と顔写真を

載せた看板（図10）が展示の正面に付けら
れており、来園者の目に留まりやすいので、

固有名詞の語句の発言回数が多くなったと考

えられる。このように看板が来園者の発言に

強く干渉してしまっている。しかし、看板も

形態展示の一部と捉えると、来園者は動物自

体よりも「看板」という形態展示の設備のほ

うに強く興味を持ったと考えることもでき

る。

　以上の来園者の発言内容から、ジャガー（形

態展示）については、来園者は動物自体より

も、主に展示の看板に注目していると考えら

れる。

　さて、ここで動物の動きのパターンについ

ても述べる。「入る」と「出る」「来る」の繋

がりが強いのは、ジャガーが、2章において
述べた「常同行動」をしていたためだと考え

られる。ジャガーが展示の中をぐるぐると周

回し続けているため、来園者から見ると展示

の奥に「入って」行っては手前に「出てくる」

「来る」というように見えたと推測される。

また、実際の来園者の発言を見ると、「回っ

てる回ってる」「ずっと同じ行動してるね」「落

ち着きが無いな」「うろちょろして暑いのね」

といった発言から、来園者が、ジャガーの行

動が不自然な行動だと気づく場合もあること

が確認できる。

　さらに、6．結果の表4を見るとわかるよ
うに、シンリンオオカミの展示では「寝る」

という語句が多く発言されているが、ジャ

ガーの展示では抽出されていない。この要因

として考えられるのは、生態展示にいるシン

リンオオカミは、来園者から離れた木陰で伏

せていてほとんど動かないのに対して、ジャ

ガーは野生では見られない行動ではあるが、

常に展示の中をぐるぐると回っていて動いて

いたためだと考えられる。つまり来園者は、

シンリンオオカミは遠くで伏せていてあまり

動かないので「寝ている」と考え、ジャガー

は一応動いてはいるので「寝ている」とは思

わなかったということが考えられる。なお、

ジャガーの展示において「寝る」という発言

は一度も無かった。

図9　 ジャガー展示前「オシッコに注意」の
看板

図10　「チャゲ」という名前の書かれた看板
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　ここまで頻度分析と共起解析から考察を進

めてきたが、第三に、語句同士の関連性を見

ていく。表4頻出語ランキングにおいて抽出
された語句の中から「動詞」「形容詞」を取

り上げ、それらの各語句と共起している語句

の中から「名詞」のみを取り上げた。そして、

「動詞」「形容詞」を頻出度順に、それらと共

起している「名詞」を共起回数の多い順に並

べた（表5）。なお、表5には共起での出現回
数が3以上の名詞を載せているが、シンリン
オオカミについては「可愛い」「格好いい」「黒

い」と共起している名詞で、共起こん＾での

出現回数が3以上のものが無いので、敢えて
2回を取り上げている。
　表4「頻出語ランキング」と表5「関連語
の共起回数」より、形態展示においては動詞

の中では「入る」「出る」「来る」といった動

物の「動いている」様子に基づく語句が多く

発言されていることがわかる。一方で生態展

示においては「居る」「寝る」といった動物

の「静止している」様子に基づく語句が多く

発言されている。これらのことから考えられ

るのが、生態展示より形態展示の方が動物の

「動いている」様子を見ることが出来るので

はないかということである。

　ここで注意すべきことは、展示動物の「動

いている」という行動が、野生の状態でも現

れる自然な行動であるのかということであ

る。形態展示でのジャガーの「動いている」

行動は、展示の中を同じ方向に周回し続ける

というものである。この行動は、飼育環境が

原因で同じ行動をし続けるという不自然な行

ジャガー シンリン
オオカミ

動詞・形容詞 順位 関連語 共起での
出現回数 動詞・形容詞 順位 関連語 共起での

出現回数
凄い 1 オシッコ 4 居る 1 二 6

2 アスカ 3 2 三 4

居る 1 ジャガー 10 3 シンリン
オオカミ 3

2 チャゲ 4 4 日陰 3
3 ヒョウ 4 大きい 1 オオカミ 11

入る 1 オシッコ 6 2 犬 5
2 ネコ 5 3 ワン 3
3 ヒョウ 3 暑い 1 犬 4

格好いい 1 アスカ 9 2 二 3
2 ジャガー 6 3 パパ 3
3 オシッコ 5 寝る 1 オオカミ 4
4 顔 4 恐い 1 オオカミ 7

出る 1 アスカ 9 2 犬 3
2 オシッコ 9 見る 1 オオカミ 7
3 ジャガー 6 可愛い 1 子供 2

飛ぶ 1 オシッコ 9 格好いい 1 一緒 2
撮る 1 ジャガー 3 2 犬 2

2 オシッコ 3 3 ママ 2
来る 1 アスカ 3 黒い 1 三 2

2 オシッコ 3
3 オス 3

表5　関連語の共起回数
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動であり、野生の状態ではとらない行動であ

る。一方で生態展示でのシンリンオオカミの

「静止している」行動は、複数で集まって寝

たりしているものである。この行動は、野生

で見られる自然な行動である。

　さらに別の観点から見ていく。生態展示に

おいては、オオカミが排泄行為をしていて

も、それに起因する語句は多く発言されてい

ない。このことから、生態展示では排泄行為

自体は目立たず、排泄物も目立たないので、

来園者に注目されていないと考えられる。つ

まり、生態展示において、「排泄」という行

為は「自然な」行動だと来園者に受け止めら

れていると言える。

　一方で形態展示においては、「オシッコ」「飛

ぶ」「気をつけ」という語句の発言数が多く

なっている。これは、主に形態展示に設置さ

れている「オシッコ注意」の看板が要因だと

推定される。この看板が来園者の注意を強く

引き付けることで、ジャガーの排泄行為が来

園者に気にされ、目立っているのだろう。ま

た、本来、排泄という行為は生命活動で自然

な行為だが、狭い檻の中だと行為自体も排泄

物も目立つことも要因の一つと考えられる。

以上より、形態展示において、「排泄」とい

う行為は展示空間の中で「浮いた」「不自然

な」行為だと来園者に見なされていると言え

る。

　以上からわかるように、形態展示では、来

園者に動物の「野生では見られない」行動を

見せて、それについて来園者が認識するきっ

かけを与えている。また、展示の看板に来園

者の注目を集めている。さらに、本来は自然

な行為である排泄行為を「浮いて」見させて

いる。一方の生態展示では、来園者に動物本

来の「野生に近い」様子を見せて、それにつ

いて来園者が認識するきっかけを与えてい

る。また、来園者に展示内の動物を観察させ、

いくつか発見を与えている。従って、先行研

究において動物園での環境教育に期待されて

いる「野生動物の保全」「自然と人間の関係」

「動物が存在する権利」を学習するためには、

形態展示より生態展示の方が適していると結

論付けられる。

8．まとめと今後の課題

　本研究では「生態展示」と「形態展示」と

いう二つの展示方式について来園者の反応を

調査することで、展示方式によって来園者の

観察する態度、発する言葉、気付きに違いが

あるのか知ろうと試みた。

　当初の仮説である「生態展示の方が形態展

示より来園者の新しい気付き・発見が多い」

の考察より、二つの展示の間で来園者の発言

内容に、一定の違いがあることがわかった。

つまり、展示方式によって、来園者が発する

言葉が異なっていることから、二つの展示の

間で来園者の感じていることが異なってお

り、来園者が学んでいることも違うと言え

る。そして、来園者の頻繁に発言した内容か

ら、「生態展示」では動物の「自然な行動」

つまり限りなく「野生での様子」に近い動物

の様子を来園者が認識するきっかけを与えて

いることが推定できた。また「形態展示」で

は動物の「自然な行動」が浮いて見えている

ことと、不自然な行動ではあるが、動いてい

る動物の様子を来園者が認識するきっかけを

与えていることがわかった。

　「形態展示」が動物の外部形態を来園者に

見せることを目的としているのに対して、実
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際に来園者は「格好いい」「ヒョウ柄がすご

い」「顔がでかい」などと発言している。こ

れらの会話内容を考慮すると、来園者は動物

の外見の特徴について発言しているので「形

態展示」の展示目的は果たせていると考えら

れる。

　「生態展示」は展示動物と展示の植物も含

めた生態全体を来園者に見せることを目的と

しているのに対して、実際に来園者は「寝て

いる」「居る」「日陰がいいんだ」などと発言

している。これらの会話内容を考慮すると、

来園者は野生に近い環境での動物の自然な行

動について発言しているので、ありのままに

近い動物の様子を見せ、来園者に感じてもら

うという「生態展示」の展示目的は果たせて

いると考えられる。

　以上の考察を踏まえてまとめる。今回の調

査では、来園者の会話の内容の分析をするこ

とで、二つの展示方式のうちどちらの方が、

来園者に気付き・発見のきっかけを与えてい

るのかを測ろうとした。動物の「野性での自

然な行動」を来園者が認識するきっかけを与

えているのは「生態展示」であり、その結果

を踏まえると「形態展示」よりも環境学習に

適していると考えられた。

　実際の知識や気付きについてのアンケート

や試験を実施したわけではなく、発した言葉

のみの抽出というデータの荒さはある。そう

した限界のなかで、自然な状態で来園者の会

話の内容を分析・考察することで、従来の展

示の形態展示より生態展示の方が、来園者が

動物の野生での様子を認識するきっかけを与

えているということを確認できた。来園者が

認識するきっかけを多く与えている方が、実

際に認識する可能性も高いと考えられるが、

そこまで確認することはできなかった。

　本研究の結果から、厳密に、形態展示より

生態展示の方が環境学習の効果が高いとは証

明できていない。しかし、発する言葉の性質、

気付きには違いがありそうであることは示せ

た。将来の課題としては、各展示方式での来

園者の反応を基に、環境学習に繋がるような

気づきの効果を測る方法を考える必要があ

る。

　調査の結果において、二つの展示の結果に

違いが無ければ、予算も追加的にかかる「生

態展示」を無理に推進する必要はないという

結論の可能性もあった。ただ、本研究から示

唆されるのは、形態展示と比較して生態展示

にポジティブな違いがあり、予算の制約のな

かでも、訪問者に環境学習面での気づきの機

会が多い可能性が示唆された「生態展示」を

推進する、一定の意義があると提言できる。
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椙山人間学研究センター活動概要
（平成25年4月から平成26年3月まで）
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　参加者：64名

○平成25年11月18日（月）
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　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名古屋市立図書館はじめ周辺地域の30
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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
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・椙山人間学研究センター・ホームページ
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（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。

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
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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（平成19年規程第27号）

　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9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。
　椙山人間学研究センターでは毎年、人間講
座や椙山フォーラムといった公開講座を開催
しております。平成25年度は特に、世界中
の国や民族の暮らしについて取り上げた講座
を中心に、非常にたくさんの方々にお越しい
ただきました。今年度の人間講座や椙山
フォーラムを通して、一つ感じたことがあり
ます。それは、さまざまな国や民族の文化に
ついて「知りたい」「学びたい」と思ってい
る人が、私達の考えている以上に多いのでは
ないか、ということです。では、このように
多くの人々が世界各地の文化に興味を抱くよ
うになっているのは何故なのでしょう。
　私達の暮らす地球上には190カ国以上もの
国があり、多彩な民族が暮らしています。そ
れらの国には、実に千差万別な世界観・価値
観・宗教観が存在し、自分達の持つそれらと
大いに異なることに驚かされます。言いかえ
るならば、私達は文化が多種多様であること
を知り、自分達の文化と比較することで、日
本の歴史・風土・文化の中で育まれた日本人
特有の文化的価値観を再発見することができ
ます。他文化を学ぶことに対して関心が高
まっている理由の一つには、こうしたことが
挙げられるのではないでしょうか。
　2013年に大きな話題となったニュースに、
富士山が世界文化遺産に登録されたことがあ
りました。日本の代表的な山が世界「文化」
遺産に選ばれた理由は、富士山は日本人の信
仰や日本の芸術創作の源泉であることや、文
化面においても非常に独特な価値を持ってい
ると評価されたためです。今回、富士山が世
界文化遺産に登録されたことで、世界に向け

て日本文化をアピールするための大きな力に
なると、国内で期待が高まりました。また
2013年は、出雲大社と伊勢神宮がそろって
遷宮を迎える記念すべき年でもありました。
出雲大社は1744年に造営されてから4度目
の遷宮となり、伊勢神宮の式年遷宮に至って
は、飛鳥時代に内宮（皇大神宮）の第1回遷
宮が行われて以来、62回目になります。こ
れらはまさに、古来より生き続けている日本
の伝統です。このように振り返ってみると、
2013年は、日本人が自分達の文化を見直す
機会にあふれた年であったと思われます。
　東日本大震災から約3年。災害が被災地に
遺した爪あとはいまだ深く、復興の道にはさ
まざまな壁が立ちはだかっています。そうし
た中、文化を見直し、日本人特有の精神や美
徳に改めて気づくことは、私達にとって大き
な希望となり、力となるのではないでしょう
か。古来より培われてきた日本人の精神、そ
の結集が絆となって、今後の我が国のあり方
を先導していくのではないかと思います。
　椙山人間学研究センターは設立以来、人間
について多方面から考察し、その知見を広く
提供できるよう努めてまいりました。今年度
開催された各講座を通して、これからの時代
を生きていくためのヒントを少しでもお届け
することができれば、幸いです。また、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、人間にまつわるさまざまな
研究結果・報告が載せられています。ぜひご
一読いただき、人間について理解を深めるこ
とで、新たな時代への指針としてご利用いた
だければと願っております。

2014年3月20日
センター事務室　大喜多優香

編集後記
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椙山　孝金　　（椙山人間学研究センター長）

戸部　栄一　　（椙山女学園大学生活科学部長）

江原　昭善　　（椙山女学園大学名誉教授

　　　　　　　 京都大学名誉教授）

香坂　玲　　　（金沢大学大学院准教授）他

関野　吉晴　　（武蔵野美術大学教授）

稲村　哲也　　（椙山人間学研究センター

　　　　　　　客員研究員　放送大学教授）

三浦　隆宏　　（椙山女学園大学人間関係学部講師）

黒栁　晴夫　　（椙山女学園大学文化情報学部教授）

（総合人間論）

渡邉　毅　　　（椙山人間学研究センター主任研究員）

（女性論）

東　　珠実　　（椙山女学園大学現代マネジ

メント学部教授）

影山　穂波　　（椙山女学園大学国際コミュ

ニケーション学部教授）

吉田　あけみ　（椙山女学園大学人間関係学部教授）

藤原　直子　　（椙山女学園大学人間関係学部教授）

小倉　祥子　　（椙山女学園大学人間関係学部准教授）

小川　奈保子　（椙山女学園中学校教諭）

（日本・アジア文化と人間）

飯塚　恵理人　（椙山女学園大学文化情報学部教授）

冨田　和子　　（椙山女学園大学生活科学部助教）

梅野　きみ子　（椙山女学園大学名誉教授）

（環境と人間）

野崎　健太郎　（椙山女学園大学教育学部准教授）

竹田　浩康　　（企画広報部長）

原田　美佳　　（企画広報部企画課職員）

大喜多　優香　（企画広報部企画課職員）

執筆者紹介



発行：平成26年3月20日
発行者：椙山人間学研究センター

〒464―8662　名古屋市千種区星が丘元町17番3号
電話　　　 052―781―1186（代）
　　　　　 052―781―7146（直）
U R L：http://shrc.sugiyama-u.ac.jp/
印刷：株式会社クイックス

「椙山人間学研究」第9号
Journal of Sugiyama Human Research Vol. 9




