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巻 頭 言

『後世へ伝えていくべきこと』
椙山人間学研究センター長

椙山　孝金

椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間
学研究第 10 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 10 年目にあ
たる平成 26 年度の活動成果の集大成になり
ます。

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

「椙山人間学研究」の発行といった形でアウト
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こ
とに真摯に取り組んで参りました。

今年度は設立 10 年目にあたります。本誌が
年々分厚く立派なものになっていく様を目の
当たりにして、本センターの実績が着々と積
み上げられてきていることを実感すると同時
に、今後の更なる発展に向けて志を新たにし
ていかなければという想いを抱きます。昨年
度に引き続き「人間講座」と「フォーラム」を開
催するにあたり、多くの方々のご支持を得る
ことができました。ご参加いただきました皆
様にこの場を借りて心から感謝申し上げます。

今年度は文化人類学を始め、地域研究・国
際関係論、社会学、建築学、美容栄養学などと
いった様々な分野から講師の先生方をお招き
し、「人間講座」と「フォーラム」を企画し開催
しました。まず、第 1 回人間講座『2.22、クライ
ストチャーチで何が起こったか：3.11、東日
本大震災との比較で』では、本学人間関係学部
教授であり、センター研究員の杉藤重信氏を
お招きし開催しました。杉藤氏は文化人類学
における家族・親族領域に関する研究を行っ
ており、オーストラリア・ニュージーランド・
ミクロネシアほかオセアニア地域をフィール
ドとして研究されています。杉藤氏は、クライ
ストチャーチ地震が日本人 28 名を含む、185
名の犠牲者を出した大都市の直下型地震であ
ったことを被災地の写真を交えながら説明さ
れました。そして、クライストチャーチ地震後
の大きな特徴として、コンテナを使用した商
店街の建設など、地震を観光資源として活用
する試みがあることを解説されました。後半
では、クライストチャーチでデジタル化によ
る地震の記録の保全が進んでおり、日本でも
東日本大震災以降、記録のデータベース化が
進んでいることから、個人の記録をデジタル
化して伝えていくことが重要であると述べら
れました。また、マオリ民族に伝わる地震の神
話について紹介され、このような民族的な伝
統行事も、シンボル的に機能して人々をまと
める力を持っているため、後世まで記録し伝
えることが大切であると語られました。最後
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に杉藤氏は、過去の経験を忘れず未来に生か
すことの難しさを指摘し、人々が自分の体験
を記録していくことが、未来の災害に立ち向
かうパワーになるとまとめられました。

第 2 回人間講座『手記で読む望月カズの生
涯──「韓国孤児の母」となった日本人女性の
話──』では、本学文化情報学部准教授であり、
センター研究員の樋口謙一郎氏を講師にお招
きし開催しました。樋口氏は東アジア地域研
究・言語政策研究を専門に、最近では韓国の
英語教育政策・多文化主義政策の他、コリア
ンのグローバルな移動とコミュニケーション
の様相に関する研究をされています。樋口氏
は、望月カズの手記をもとに、終戦前の生い立
ち、朝鮮戦争中の男児救済時の状況、その後
133 人もの孤児を育てた苦悩の道のりについ
て紹介されました。戦後の厳しい生活の中、女
手一つで子供達を育てるのは並大抵のことで
はなく、時には韓国赤十字社に自分の血液を
売って生計を立てたエピソードにも触れられ
ました。このような苦悩の中、どんなに貧しく
ても子供達を引き取ったカズの根底には、自
身も苦難の道を歩んだ孤児であり、幼い頃に
死に別れた両親への深い思いがあったのだろ
うと述べられました。また、反日感情の強い韓
国において、カズを理解し支援した韓国人も
たくさんおり、手記にはそういった人達への
感謝の念が率直に綴られていることを話され
ました。最後に樋口氏は、韓国では 1980 年代
にも口減らしなどの理由で海外養子となる孤
児がおり、カズはそのような社会状況の中で
孤軍奮闘した人物でもあることを忘れてはな
らないと語られました。

第 3 回人間講座『「私たちの中にある物語」
を語ることの意味─人生体験を語り、書くこ

とを考える』では、本学国際コミュニケーショ
ン学部教授の塚田守氏を講師にお招きし開催
しました。塚田氏は社会学を専門に、最近では
ライフストーリー研究、自分史研究、教師のラ
イフヒストリーに関する研究をされています。
塚田氏はロバート・アトキンソン著『私たち
の中にある物語』を参考に、自分史を書くこと
の意味について話されました。例えば、過去の
経験を書いて振り返ることで、その経験に意
味づけができ、書くことが自己肯定認識の可
能性につながると説明されました。次に、若い
学生にも「語る人生」があり、学生が自分史的
エッセイを書くことで「今までの自分」とは異
なる「新しい自分」への変革のきっかけの一つ
になると述べられました。また塚田氏は、自身
が自分史的エッセイ『浪人だった頃』を執筆す
ることになった経緯を紹介されました。かつ
て交通事故で友人を突然失った体験や、苦し
い浪人生活の経験など、自分の過去を執筆し
て振り返ったことで、さまざまな出会いがあ
り今の自分があることを実感し、過去の体験
を肯定的に再解釈できるようになったと語ら
れました。まとめとして塚田氏は、誰の心の中
にも語るべき豊かな物語があり、人間は「語り
ながら生きる」動物であり、「書くこと」は「生
きること」と同じではないかと述べられまし
た。

第 4 回人間講座『美肌づくりの栄養学─美
と食のかかわり─』では、本学生活科学部准教
授の大口健司氏をお招きし開催しました。大
口氏は分子栄養学、皮膚科学を専門に、科学的
根拠に基づく美容栄養学に関する研究をされ
ています。大口氏は、抗老化（アンチエイジン
グ）のための大事な要素として、長寿、健康、美
容があると説明されました。次に、老化による
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肌悩みの一つである「しわ」は、真皮網目構造
（肌の中にある、皮膚を支えるための構造）の
崩壊によってできるものだと解説されました。
その原因の一つに、太陽の紫外線による「光老
化」があります。また、余剰な糖質と体を構成
するタンパク質が体の中で糖化反応を起こし、
それによってできた糖化タンパク質が皮膚老
化を招くことも説明されました。糖化タンパ
ク質は糖尿病の合併症も引き起こすため、老
化と疾病両方の予防のために血糖値を下げる
ことが重要だと述べられました。後半では、し
わを予防するための食事について紹介されま
した。コラーゲン合成の促進にはビタミン C
が、細胞増殖の促進にはイソフラボンが必要
であり、また血糖値を抑えるために、間食を控
えること、低 GI 食品（血糖値の上がりにくい
食品）を選ぶことが大事であると話されまし
た。最後に大口氏は、外から肌のケアを行う

「外面美容」だけでなく、正しい生活習慣など
による「内面美容」にも心を配り、体の中から
きれいにすることを意識してほしいとまとめ
られました。

今年度の「第 31 回椙山フォーラム」は首都
大学東京名誉教授である深尾精一氏をお迎え
し、『幸せな都市～近未来の地域デザインとは
～』と題して開催しました。深尾氏は古い集合
住宅の再利用に着目し、集合住宅や住宅地を
画期的に甦らせるような設計／計画について
研究を進められています。

はじめに、本学生活科学部教授の村上心氏
が登壇し、趣旨説明と演者紹介をされました。
スライドの写真によって、海外で実際に行わ
れている集合住宅や団地の再生事例を紹介さ
れました。

第一部では「住まい・建築とライフ」という
テーマで、深尾氏より講演が行われました。深
尾氏は最初に、ヨーロッパの国々における集
合住宅再生の取組みについて説明され、次に、
日本で行われている集合住宅再生プロジェク
トを紹介されました。また、プロジェクト「実
験集合住宅 NEXT21」では、変化に対応した
集合住宅を実験的に造ることで、今後の集合
住宅を模索していくという事業が進められて
おり、深尾氏はこれらの事業を通して、全世代
にとっての魅力的な団地のあり方や、人々の
活気があふれるような建築デザインについて
解説をされました。

第二部では「シドニーの“Social Architect”」
というテーマで、人間学研究センター研究員
であり、本学人間関係学部教授の杉藤重信氏
が登壇されました。杉藤氏は本学で行われて
いるシドニーへの海外研修にて実施された住
宅地再開発などの活動について紹介されまし
た。また、シドニー西郊のコミュニティで活躍
するソーシャル・ワーカー達が “Social Archi-
tect” と呼ばれており、多くの人種が混在する
地域で支援活動を行い、地域デザインの調整・
実行役となっており、都市の再開発に重要な
役割を果たしていることを解説されました。

第三部のパネルディスカッションでは、参
加者からの活発な質疑応答が行われ、今後の
人間の暮らしのあり方についてより考えを深
める時間となりました。

我が国が未曾有の災害、東日本大震災を経
験してから、早くも 4 年の時が経とうとして
います。日本は未だ復興への道のりを歩んで
いる最中であり、一刻も早く被災地を再生さ
せるために力を注いでいます。しかし、私達に
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与えられた課題は復興だけではありません。
私達は東日本大震災を始め、過去に経験した
災害から得た教訓を胸に、今後の自然災害に
立ち向かっていく必要があります。また、二度
と同じ悲劇を繰り返さないために、その教訓
や知識を後世へと伝えていく義務があります。
これは自然災害のみならず、戦争問題、国際問
題、環境問題など、ありとあらゆる問題にも同
じことが言えるだろうと思います。そして椙
山人間学研究センターは、より一層深化した

知識を発信するだけでなく、その知識を未来
まで伝え残していく使命をも担っていること
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
へと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。
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第３１回椙山フォーラム
テーマ  ： 幸せな都市～近未来の地域デザインとは～
日 時  ： 平成26年11月29日（土）13:30～17:00
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
プログラム ： 
 趣旨説明・演者紹介 ： 村上 心氏（椙山女学園大学生活科学部教授）

【第一部】
基調講演 ： 「住まい・建築とライフ」
 講師　深尾 精一氏（首都大学東京名誉教授）
【第二部】
事例報告 ： 「シドニーの“Social Architect”」
 講師　杉藤 重信氏（椙山人間学研究センター研究員・椙山女学園大学人間関係学部教授）
【第三部】
パネルディスカッション：深尾精一氏、村上心氏、杉藤重信氏
 

【総合司会】
杉藤重信研究員：本日は、天候が回復しては
きましたが、お足元の悪い中、本学園へお越し
いただきましてありがとうございます。

ただいまから第 31 回椙山フォーラム「幸せ
な都市～近未来の地域デザインとは～」を始
めさせていただきます。

司会は、本学人間関係学部に所属しており、
また、人間学研究センター研究員である杉藤
が勤めさせていただきます。どうぞよろしく
お願いいたします。

それでは、開会に先立ちまして、本学理事長

の森棟よりご挨拶を申し上げます。

【開会挨拶】
森棟公夫理事長：こんにちは。私は、椙山女学
園理事長の森棟公夫と申します。よろしくお
願いいたします。また、杉藤先生からもお話が
ありましたが、本日はお足元の大変悪い中、お
越し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」という理念
のもとで教育を進めております。特に学園創
立 100 周年を記念しまして、2005 年に人間
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学研究センターを設置いたしました。その人
間学研究センターを中心としまして、さまざ
まな文化活動を行ってきておりますが、本日
は第 31 回の椙山フォーラムを開催させてい
ただく運びとなりました。講演の内容等は毎
回変わりますが、本日は、「建築」「幸せな都市」

「近未来の地域デザイン」をキーワードに、こ
れまでフォーラムのテーマになかった建築に
係る講演です。

最初に本学の村上先生に趣旨説明・演者紹
介を行っていただいた後、首都大学東京の名
誉教授であらせられる深尾先生に基調講演を
いただき、また、本学の杉藤先生が事例報告、
そして、最後にパネルディスカッションとな
っております。皆様にもパネルディスカッシ
ョン等に大いにご参加いただきたいと期待す
る次第でございます。本日はよろしくお願い
いたします。

【趣旨説明・演者紹介】
村上心氏（椙山女学園大学生活科学部教授）

杉藤研究員：それでは、まず、プログラムの最
初の村上先生をご紹介いたします。

村上先生は本学の生活科学部の教授であり
まして、ご専門は住宅地計画、住宅計画、建築

構法計画等であります。私は、今回この椙山フ
ォーラムを開催するに当たりまして、村上先
生にコーディネーターをお願いし、お引き受
けいただきました。本日これからの趣旨説明
及び演者紹介の中でご自身のことについても
触れられると思いますので、村上先生に話を
振らせていただきます。よろしくお願いいた
します。

村上心氏：ご紹介いただきました村上です。
本日は、ご来場ありがとうございます。

今回のフォーラムは、本学で教育として行
っている夏休み期間中のシドニー研修のため
学生を引率している際に、司会の杉藤先生と
ディスカッションしまして、日本の住環境の
将来の原型モデルのヒントはシドニーにある
のではないかという話をしたのがきっかけで
テーマが固まりました。

深尾先生のご講演と、杉藤先生のシドニー
報告の前に、まず私から「住まいと人間」につ
いて簡単にお話をし、最後に深尾先生、杉藤先
生の紹介をいたします。

まず「世界の集住」というトピックをお話し
します。人類が暮らしているところに都市が
できて、住まいができるわけですが、各国の集
住について簡単に見ていただきます。

二つ目のトピックは「リノベーション」、
再生と書いてありますが、この再生という言
葉は死んだものが生き返るという、少し印象
の良くない言葉です。深尾先生は大嫌いだと
いうことで、後で訂正されると思いますが、
再生を必要とする町というのは世界中を見渡
すと結構ありまして、それをまず紹介させて
いただいて、日本は例外になるのかどうかと
いうところを考えていただきます。続いて杉
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藤先生から「シドニーの“Social・Archi-
tect”」というタイトルでお話ししていただ
きますが、Social・Architectというのは何か
ということも簡単に紹介します。最後に、
我々の今いるエリアであるNAGOYAで一体
何を今後行っていくべきかについても簡単に
触れたいと思っております。
（1）まず、このスライドをご覧いただきたい

と思いますが、これは、イタリアのアルベロベ
ッロという世界遺産の町です。現代の都市に
あるような住宅ではない形式で、もともとは
農民が個々に自分の畑のそばに家を造ったも
ので、それがある程度集まると町になってく
るという成り立ちです。日本では、こういう形
式の住宅はありませんが、この当時のアルベ
ロベッロの技術、それから彼らの生活、ライフ
スタイル、その中でこのような形式が生まれ
ました。（2）このように、アルベロベッロの一

番大きな集団、都市ができてきます。今は観光
地として生き残っています。（3）これは室内で
す。非常に原始的に組み立てられており、石、
あるいはレンガ、人工的な焼き石などを積み
重ねて造っていきます。

アルベロベッロのすぐ近くにマテーラとい
う洞窟都市があります。もともとは非常にや
わらかい岩があって、岩の中をえぐった洞窟
の中で暮らしていました。周辺では色々な敵
が通りますが、敵が気づかなければ、ここで平
和に暮らせるという町を造りました。（4）中世
の頃からこのように比較的目立った町となっ
たのですが、もともとは細々と暮らしていま
した。
（5）室内はどうなっているかというと、原型

はこのような感じです。地形を生かしながら、
今ならばバーにしたら良い感じの雰囲気にな
っています。住まいとしてはどうかと思う部
分もあり、実際、奥の方には換気口があるので
すが、それがあまり機能していないので、カビ
臭い感じです。

（3）

（2）

（1）
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（6）こちらはパルテノンで、（7）こちらが現
在のアテネの町です。ローマからさかのぼっ
て数世紀、ここにギリシャの町の原型が生ま
れます。これは世界の初期の中でもかなり大
規模な都市で、こちら側は現代的な建物があ
りますが、このあたりは古いアテネの町並み
で赤い瓦があります。

次は、ローマです。（8）これは余談ですが、ミ
ケランジェロがデザインした衛兵の服です。

さすがはミケランジェロ、結構しゃれていま
す。この衛兵に就くことができるのはスイス
のある村の出身者のみということです。
（9）これもミケランジェロが造ったバチカ

ンのドームから撮った現在のローマの町並み
で、これについては深尾先生が後で詳しくお
話しされます。約 2,000 年前に原型ができ、
変化してきた町並みです。

（6）

（7）

（4）

（5）
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その後近代になって、イギリスを端緒とし
て産業革命が起こり、第二次産業により工場
ができて、そこで働く人達がたくさん集まっ
てきます。そうすると、住む場所がなくなって
くるわけです。先進的事例として、ローマ時代
のローマにも非常に高い人口密度の町があり
ますが、世界中でも同じような状況となりま
す。そうしますと、これまで一戸建てで暮らし
ていたような人々が、それでは土地が足りな
くなり、上に建物を積み重ねていきます。そし
て、集合住宅が生まれます。集合住宅が広い土
地を占めるようになって、もちろん戸建住宅
も残りますが、そこに現代都市の原型が生ま
れてくるわけです。

ただ集合住宅を造るだけだと、単に土地を
有効利用しているだけかと思いますが、そう
ではありません。集住には他にも利点があり
ます。一緒に住むことによって、例えば台風の
ときに、戸建て住宅にお住いの場合は、家じゅ
うの雨戸を全部閉めて、風におびえながら屋
根が飛んでしまわないか心配しますが、集合
住宅ですと、窓だけ考えていれば良いわけで
す。それから、泥棒の入り口も戸建て住宅だと
たくさんあります。一方、マンションの入り口
はオートロックで守られていますし、まさか

10 階まで泥棒が上ってきても、ろくなものを
持って帰れません。そう考えますと、安全や利
便性の面でどうやら集住というのは良いとこ
ろもあるのではないか、ということを人間は
考え始めます。

そこにタイミング良く技術の向上が起こり
ます。一番典型的なのはエレベーターという
技術です。階段で 100 階建ての建物を毎日上
り下りするというのはあり得ません。どうし
て数十階建ての集合住宅、マンションがこの
世に存在しているかというと、エレベーター
の発明がとても大きなファクターでした。こ
れは初期高級高層マンションの例ですが、ニ
ューヨークのマンハッタンでは 12 月 8 日は、
音楽好きには非常にメモリアルな日で、ビー
トルズのジョン・レノンが、彼が住んでいた
ダコタハウスの玄関で狂信的なファンに撃た
れて亡くなった日です。（10）こちらは彼が住
んでいた最高級アパート「ダコタ・ハウス」
です。これは、少し余談でした。
（11）これはマジェスティックというニュー

ヨークの超高層住宅です。マンハッタン島と
いうニューヨークの中でも限られた土地に人
が住んで、さらにそこで経済活動を行ってい
ます。どんどんと高い建物ができていきます。

（9）（8）
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それが 19 世紀後半の出来事です。人類が超高
層住宅を手に入れます。

一方で、20 世紀前半にはインターナショ

ナルスタイル、20 世紀後半ではモダニズム
といわれるスタイルの萌芽が見られます。
（12）これはウィーンの住宅展で、20 世紀

初頭、当時の最先端の住宅を設計しようとい
って建築家達が造った作品で、今ではこのよ
うな住宅は普通です。これが大体 100 年前に
造られています。当時としては非常に斬新で、
普及するまで多少時間がかかりました。
（13）これも当時の作品です。鉄筋コンクリ

ート造りの住宅が普及し始めるのが 19 世紀
から 20 世紀の初頭になります。

ル・コルビュジェというスイス生まれで、
フランスで活躍した 20 世紀の巨匠である世
界的な建築家がいまして、彼の得意なものは
鉄筋コンクリートを用いた建築です。彼が最
終的に行き着いた集合住宅の形というのはユ

（13）

（10）

（11）

（12）
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ニテという形です。これ自体は現在でも古さ
を感じさせません。（14）形式の特徴のみご説
明すると、ここにピロティがあります。１階部
分は柱だけ出して、駐車場やバイク置き場、あ
るいは出入り口となっています。それから、前
面のこの四角いファサードという部分は均等
に窓を造って、しかも、この窓というのは、先
ほど紹介しましたギリシャなどで多く使われ
ていた黄金比と正方形を用いたプロポーショ
ンとなっており、これでファサードをデザイ
ンすると、誰が造っても格好良くなると彼は
言います。

もう一つ重要なのは、石で造られている建
築でありながら、窓を大きくとるというのが
彼の特徴で、横に連続しています。上の石が落
ちてきそうですけど落ちてはきません。
（15）さらに、これがピロティのバイク置き

場、そして、次が屋上の様子です。屋根という
のは、大体水が漏らないように斜めになって
おり、日本の民家の屋根はほぼ斜めですが、鉄
筋コンクリートで造ると真っ直ぐの平らな屋
根ができます。そこでプールを造ったり、幼稚
園を造ったりして使えるのではないかとコル
ビュジェは言います。このような考え方が世
界では好評で、同じようなデザインに行きつ
き、先ほどコルビュジェがユニテで最終的に

造ったような、四角い鉄筋コンクリート、屋上
は真っ直ぐ平らであり、ピロティがあります。
こういった集合住宅が世界中に造られるよう
になります。我が国も例外ではなくて、いわゆ
る団地という形式の集住が生まれてくるわけ
です。
（16）これは 1970 年代にできたロンドンの

集合住宅、団地ですが、先ほどのユニテと変わ
りません。その後、この四角い鉄筋コンクリー
トの箱に少し飽きてきた建築家達がいろんな
試みをします。（17）これは、ロンドンのユニッ
ト型の集合住宅です。（18）これはウィーンの
アーティストが造った集合住宅です。（19）こ
ちらはオランダの、ユニット型のサイコロを
斜めにしたようなシルエット、（20）これはス
ウェーデンの超高層集合住宅ですが、ねじれ

（16）

（14）
（15）
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ています。名古屋駅前にも似たようなものが
あります。
（21）これはデンマークにある集合住宅です。

4、5 年前の世界集合住宅設計賞を獲った、コ
ペンハーゲンの若い建築家集団が造った集合
住宅です。これはよく考えてあって、バルコニ

ーをずらしています。バルコニーに家族が出
てくると、他の家族と挨拶ができるし、外で遊
んでいる人とも会話ができます。これだけ過
激なデザインをしながらも、考えていること
はすばらしいです。ＶＭハウスといいまして、
ＢＩＣという建築家集団ですが、僕の仲の良
い友人達です。

このような試みをして、集住自体は進化し
ていますが、今一番問題になっているのはヴ
ァンダリズム（破壊行為）、あるいは空室、空き

（19） （21）

（18）

（17）

（20）
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家問題です。先ほどお見せしたマッチ箱型の
鉄筋コンクリート集合住宅は今、敬遠されて
います。人口が非常に多く、住宅が少ない時代
には問題ありません。住む場所が欲しい、安全
を守れる場所が欲しいと人は思います。（22）
しかし、人口よりも住宅数が多くなると、古い
型式の集合住宅が真っ先に敬遠されまして、
このような落書きが起こります。僕はこの落
書きは場合によってはきれいだと思うのです
が、大多数の人は嫌がります。こういったもの
を消すのが大変になります。
（23）これはリバプールですが、港町で非常

に栄えていましたが、たった 20 年の間に人口
が半分になりました。余談ですが、その混乱の
中で悪いギャング達がリバプールの町に出没
しまして、その中からビートルズが生まれる

わけです。
そういった、いわゆる都市のスラム化とい

うことが、戦後建てられた建物、特にマッチ箱
型の集合住宅や団地で起こります。我が国は
さらに急速な超高齢社会になっていますが、
何となく気楽に暮らしていけそうな気もしま
す。今日は、そのような日本、あるいは愛知、名
古屋に住んでいる我々が、近い将来一体どの
ようなことが起こって、それにどう対応して
いけば良いのかということについて、後半に
ディスカッションしたいと思います。

（24）これは屋上に増築するなどの工事を行っ
て、普通の四角い建物を快適にしようという
試みを行っています。（25）これは、玄関を少し
格好良くしています。平らなファサードをで
こぼこさせて格好良くしようという、物理的
なことを行っています。（26）これは壁にアー
ティストが絵を描くということをしています。
この絵、ここに注目してほしいのです。

これは、ワシントンの団地をＮＰＯが公共
団体から３ドルで売ってもらって、さらに莫
大な補助金をもらって建て直したというすば
らしい事例ですが、彼らが行った一番重要な
ことはコンピューター技術の訓練室を造って、
住民に無料で授業をしたことです。なぜそん

（22）

（23）

（24）
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なサービスをするかというと、家賃を払って
もらうため、収入がない住民を出さないよう
にしないといけません。住宅地が失業者であ
ふれることを防ぐためにこの職業訓練室を造
ります。これがコンピューターの訓練室です
が、ヨーロッパでは美容室などの訓練室がた
くさんあります。（27）それからもう一つ、これ
は今の事例ですが、こちらは彼らのＮＰＯの
本部です。

もう一つの事例は、アムステルダム南東の
郊外にある干拓地にビルメミアという団地が
あり、ここも非常に荒れ果てていました。でき
た頃はしゃれていて、ハニカムと言いますが、
六角形型のとても大きな住棟が造られました。
先ほどお話したル・コルビュジェという建築

家が提唱した超高層と緑地という概念に基づ
いて、なるべく高い建物に住んで、残りは緑地
にして都市を造ったほうが良いのではないか、
という思想で造ったものです。
（28）ところが、それが破綻しまして、こちら

は抗議している人ですが、抗議集会の代表の
方です。（29）これは当時の「悪がき」達です。今
見ると意外に普通ですが、当時にすると非常
に過激なファッションです。

そこでビルメミアの団地で何を行ったかと
いうと、住居を取り壊し、駐車場も犯罪の温床
になっているから取り壊そうとしました。さ
らに行ったのは、学校の教育プログラムを作
ること、失業者を雇用すること、団地の住人た
ちが仕事をつくることをしました。それから、
オフィスを誘致するために 25,000 平米のオ

（27）

（26）

（25）

（28）
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フィスをただで貸し出すことをします。また、
オランダ語が話せないという人が多く住んで
いるため、オランダ語を教えるプログラムを
作りました。

このようなことを行って、このビルメミア
は立ち直ります。（30）こちらの左側が無償の
オフィスです。長く続いていた住棟を一部切
り取った住棟です。これは何かというと、団地
の１階に誰でも来られるような住民のための
オフィスを造ります。管理している人もいる
のですが、そこに来て、皆が気楽に立ち寄れる
ような管理事務所を造ります。このような試
みをして、今はとても住環境が良くなってい
ます。

もう一つ、韓国のソウルの例を紹介しまし
ょう。ソウルもマンションがたくさん建って

います。行かれた方はご存知だと思いますが、
高層マンションだらけです。ソウルでは、環境
の価値がかなり敏感に価格に反映してきます。
（31）ある韓国のマンションで僕の大学院の

後輩が行った事例ですが、住民と一緒にビオ
トープを庭に造ったことで、マンションの価
格がぐっと上がりました。（32）ソウルに行か
れたらわかりますが、これは、自動車道で塞が
れた清渓川という川をもう一回復活させたも
のです。これもすばらしい都市再生事例です。

以上のポイントをまとめます。私は、建築学
が専門ですが、建築学は生まれて約 4,000 年
と言われています。

今、これまでの歴史で確立した建築の概念
だけでは地域や町や住宅が良くならないとい
うことに社会は気づき始めています。地域や

（29）

（30）

（31）

（32）
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町や住宅を良くするためには何が必要か。社
会経済的なデザイン、環境のデザイン、空間の
デザインの３つを同時に行わないと、人々は
幸せにならないのではないかということを私
は考え始めました。

これは少し余談ですが、そのようなことを
書いた本「貨幣・緑・壁」を僕は建築ジャーナ
ル社というところから出しましたので、よろ
しければご覧いただければと思います。

自分の仕事を簡単に紹介しますと、中川運
河キャナルアートというイベントを毎年秋に
開催しております。中川運河は今年で 80 周年
であり、すばらしい運河ですが周りが倉庫だ
らけです。ここでアートをやろうということ
になりました。（33）これは倉庫をアートにすると
いう一昨年のイベントです。

（34）今年行ったのは、浅井さんというパリ
で活躍しているアーティストで舞踏家ですが、
彼がプロデュースして運河の上でアートを行
いました。鈴木バイオリンというお店が沿岸
にあって、我々の目的は中川運河の流域をク
リエイトとアートのための町にしようと名古
屋市に提唱しまして、ご賛同いただき、市から
も強力にバックアップしていただきながら活
動を続けています。
（35）これは、ヴァンダリズムで壁に落書き

してあるものを白く塗り直しました。塗り直
したけど、半年後には元通りです。（36）先日、
倉庫で結婚式もプロデュースしました。
（37）私は高蔵寺ニュータウンも 20 年ほど

調査フィールドにしておりまして、そこでＵ
Ｒフリースタイルハウス、これはＵＲと協働

（34）

（33） （35）

（36）
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で、UR の中の DIY（Do・It・Yourself）とい
う仕組みを使って、フリースタイルハウスと
いうものを提案しました。これは、典型的なコ
ルビュジェ型の集合住宅があるニュータウン
ですが、こういう賃貸住宅をアーティストの
ための部屋にしたらどうかとか、あるいは、こ
れは博士の部屋で、黒板が壁になって、そこで
何でも書けるようになっています。（38）これ
はアパレルデザイナーのための部屋、こうい
った部屋を賃貸住宅で供給すると、若い人達
が入ってくるのではないかという提案を３大
学が連携して行いました。
（39）実際に１件だけ実現しました。そのオ

ープニングパーティーの様子ですが、行った
ことは簡単です。壁を全部取っ払って、長いテ
ーブルを置き、ご飯も食べることができ、勉強

もでき、デザインの制作もできるという部屋
を造りました。
（40）一方で、空き家の一軒家を利用しまし

て村上研究室のショップ、雑貨屋をオープン
しました。これは高蔵寺ニュータウンにあり
ました。期間限定ショップでしたので、もうク
ローズしてしまったのですが、近所の方に大
変喜んでいただきました。
（41）星ヶ丘の街でファッションショー、フ

ァッションコンテストを行っています。これ
は私もプロデュースしていますが、星ヶ丘の
町を何とか良くしようという活動をしていま
す。

それから、もう一つ宣伝ですが、星ヶ丘周辺
には５つＵＲの団地がありますが、そこを持
続可能な団地にしよう、荒れ果ててはいけな

（38）

（37） （39）

（40）
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いということで、ＵＲと協働で「持続可能な団
地構築ユニット」というのをつくりました。私
がユニット長をさせていただいております。
クリスマスイベントがありますので、ぜひお
越しいただきたいと思います。

以上のような歴史からやや足早に、現在、何
が世界中で起きているか、また、星ヶ丘、椙山
あるいは村上が何をしているかというお話を
しましたが、ここで演者の紹介をいたします。

最初に基調講演をいただきますのは、首都
大学東京の名誉教授でいらっしゃいます深尾
精一先生です。ご専門は建築計画、そして建築
構法、これは学問的なご専門です。一方で、建
築家としては建築学会作品賞も受賞されてお
り、デザイナーとしても著名な方です。

深尾先生のご講演の中でも紹介されると思
いますが、「ＮＥＸＴ 21」という先進的集合住
宅を設計されました。この集合住宅は、世界で
も有名です。今日は「住まい・建築とライフ」
というタイトルでお話をしていただきますが、
後半のディスカッションに通じるように深尾
先生にもたくさんの事例をもとにいろんなコ
メントをしていただく予定です。

その後、最初に申し上げましたが、私と杉
藤先生がこのフォーラムのテーマについて話

し合ったきっかけになりましたオーストラリ
アですが、そのアボリジニを研究対象の一つ
にされております、文化人類学の専門家であ
る杉藤重信先生に「シドニーの“Social・
Architect”」というタイトルで、建築家以外
の人たちがどのように住まいづくりに参加し
ているかというお話をしていただきます。そ
の背景には、オーストラリアを始めとしたニ
ュージーランド、ミクロネシア、オセアニア
地域での多民族の社会を杉藤先生はフィール
ドとして扱っておられまして、そのご経験か
らの解説をしていただきます。このお二人の
お話の後に私を含めた３名で再びディスカッ
ションしたいと思います。会場の皆様もそれ
にぜひご参加いただきながら進めていきたい
と思っておりますので、途中、休憩を挟みま
すが、ぜひ最後までお楽しみいただければと
思います

【第一部】住まい・建築とライフ
深尾精一氏（首都大学東京名誉教授）

杉藤研究員：村上先生、どうもありがとうご
ざいました。それでは引き続きまして、第一部
の基調講演をしていただきます深尾先生をご

（41）
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紹介いたします。深尾先生、どうぞよろしくお
願いいたします。

深尾精一氏：皆さんこんにちは。ただいまご
紹介いただきました深尾でございます。今日
は椙山フォーラムにお招きいただきましてあ
りがとうございます。

今日は、「幸せな都市～近未来の地域デザイ
ンとは～」というタイトルですが、未来のこと
は誰にもわかりません。私にもわかりません。
ただ、未来のことを考える一つのきっかけに
なるのは、歴史を考えることです。歴史という
のはそのために勉強するものだと思います。
先ほどの村上先生のお話も、歴史的に少し振
り返って今後のことを考えよう、ということ
でしたけれども、私も歴史をひも解いてみた
いと思います。

今日のお話は住まいについてですが、集合
住宅に焦点を当てて、短い時間ですが、お話し
します。

日本の集合住宅の歴史は、他の国に比べる
ととても浅いです。関東大地震の後、1925 年
ぐらいから同潤会のアパートが建ち始めまし
た。これより前は軍艦島という長崎の集合住
宅が例外としてありますが、ほとんど日本に
はありませんでした。その後の 25 年間、それ
ほどたくさん建ちませんでしたが、1950 年
ぐらいから公営住宅の建設が始まり、その後、
日本住宅公団、今のＵＲができて、どんどん建
ちました。さらに、1975 年頃になると、民間
のマンションがたくさん建つようになります。
逆に、公営住宅のような標準的な設計は少な
くなっていきます。2000 年になると、公共集
合住宅の新築はほとんどなくなります。こう
いう 25 年ごとの歴史をたどってきたわけで

すが、ともかく 100 年の歴史もありません。
それに比べて、紀元０年と書いてある、ロー

マの集合住宅についてお話します。先ほどの
村上先生の写真にありましたが、あれはルネ
サンス時代の写真で、ローマ時代の写真では
ありません。ローマには紀元０年前後に３階
建ての集合住宅が建っていました。その頃か
らローマには集合住宅があったのですが、だ
からといって、ヨーロッパもずっと集合住宅
があったわけではなく、例えばロンドンもロ
ンドンの大火で燃えてしまった後に集合住宅
が建つようになりました。パリでも、現在のパ
リの町はすごく美しいのですが、あの町は
1850 年以降の町です。それでも、日本に比べ
ると倍の長さの歴史を持っています。

今日のお話では、人の生活に活気を与える
建築・都市の寿命について、「長寿社会にあっ
て、どうあれば、生涯を豊かな人生にしてくれ
るだろうか。それは人間以外の他の生物の命
を守る環境に違いない」ということを最初に
申し上げておきます。それでは、集合住宅の歴
史からお話をしたいと思います。

パリの北部モンマルトルの丘の麓にシテ・
ナポレオンという集合住宅があります。（1）こ
れは 1853 年、今から 160 年前に建った集合住
宅で、今でも残っていて、人が住んでいます。

（1）
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つまり、160 年ぐらいは集合住宅に人が住め
るということです。（2）こういう形式でして、
真ん中にトップライトがある吹き抜けがあり、
ここから各住戸に階段でアプローチするとな
かなか素敵です。今、このような集合住宅があ
ったら、ここをコミュニティゾーンとして、建
築家が設計しても評判になるぐらいのものが
160 年前に建っていました。エントランスの
ところには日本と同じような郵便受けがあり、
このような住宅になっています。これはナポ
レオン３世が命じて造らせたと言われている
集合住宅です。かなり素敵ですよね。
（3）このスライドはパリの古い集合住宅を

紹介している良い本ですが、左側のようにこ
のような形の断面図ですが、この集合住宅は
歴史的にいって、今見てもとてもおもしろい

のですが、この後、出てくる集合住宅とは形式
がかなり違います。（4）スライドの右側はパリ
の遺産になっているという記号です。左側は、
これは「今も住んでいて、プライベートなとこ
ろだから入っていけないよ」と書いてあった
のですが、私はフランス語が読めないので入
ってしまいました。モンマルトルの近くの住
宅です。この周りがいわゆるパリの集合住宅
です。街区型と呼ばれていますが、道路があっ
て、道路の周りに沿って住宅があり中庭があ
るという形式が、パリの 19 世紀後半に形づく
られた、パリのというか、ヨーロッパ大都市の
家になります。シテ・ナポレオンはこういう
真ん中でアプローチするため、ここだけこの
ような大きな長方形の形になっていますが、
この後にこういった形式はあまり建てられな

（2）

（3）

（4）

（5）
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くなったということです。（5）これは、建物が
建ったときの銅版画でしょうか、向かって左
側ですがパリには何にも建物は建っていませ
んでした。もっと中心部には建っていました
が、モンマルトルの丘の麓あたりは何も建っ
ていなくて、ぽつんと社会住宅として建った
というものです。

次になりますが、同じ頃、また別のものが建
っています。地図で見ると、パリの北東の方向
にギースという町があり、そこにファミリス
テールというものがあります。ストーブなど
をつくる鋳物の工場です。150 年以上前にこ
この経営者のゴダンという人は、理想的な会
社をつくろう、従業員を大切にする会社をつ
くろうと言ってこのような立派な社宅を建て
ました。中庭があって、当時、空想的社会主義
と呼ばれました。ここで住民たちがお祭りを
したり、いろんなことをします。周りが集合住
宅です。（6）断面だとこういう形ですが、（7）当
時は鉄筋コンクリートなどはありませんから、
れんが造りで、床は木でできています。（8）中
を見るとこのような形で、かなり広い住宅で
す。これは幹部の社員の部屋だと思いますが、
自社製のストーブがついています。鋳物工場
ですからとても暑い工場で、皆苦労して働い
ていて、共同浴場があるので、仕事が終わると

まさに日本の銭湯のようなお風呂に入って、
先ほどの社宅で生活をします。ガス灯、これは
食堂です。社宅に付随した食堂で、今は（9）ガ
ス灯ではなく、電気を使っていますが、こうい
ったものがあります。

（9）

（8）

（7）

（6）
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（10）東棟というところでは、プロプリーテ・
プリヴェという言葉は、「人が住んでいるん
だから、他の人は入ってこないでね」という
ような意味だと思いますが、一部は今でも人
が住んでいます。150 年間、このように集合
住宅を使い続けています。やはりヨーロッパ
は長く物を使い続けるという歴史があるわけ
です。（11）これがいわゆるパリの町並みです
が、これは 19 世紀の後半、1850 年頃からオ
ースマンという人がパリを大改造して、アパ
ートがどんどん建てられたというわけです。
（12）パリに行かれる人は、たくさんいらっ

しゃると思います。奥にエッフェル塔が建っ
ていますが、これはモンパルナスタワーとい
う超高層ビルがパリのど真ん中に１本だけ建
っておりまして、パリ市民から評判が悪い建

物なのですが、これに上ると当たり前ですが、
モンパルナスタワーが見えなくなりますから、
このてっぺんはパリでは一番すばらしい場所
ですが、パリ通の人は絶対このビルに上りま
せん。しかし、私は強くお勧めします。特に朝
10 時オープンなので、晴れた日の朝 10 時に
上ると西の方が本当にきれいで、パリという
町はどういうふうにできているかというのが
非常によくわかります。ですから、こういうこ
とにご関心の方はモンパルナスタワーに朝
10 時に上がることを絶対お勧めします。

このように見ると、例えば先ほど申し上げ
たように、パリは、オースマンが道路を放射状
にしたので三角形だらけですから、道路に囲
まれた街区というところに集合住宅が建って
います。この集合住宅は日本のように方位を
気にしないので、通りに面したところにリビ
ングルームがあり、中庭側に水周りなどがあ
ります。19 世紀の後半にこうして町が集合
住宅によって建てられたのですが、この中庭
がどんどんひどくなっていきます。どこでも
そういう形式なのですが、中庭は見えないと
ころだからといって勝手な増築をしたり、不
衛生になったりして、色々な社会問題が起き
ます。この中庭をどうにかしなければいけな

（12）

（11）

（10）
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いというのが、例えば先ほどのコルビュジェ
の広い野原にぽんと建てましょうという提案
のバックグラウンドだったわけです。こうい
うものを見ても、中庭がひどそうですね。パリ
のホテルも小さいホテルだと安い部屋は中庭
に面していて、高い部屋は通りに面している
ということでご経験がおありかと思います。

これに対して、20 世紀に入り、もっと健康
的な造り方をしましょうという方向に変わる
のですが、1980 年代に入って、先ほどの版状
の、四角いものというので良いのだろうかと
いう反省が建築家の間に起きて、（13）例えば
これは 1882、83 年頃にできた建物なのですが、
リカルド・ボフィールという建築家が造った
コロンという建物で、これは英語で広場のこ
とをサーカスと言いますね。丸い、それは建物
で囲まれた広場みたいなところをいうわけで
す。ここの場合も、広場を復活させるのにこう
いった建物で造りましょうというのを、1980
年代に入ってまた行われるようになって、そ
れをアパートで造りましょう、集合住宅で造
りましょうということになりました。これは
中庭側です。ただ、中庭が暗くなってしまうと
いうのは反省をしましょう、中庭を住みやす
くしましょうという形で、リビングが中庭に

面した形で造るという提案をしています。こ
れは、当時、ポストモタニズムという一つの運
動の典型的なものと言われました。
（14）おもしろいのは、僕は何度も行ってい

るので、色々な時期によって雰囲気が変わり
ますが、リビングは中庭に面していて、夜行く
と、カーテンがかかっておらず、全部ガラス張
りのため、明かりで中のリビングの様子がま
るで見えてしまいます。ただ、彼らは、寝室は
プライベート空間で、そこは絶対見せないの
ですが、リビングは半パブリックの空間だか
ら見せて平気という考えで、そういった生活
をしています。
（15）これは、アンリ・ソヴァージュという

建築家が、20 世紀初頭にこのパリの一角、モ
ンパルナスタワーから歩いて数分のところに

（14）（13）

（15）
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アパートを建てます。これは今で言う環境共
生的にセットバックさせて植物を植えて、非
常に緑豊かですが、100 年建っているアパー
トです。とてもきれいです。なぜこれほどきれ
いかというのは、一つには、設計者が一生懸命
設計したということ、もう一つは、タイルを張
ったことです。日本のマンションはみんなタ
イルを張っています。これは世界的に見ても
のすごくまれなことで、タイルというのは高
級材料です。外壁に張ると、凍害という吸水し
て凍ってしまう危険性があります。ですので、
陶器ではなく、そうならない磁器のタイルを
張るというのはとても贅沢なことです。ヨー
ロッパでタイルを張るなどという集合住宅は
ほとんどありません。日本のマンションはみ
んな張ってあります。

不思議なことに建築家は絶対タイルを張り
ません。マンション業者はみんなタイルを張
って、皆さん、タイルが好きで買っているので
すが、建築家はタイルを張りません。しかし、
このアンリ・ソヴァージュさんは 100 年前に
タイルを張っています。パリに行くと、地下鉄
の内側にも白いタイルが張ってあります。

（16）当時の地下鉄というのは非常に雰囲気が
悪いのと、この当時、まだ蒸気機関車が走って
いたのですかね。ロンドンの地下鉄はチュー

ブと呼ばれていますが、蒸気機関車が地下鉄
の中を走っていましたから、とんでもない状
況でした。そこをきれいにするために白いタ
イルが開発されて、今でもパリの地下鉄の内
壁は白いタイルです。このタイルを外壁に張
ってみたというのがソヴァージュさんの集合
住宅です。張ってみたら 100 年経ても非常に
きれいです。

さて、話が 20 世紀に入ります。（17）1920 年
代に入って、ベルリンで勤労者向けに、ジード
ルンクと呼ばれる集合住宅団地の建設が始ま
ります。これは、数年前にユネスコの世界遺産
になっています。日本では世界遺産になると
大騒ぎしますが、このベルリンには７つぐら
いジードルンクがあり、そのうちの６つが世
界遺産になっています。世界遺産の中に今で

（17）

（16） （18）
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も人が住んでいます。ブリッツの集合住宅は、
ブルーノ・タウトという日本にも来て、桂離
宮の再発見をしたということで有名な建築家
が設計しました。そのブリッツはブルーノ・
タウトがベルリン市にいるときに手がけた集
合住宅です。真ん中に馬蹄形の中層４階建て
の集合住宅があり、その周りに２階建てのテ
ラスハウスと呼ばれる連続住戸があって、そ
の外側にまた中層の住宅があります。
（18）これがブリッツの集合住宅ですが、右

上にユネスコ世界遺産と書いてあります。
（19）真ん中の馬蹄形のところはこのような形
で、これは20世紀に入って1925年ぐらいから
ですから、鉄筋コンクリートが手に入って、そ
れを自在に使えると、こういうバルコニーが
自由につくれます。19世紀までは鉄筋コンク

リートがなかったので、今の日本の住宅のバ
ルコニーみたいなものは造りようがありませ
んでした。ですから、パリの町並みの集合住宅
はほとんどバルコニーがありません。鉄筋コ
ンクリートで造れるようになると、やっぱり
バルコニーがある方が良いのだというので、
こういうふうに造ります。（20）こんな形です。
（21）これは、世界遺産ですが、今でも取り引

きされていて空き家が出ると、こういう看板
が出て、売りますよと、中をリフォームして、
水回りは現代風にきれいにしています。屋上、
屋根裏部屋のリビングはこのような形になり
ます。買いませんかということで、世界遺産の
住戸が取り引きされます。

このブリッツ集合住宅はテラスハウスにな
っています。１戸 1 戸全てにとてつもなく細
長い庭がついています。細長い庭の真ん中に
歩道があって人が通れます。だけど、車は入っ
てくることができません。けれども、一番重要
なのは、一つの住戸に対して全て車が通れる
大きな道路が面していることです。「接道」と
言います。これはある意味、京都の町の構成と
ほぼ同じような形であり、アムステルダムも
そうです。全部車の道がつながっています。

（22）これは外側の中層の部分で、鉄筋コンク

（21）

（20）

（19）
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リートのバルコニーがついていて、道路があ
って、という形になっています。

次はカール・レギンというまた別のベルリ
ンの、1928 年にブリッツより少し遅れて建
ち始めた集合住宅についてご紹介します。こ
の1922年から32年までの10年間というのは、
建築の歴史の中で極めて濃密な 10 年間で、こ
こでの変化というのは本当におもしろいです。
１年ごとに世の中が変わっていくぐらいでし
た。その後、世界大恐慌が起きて、戦争に入り
変化が止まるのですが、この住宅はヨーロッ
パのパリでお見せしたような街区型です。道
路が周りにあって、ロの字型に集合住宅を造
るのですが、中庭をもっと健康的にしようと
いうので、一方を空けてあるわけです。
（23）これは道路に面した側です。よく見る

と、これは、モダニズム、近代建築の走りなの
で、れんがで建てていてはできなかった、コー
ナーウィンドウというのですけど、角に窓を
あけています。これは組積造、れんが造りでは
絶対できません。鉄筋コンクリートだとでき
る手法です。

それから、こういったバルコニーを造りま
す。当時の人、技術が、こういうことができる
ようになったからこういうことをやろう、そ
れが表現になるという、アートとハードのつ
くり方が一体となって大きく変化していった
わけですが、街路に対してのつくり方はこの
ようになっており、一方で、中庭側のところは、
中庭がスラムになることを防ぐために健康的
できれいなグリーンにしようということが行
われたわけです。（24）今行ってもとてもすて
きなグリーン、いわゆる団地というのはこう
いう緑が多いとよく言われますけど、そのよ
うな形になっています。 私に言わせると、こ
れは接道といって全部車がアプローチできる
道路が接しているんです。しかし、きれいなグ
リーンがあるということで、私はここまで戻
るべきではないかと実は思っています。

次にシラーパークの集合住宅では、もう少
し公園的になって、団地的、緑の中に住棟があ

（24）

（23）

（22）
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る造り方をします。これもブルーノ・タウト
のもので、造り方としては、れんがも入ってい
たのではないかと思いますが、表現として角
の部分を欠きたいという、それまでの建築と
は違うという雰囲気のデザインをしています。
これなんかは典型的に角の部分をれんが色に
したくない、これだけで当時のモダンなデザ
インになるでしょうという形になっています。

先ほども村上先生がモダニズムと呼ばれる
モダンなアーキテクチャーの例を示されまし
たが、1926 年から 28 年ぐらいの３年ぐらい
でこういったものが世界中で建ち始めます。

（25）これは、今でもベルリンに残っている、リ
ュックハールトという建築家のテラスハウス
です。1928 年のものです。とても格好良い住
宅です。ガラスブロックというのは当時から
ある材料です。

（26,27）これはヴァイセ・シュタットとい
うまた別のジードルンクで、当時、鉄筋コン
クリートで、このような道路をまたいで集合
住宅ができますよとか、角のところをこんな
ふうな連続した窓ができて、集合住宅ができ
ますよということを行った例です。これは
1929年からの建設ですから、1925年頃に対し
て1929年になるとこんなことが始まるという

ことです。
（28）次がジーメンスシュタットという団地

がありまして、これはジーメンスというドイ
ツの巨大な電気産業会社があり、そこの社宅
というか従業員のための住宅として造られた
もので、これは巨大な団地です。1929 年から
1934 年ぐらい、今の６つのジードルンクの中
では相当後期になるわけですが、これはヘー
リングという建築家が造ったもので、このよ
うなデザインです。（29）当時、評判があまり良
くなかったのだそうですが、今見るとなかな
かすてきなデザインだと思います。世界遺産
ですから、今行くと説明の看板が立っていて、
今も住人が住んでいます。
（30）これが平面図です。階段があって、階段

（26）

（27）

（25）
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の両側に住戸をあて、プランは日本の共同住
宅、団地の住宅とほぼ一緒に見えますが、実は
これで面積が 58 平米ありまして、日本の団地
の 40 何平米より３割か４割広いです。同じ間
取りでありながら広さがあり、今でも皆さん

快適に住んでいます。その点については、日本
の住宅を考える場合、難しいのです。（31）この
住宅になると、車が通る道路は南側だけです。
奥は舗道になってしまいます。つまり、これが
団地です。車が走れる大きな街区に囲まれて
いるのでなく、公園みたいなところに住棟が
建つという、これが私に言わせると、いわゆる
団地と呼ばれるものの走りではないかと思い
ます。

戦後の日本の団地はほとんどそうなってい
ます。これは、緑が豊かな空間の中に団地が造
られているという面はあるのですが、別の言
い方をすると、戦後に住宅をたくさんどんど
ん建てなければいけないときに、道路を造っ
ているお金がない。道路を造ると、自治体がそ
この管理をしなければいけません。それまで
村だったようなところに突然町を造って、そ
こに道路をたくさん造ったら、自治体の財政
は破たんしてしまいます。だから、町を造り、
公団が最低限の道路を造って団地を造ってい
ます。それが今、日本にある団地です。それは
日本だけではなくて、日本はヨーロッパに倣
って造ったのですが、ヨーロッパ中がそうで
した。私はそのことが一番大きな問題と思っ
ています。

（31）

（30）

（29）

（28）
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（32）これはライプチッヒ、旧東独の例です。
同心円状の住宅で、ニーベルンゲンシードル
ンクと呼ばれています。ただ、これも全て接道
しています。住戸に対して道路がきちんと通
っています。これは、先ほど私が言ったような
意味では団地ではありません。

団地という言い方をしたのは、日本の建築
の基準は、建物はきちんと敷地ごとに１棟建
っていて、それが道路に面していなければい
けないという法律になっています。ですが、建
築基準法の 68 条というところに一団地認定
という条項があって、一団地認定という条項
を使うと、それ全体で一つの敷地の中に建物
がたくさん建っていていいよということにな
っていて、そのルールで日本の団地はほとん
どできています。実はそのことがこれから大

きな足かせとまでは言いませんが、問題にな
ります。
（33）これはパリの 1960 年代に建った集合

住宅で、彼らはこういうことが好きですから、
うねうねと中層の集合住宅を造りました。

（34）これは完全にヴァンダリズムが起きて、
ひどい荒れた団地になってしまい、ほとんど
を取り壊してオープンスペースをたくさん造
ろう、それで、外断熱改修といって断熱改修を
しましょうということで、今、大きなリフォー
ムをしている最中です。1980 年代ぐらいに
一回断熱改修をして、こういった外壁をした
ら、その後、ヴァンダリズムでこのような状態
になってしまって、また改修をしようという
状況になっているところです。
（35）こういったのが典型的な団地です。建

（34）

（33）

（32）

（35）
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物と道路の関係が全然ありません。団地の脇
に巨大な道路があって、これは高速道路みた
いなものです。その脇に駐車スペースがあり
ます。
（36）オランダに行きます。 村上先生がビル

マメーアの話をされましたが、オランダは建
築屋にとってはとてもおもしろいところです。
1920 年代にアムステルダム派という建築家
集団が出てきます。（37）これは、20 世紀に入
ってから建った、とてもすてきな茅葺の建物
です。（38）オランダ人はおもしろい、冗談好き
な人たちですから、こんなものが町に走って
いたり、そういう建築家集団がアムステルダ
ムに 1920 年代にこういう集合住宅を建てま
す（39,40）。とてもすてきな集合住宅でした。

ところが、ロッテルダム派というのがあり
まして、アムステルダム派とロッテルダム派
は常に競争しており、Ｊ．Ｊ．Ｐ．アウトという
建築家が頑張ったのですが、水平線を強調し
たデザインです。いわゆるモダニズム的な建

（36）

（38）

（39）

（37） （40）



Journal of Sugiyama Human Research 2014032

フォーラム報告

築を標榜して、それが主流になります。アムス
テルダム派はその後なくなってしまって、ロ
ッテルダム派の系統がオランダの町を造るこ
とになったのだと思いますが、これがロッテ
ルダム派の集合住宅です。（41）

そこの一角に、ロッテルダムの西の方です
が、シュパンヘンという集合住宅があります。

（42）これはブリンクマンという建築家が
1921 年ぐらいに造ったもので、これも街区型
と呼ばれる 19 世紀後半の集合住宅の反省で
す。20 世紀に入ってもさらに街区型の集合
住宅ができていたのですが、このブリンクマ
ンは、大きなゲートを造って、外側と中庭を一
体につなぎましょう、中庭もすてきな空間に
しましょう、という提案を 100 年近く前にし

ました。
（43）これは 1921 年に造られたのですが、村

上先生と一緒に 17 年前にこの建物を見に行
きました。見に行ったときは白かったのです
が、（44）右上がオリジナルな形で、れんがで外
壁をそのまま見せているというものでして、
1980 年代に入ってこの団地がひどく荒れて
すさんでしまって、しょっちゅう事件が起き
るようになりました。ロッテルダム市として
放っておけないというので、少しでも明るく
しようと、1985 年に真っ白いペンキを全部
塗ってしまいました。

塗ったら、しばらく快適になりました。とこ
ろが、またそれが荒れてきて、これは公共集合
住宅だったのですが、2008 年ぐらいに、これ
を民営化して、半分分譲もしくは賃貸するこ

（41）

（42）

（43）

（44）
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とが計画されます。もう 100 年近いものです
から、文化財として扱って、その文化財に住め
ますよというアナウンスをして快適な集合住
宅に変えようということになりました。モレ
ナールさんという、この分野が得意な建築家

が、まず、この白いペンキをどうやったらはが
せるか、れんがを傷つけないではがす方法を
検討して、躯体だけ残して全部はがしました。
100 年前の躯体で、れんが造りですので、床は
木でできています。まだ鉄筋コンクリートが
一部この建物の場合だと使われていますが、
このような状態です。（45,46,47）ここまではが
して、床暖房やキッチンを入れて、2013 年の
春に完成して、今はとてもすてきな団地とし
てよみがえっています。
（48）３階のところに道路、空中歩廊があっ

て、ここから１戸１戸の住宅にアプローチし
ます。だから、３階部分に通りがあると言って
も良いかと思います。これは６月ぐらいの写
真ですが、その通りに住民が出て、本を読んだ

（45）

（46）

（47）

（48）

（49）
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りしている、とてもすてきな団地によみがえ
りました。（49）この住宅は 100 年経っていろ
んなステージを経て、この団地自体が生きて
いると言ってもよいかもしれません。

オランダでは 1990 年ぐらいになって、アパ
ートも良いけれども、もっと低層の方が人の
住みかとして良いのではないかと、一つ一つ
に専用の庭や専用の船着き場があるという住
宅が 1990 年頃すごく増えます。

そのときにもう一つの傾向として起きたの
は、自分の家の前の庭の部分はそれぞれの人
の管理領域にして、パブリックなスペースは
やめようということです。パブリックなスペ
ースをつくると、コミュニティーとして良い
という感じがあるかもしれませんが、結局管

理の責任が曖昧になる。もしくは公共が管理
をしなければいけなくて、それが負担になり
ます。それでしたら住まい手に管理をしても
らうという形に切り替わります。
（50）左側、ひどいと思いますが、庭に全部塀

を造って、「自分の家の部分です」と示してい
ます。ところが、この方がきちんと管理されま
す。ただ、右上の写真の人はあまりきちんと管
理をしない人です。荒れ放題になっています
が、他の人たちはすごく管理をしています。

このようにヨーロッパの幾つかの国ではか
なり傾向が変わってきています。（51）これは
先ほど例があった、村上先生が話されたビル
マメーアという団地です。信じられないぐら
い巨大な団地で、一回飛行機がぶつかったこ
とがあるぐらいの団地です。長大な団地なた
め、1980 年代に入って、空き家率がどんどん
増えて、先ほどのようにかなり改修が行われ
ました。
（52）これはオランダの北のほうのフローニ

ンゲンという小さな町の改修の事例ですけれ
ども、大きな通りがあって、そこの通りに面し
て大きな長い住宅があり、その奥にいわゆる
団地型の集合住宅がありました。こういった
団地型の集合住宅にすると、通りと隔絶され

（50）

（51）

（52）
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てしまうため、この住宅の中を切って、新たに
道路を造ります。新たに道路を造ると、一つの
昔の街区になります。躯体はそのまま生かし
て、エレベーターも設置して、廊下も造り、こ
ういった形で生き返らせています。
（53）これもオランダの集合住宅の、アムス

テルダムの例です。５階建ての階段室型の集
合住宅があったのですが、奥の部分、木造で屋
上に２階増築をしています。これも巨大な長
い住棟だったのですが、２階の高さで繰り抜
いてしまって、建物の向こう側とこちら側の
外部空間を連続性のあるようにします。（54）
さらに、ここにエントランスを造って、中に入
るとエレベーターが新築でついていて、その
屋上のところにアプローチできます。屋上２

層分に新たに入居者が入ることによる収益に
よって、全体の改装をするというプロジェク
トをしています。かなり大胆なことをしてい
ます。
（55）これはデルフトの例ですが、右上のよ

うな住宅が、高層と中層の組み合わせで、平行
配置の日本の団地みたいなものが建っていた
のですが、この団地をやめようということに
なります。やはり囲み型、これは、道路は造ら
ないので、街区型ではないのですが、ロの字型
に全部変えていくことになりました。
（56）ここは、私は何度か行ったのですが、

2009 年の段階で全部中を抜いてしまって躯
体だけの状態にして、2011 年にはこういっ
たものに生まれ変わっています。（57）中庭が

（53） （55）

（54） （56）
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すてきな空間になっていて、ここのデッキの
下が全部駐車場になっています。
（58）これはハーグの近くの例ですが、手前

側が既存の住宅で、これをリノベーションし
て増築しています。

次、フランスに参ります。パリの郊外は本当
にすてきな町並みもありますが、荒れた団地
は、日本人は近寄ってはならず、行くとしても
車から降りてはいけないと言われました。
（59）これは世界都市であるリヨンの例です

が、写真は、世界遺産の町並みから撮ったもの
で、版状の集合住宅が建っています。（60）まず
巨大な住棟を 1,200 戸取り壊します。ここの
住民は半数がまた再入居します。2003 年か
ら始まって 2012 年が完成年期です。（61）それ
に対して、もうおわかりになると思いますけ
ど、19 世紀的な町並みにしよう、そのために
はここに大きな道路を１本引こうということ
をしています。新しい建物はコンペをして、建
築家がデザインして、バラエティ豊かな町に

（59）

（58）

（57） （60）

（61）
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しましょうということです。
（62,63）これは長い住棟を半分なくしてし

まって、切り取ったところに少しリッチな住
宅を新たに造って分譲するという例です。手
前側の部分だけが新たな部分です。建築家に
よっては全部壊してしまうのではなくて、長
大なものにバルコニーをたくさんつけたり、
上側に変化をつけたりして、既存のストック
を活用しましょうという提案をしている人も
います。（64）
（65）今度はパリに戻ってパリの西北の方の

ニュータウンの事例ですが、1970 年頃建っ
たこのような集合住宅があります。パラボラ
アンテナがついているのは、おそらく移民の
方が住んでいらっしゃり、自分の国の放送を

衛星放送で聞くということだと思います。で
すので、パリの郊外に行くとパラボラアンテ
ナだらけです。日本だと集中アンテナを１個
つければ良いのですが、彼らはそれぞれ出身
の国が違うから１戸１戸についています。

（63）

（62）

（66）

（65）

（64）
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（66）これも、つながっていた巨大なアパー
トを切って、ここに道路をつけるとロの字型
になります。道路は新しく造った道路です。両
側がつながっていました。こういう都市改造
をしています。
（67）それから、レジデンシャリザシオンと

いうのですが、ここに今、日本のブロックのよ
うなもので塀を造っています。団地の集合住
宅は、もともとはオープンなわけです。ところ
が、この団地の中でさえこういう塀を造って、
この塀の中はオートロックで、ここの住棟の
住民しか入れないということにします。ここ
へ住んでいる人は決して富裕層ではなくて、
むしろ移民の人などですが、アパートをオー
トロックにすると、この中は自分たちの領域
だからきちんと大切に使おうという意識改革
が起こります。全体が安全になります。そうい
うことで、それを彼らはレジデンシャリザシ
オン、フランス語で「レジデンスにする」とい
うことをしています。

左側のブロックがついているのは、大改修
を行い、空き家が出たときにコンクリートブ
ロックで塞いでしまいます。塞がないと、そこ
から不法侵入されて、不法占拠で住み始める
と居住権が発生して、工事ができなくなるか

らです。
（68）また別の事例をお見せすると、これは

パリの北東のシャルル・ド・ゴール空港に近
いところですが、一部を切り取って減築して
います。そこに道路を引きます。 団地を細分
化していくことをしています。これは、日本の
集合住宅とほぼ同じ形の階段室型と呼ばれる
住棟です。その階段室１個分の幅を切り取っ
ています。単純でわかりやすいでしょう。階段
室でアプローチしている１個分を切り取って、
なくして、そこに新たに道路を引くというこ
とをしています。

左側はもうリノベーション済み、右側はこ
れから大規模改修をするということ、その前
に、減築といいますけれども、真ん中を削り取
っているんです。（69）レジデンシャリザシオ

（67） （68）

（69）
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ンといってこのような塀を造ります。あれは
ごみ収集ボックスです。設計者に案内しても
らったのですが、ここから先は住民の領域と
のことです。（70）これを行っているのは、実は
ＡＮＲＵという国がつくった組織、Ｒeｇｉｏｎ
という県に相当するところ、そして町の３者
が、それぞれ３分の１ずつ負担しています。つ
まり、道路を造るというのは公共の仕事です
から、それに対して国もバックアップしてい
ます。日本の団地も国策として戦後、道路をけ
ちって造ったのですから、国として追加投資
をすべきだと思います。道路を住民が造ると
いうことはあり得ないことですから、やはり
どこかが造らなければいけません。それをフ
ランスではきちんと国が面倒を見ているとい
うことです。

（71）これは、パリの郊外の住宅地なのです
が、日本は電線があって見た目が悪いとか、日
本の住宅地は統一感がないと言いますが、こ
れはパリの郊外のレジデンスです。住民が塀
の中はきれいにお花を植えるなどしています
が、集合住宅でも同じように管理をしましょ

（74）

（73）

（72）

（71）

（70）
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うということであると、私はレジデンシャリ
ザシオンを理解しています。
（72）荒れた団地というのはどうなるか。こ

れもパリのニュータウンの例ですが、放火が
されるなど、とんでもないことが起きてしま
います。

でも、ここの町も直さなければいけないと
いうので、ソーシャル・アーキテクトという
ような人が入って、住民たちと話し合って、ど
ういうことをしたら良いかを考えます。（73）
例えば塀を造って、ここから中はあなた方の
領域ですとしたり、また、植え込みを少し造る
と、あの向こう側は住民たちの領域だよとな
ります。（74）これは別の塀です。乗り越えよう
と思ったら乗り越えられるわけですが、ここ
で領域が明確になるということです。駐車場
は怖くて入れないような駐車場でしたが、こ
こも住民と一緒になってどうしたら安全な駐
車場になるかということを話し合って、塀を
造ったりします。（75）フランス語でレジデン
スと書いてあります。日本が集合住宅のこと
をマンションと呼んでいるのと同じような感
覚かと思います。
（76,77）2005 年にはこんな状態だったもの

を、建物としては、オランダみたいなことはし

ていないのですが、きれいに白いペンキを塗
ったりして、町全体も、安全になるでしょうと
いうことをやっています。
（78）左側の人はニコラ・ビュシューという

僕の友人ですが、３０歳前後のときにこの団

（75） （76）

（77）

（78）
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地に入り込んで、この町をどうしたらいいか
を考えました。彼は建築家ではなくて、都市計
画と中国哲学を勉強したというすごい人です。
本当に荒れすさんでいたニュータウンなので
すが、彼と一緒に歩くと、住民がニコラさんに
挨拶をします。このようにきちんと地域に入
っていって、どういうふうにするかという、キ
ーパーソンになるような人が本当に大切だと
思います。この方は今はどんどん偉くなって、
自分で団地に入ることはもうしていないので
すが、そのような人です。
（79）では、日本はどうしたらいいでしょう

か。パリも 19 世紀後半、1850 年から 1900 年
までの間にできた町で、そのときにできるこ
と、例えば屋根はアスファルト防水ができな
いので、マンサードという屋根をかけます。そ
れが今のパリの景観になっています。バルコ
ニーはできないから、バルコニーはほとんど
ありません。それで、仕方がないから鉄でバル
コニーを造りました。それで、この街が形成さ
れた。ある意味、技術が限られた時代の 50 年
間の、それもかなり投資が行われる土壌があ
ったときにこのパリの町並みはできました。

日本は集合住宅という歴史がない 20 世紀
後半に、フランスなどから勉強して団地型の

集合住宅を造りました。これをどうするかと
いうのは大変大きな問題だと思います。一つ
の大きな問題は、1925 年に集合住宅の建設
が始まったのですが、それが鉄筋コンクリー
トという魔物のような技術の普及と一緒の時
期でした。鉄筋コンクリートを使ってアパー
トを建てるというのがベースになってしまい
ました。それが大きな問題だと思います。つま
り、パリは石と木で集合住宅を造る歴史があ
って、その後、鉄筋コンクリートという技術が
入ってきたときに、適材適所でうまく使って
います。日本はそうではありません。

さらに、戸建て住宅と日本のアパートは造
り方が全く違います。そこの連続性がないと
いうところも大きな問題かなと思います。

（80）上は同潤会アパートです。これはドイツ
のジードルンクなどの影響を相当受けて造ら
れています。

５階建ての集合住宅でエレベーターはあり
ません。先ほどエレベーターができて高層建
築ができるという話がありました。ロープの
エレベーターというのはローマ時代からあり
ます。しかし、1853 年ぐらい、最初のシテ・
ナポレオンというアパートができた頃に、ア
メリカでオーチスという人が、ロープが切れ

（79） （80）
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てもかごが落ちないエレベーターを発明しま
した。それで、それなら安全だということでエ
レベーターが広まって、1875 年ぐらいから、
シカゴで高層のオフィスビルが建つようにな
りました。

つまり、安全なエレベーターができて、高層
ビルが建つようになったのです。そのエレベ
ーターができた頃には、電気はまだなく、ガス
灯でした。したがって、そのオーチスが造った
エレベーターというのは、蒸気機関で動いて
いました。1800 年頃から蒸気機関ができて、
産業革命が起きて、エレベーターが建物を変
えたときはまだ蒸気機関でした。それを前提
にビルというのは建っているので、東日本大
震災などで電力が足りなくなったときにエレ
ベーターを止めるというのは、僕に言わせる
と本末転倒です。おもりとのバランスで動い
ているので、エレベーターというのはそんな
に電力を食っていません。エレベーターを止
めるということは、高層ビルを否定すること
です。空調、エアコンというのは、電気ができ
るようになってから始まりました。だから、節
電するときには冷房は止めましょう。だけど、
エレベーターを止めるのはやめましょうと僕
は言っています。相当余談になりましたが、エ
レベーターというのはとても大切なもの、快

適なものです。
東京都がこの公共集合住宅をスーパーリフ

ォームといって 1998 年ぐらいから大規模改
修し始めて、エレベーターをつけましょう、中
の内装を変えましょうということを始めまし
た。国土交通省はその後追いをして、1999 年
からトータルリモデル事業といって、エレベ
ーターをつけましょう、全体の費用対効果が
しっかりとしたら補助金を出しましょうとい
う仕組みを動かし始めました。（81）最初５年
ぐらいで、全国で色々な試みが行われて、エレ
ベーターをつけてアプローチできるようにと
いうことを行いました。

エレベーターは何といっても高額です。こ
れは日本で寡占状態になっていることもあっ
て、500 万円でエレベーターをつけられるよ

（82）

（81） （83）
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うにしようと、国土交通省が開発促進をして
コンペをやりました。実は、このコンペの審査
委員長を僕が務めたのですが、でき上がった
エレベーターはこういうものです。（82）僕に
言わせると、こういうものではだめです。これ
は、バリアフリーにもなっていません。階段の
踊り場に止まるというエレベーターです。エ
レベーター業界に風穴をあけるためにはこれ
ぐらいしか仕方がなかったのですが、これで
は魅力がないですよね。（83）手を入れるのだ
ったらもっと魅力的にしなければいけないの
ではないかというので、これは私がまだ大学
にいる頃、大学の研究室でデザインして、取り
壊す予定の集合住宅につけてみました。この
ぐらい格好良いものにしないと若者は団地型
集合住宅には来ないと思って造りました。
（84）これは、「ＮＥＸＴ 21」といって大阪ガ

スが 1993 年に造った実験集合住宅です。大阪
ではわりと有名になりましたけれども、発案
が 1990 年というバブルのときで、大阪ガスが
社会貢献のために、研究実験費として 25 億円
出すので、近未来型の集合住宅を造ってくだ
さいと僕の師匠の先生に依頼があって、チー
ムを作って、私もそれに参画して造りました。

これは今でいう環境共生型、チョウや鳥と
いった自然と一緒に住む、緑豊かな集合住宅

を造りましょうということで、1990 年から
企画が始まっていろんなことをしました。そ
の後、1994 年から５年間、社員もしくは関連
会社の社員が実験台として、18 戸の住宅に
住みました。いろんなデータをとって、あの人
は夜、あの人は朝お風呂に入っているとか、そ
んなことまで全部データとして採られてしま
うのですが、実験をして、その後、１年置いて
中を全部リフォームして、実は今年また第４
フェーズという実験が始まりました。つまり、
ずっと居住実験を、もう四半世紀になります
が、続けている建物です。

燃料電池という言葉をご存じだと思います
が、この建物は当初、地下室に 100kw の燃料
電池を入れて、大阪ガスが供給している天然
ガスを使って、全ての電気をここで賄い、そこ
から出てくるお湯で給湯もしよう、冷房もし
ようという建物です。当時は一般の人は燃料
電池という概念を全く知らなかったですが、
おそらく世界で初めて実用化を試みた建物で
す。つまり、関西電力から電気を買わないで、
ここで自立した生活をしています。当時、まだ
電力事業法が改正前だったので、大阪ガスは
住民に電気を売ることができませんでした。
この建物は大阪ガスの社員が実験台として住
んでいるため、電気代は無料という仕組みで、

（84） （85）
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その実験をしました。
（85）このプロジェクトを行った仕組みです

が、この絵で言いたかったのは、私は建物全体
のスケルトンと呼ばれる骨格をデザインした
チームの一員でした。ここの中に 18 戸の住宅
が入っており、13 人の独立した建築家が全
部住戸の設計をしました。幾つかは居住者を
先に決めて、その人の注文に応じて造ります。
ポイントは、建物全体の設計をする人と１戸
１戸の住宅を設計する人は直接会話をしては
いけないというルールで、真ん中にインフィ
ルコーディネーターという人を立てて、その
人を介して、当時はメールがなかったので、全
て何千というファックスをやりとりして１戸
１戸の住宅の設計をしました。
（86）これは、コの字型になっていますが、敷

地がこの大きさしかないからこの形なのです
が、街区型、周り全体が道路だったときのロの
字型のヨーロッパ的な形態にしようというこ
とにしました。その中に日本的な路地が縦横
無尽に走っています。路地を意識した形で躯
体を造っていますが、路地は躯体から持ち上
がっていて、その下に設備が走っています。設
備のメインのシャフトは住戸の中にありませ
ん。日本の集合住宅というのは、上の階の汚水

が自分の家の中を通っているのです。ほとん
どの住宅がそうです。村上先生や私はそれが
問題だと思って、排水管というのは住戸の外
に造りましょう、そうでないとリフォームが
しやすくないですよという運動をこの 20 年
間ぐらい行ってきました。この住宅は全体の
縦シャフトが全く独立したところにあって、
戸建て住宅地と同じように道路を通して排水
が流れるし、水道、ガスが通るという造り方を
しております。
（87）さらに、その下がったところに植物を

植えて、地面と同じレベルに草があります。こ
れは、できたとき秋に植えたばかりです。春、
夏、冬になるとまた景色が変わります。つまり、
マンションの中の廊下が道路であって、そこ
を歩いていると季節を感じるし、自分の家を

（86） （87）

（88）
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出た後、右に行ってもエレベーターに行ける
し、左に行ってもエレベーターに行ける、そう
いった普通の町みたいな造り方をしました。
本当に季節ごとに変わります。
（88）無駄みたいなことですけど、外壁の位

置も変えられるという仕組みです。一番上が
当初の様子です。真ん中の家の人が家のプラ
ンを変えたいと言い出したので、外壁の位置
を変えることになりました。足場なしで変え
るシステムです。今でも実験していて、見学者
がありますし、大阪ガスに頼むと見せてもら
えると思います。

一番うれしかったのは、ここで住民の人が
子供の写真を撮っていたことです。戸建て住
宅に住んでいると、子供が小学校に入るとき、
ランドセルを背負った写真を自分の家の玄関
の前で撮りますよね。アパートに住んでいる
人が、そのアパートの入り口の前で撮るので
しょうか。撮るようなアパートにしなければ
だめでしょうというのが僕の主張だったので
すが、このお父さんはこのアパートの中でた
くさん写真を撮ってくれていました。

最初の話に戻りますが、ヨーロッパの事例
をいろいろとお話しました。日本は条件が違
うというお話をしました。建物というのは住
まいの舞台、そこで生活が営まれているので

すが、生活はライフですよね。ところが、（89）
英語の Life という言葉は、生活も Life、活気
という言葉も Life、寿命も Life と言います。
長寿というのも Life です。生涯も Life、人生
も Life、生物も Life、命も Life です。これは英
語だけではなく、ドイツ語もフランス語もほ
ぼ同じらしいです。フィンランド語は違うら
しいです。彼らはアジアの血を引いているの
かもしれません。

英語を話す人、つまり、これらの言葉全てを
Life と言うような物の考え方・人生観を持っ
ている人と、我々日本人は同じ考え方でいい
のでしょうか。実は、最初こういう話をしよう
かと思って、この題を考えたのですけど、村上
先生と相談しているうちに話の内容が全然違
う話になりました。しかし、やはりこのことは
大きな問題かなと思います。できれば、後のデ
ィスカッションのときにこういった話もでき
たらと思います。本当に不思議ですよね、英語
の人たちはどういう使い分けをして Life と
いう言葉で話しているのだろうかと思います。
ということで、Life と英和辞典を引いていた
だくと、最後に出てくる終身刑というのもラ
イフというのだそうです。

ということで、私の話を閉じたいと思いま
す。どうもご清聴ありがとうございました。

（89）
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【第二部】シドニーの "Social Architect"
杉藤重信氏（椙山人間学研究センター研究員・
椙山女学園大学人間関係学部教授）

杉藤研究員：第二部を始めさせていただきま
す。司会者と発表者がかけもちですので、司会
とあわせて次の報告をさせていただきます。

私の報告は、今までのお二人のご発表のよ
うに建物の写真はほとんどなく、人間に係る
事柄を中心に報告をいたします。

発表の流れですが、まず背景としてオース
トラリア及びシドニーについて、住宅の状況
や社会の状況について報告します。また、
Social Architect という言葉についても、その
概要をご紹介申し上げます。

村上先生も触れられましたが、このフォー
ラムの企画の発端になったのが本学の海外研
修として行っているシドニー研修でして、人
間関係学部では 20 年ほど前からシドニー研
修を続けています。これについてあわせて報
告をさせていただき、それと関連のある今回
の報告の内容についてお話いたします。今日
のお話はシドニーの西の郊外の町を舞台にし
ています。その町での学生の活動についてご
報告いたします。

さて、オーストラリアは 1788 年に植民が始
まります。ですから、先ほどの村上先生のお話

の中でいうとパリの建築が始まるよりも若干
古い時代ですが、シドニーの町の建設という
のはほぼ同時期になろうかと思います。

シドニーは、オーストラリアで最初の植民
地でして、最も古い街区でもあります。1800
年代の末までに本報告の舞台となるシドニー
の西に位置するリバプールやキャンベルタウ
ンあたりの都市開発が始まっています。村上
先生はイギリスのリバプールの写真を紹介さ
れましたが、イギリスのリバプールにちなん
でリバプールと名付けられました。

19 世紀末には、小都市がありその郊外で農
牧業が行われているという、そういう景観で
した。それが、太平洋戦争後、日本とほぼ同時
期でありますが、ベビーブームが起こり、新規
の住宅開発の必要からニュータウンが建設さ
れます。今日は、19 世紀末までにでき上がっ
た中心市街地の、その周辺に新しく住宅地建
設が始まった街区についてお話します。日本
と違うところは、中高層のいわゆる公団形式
の建築ではなく、ソーシャルハウジングを含
めて低層住宅で建設されているという住宅地
です。

皆さんが持っておられるシドニーのイメー
ジというのはおそらく、白人が多く住むシド
ニーであって、オペラハウスやハーバーブリ
ッジ、そして、一方、コアラやカンガルーのよ
うな、豊かな自然をイメージされるものだと
思います。しかし、シドニーは多民族の町でも
あります。もちろんシドニーだけではなく、オ
ーストラリアそのものが多民族の国家です。

ただし、もともとは 1901 年にオーストラリ
ア連邦が成立して以来、白豪主義という移民
政策を取り、白人中心の国家形成を目指した
時期がありました。しかし、太平洋戦争が終わ
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って、イギリスの力が弱くなり、オセアニアや
アジアから手を引くようになると、オースト
ラリアはアジアからの移民を受け入れて多民
族国家へと変貌を遂げることになります。

シドニーの市内にはチャイナタウンやコリ
アンタウンあるいはスパニッシュビレッジと
呼ばれる一角が存在します。さらに、西の方の
郊外に足を伸ばしますと、アッシュフィール
ドという町は、現在はリトル上海というニッ
クネームがついているほど中国人がたくさん
住んでいます。さらに西に行くとオーバンと
いう地域では駅前にモスクがあり、イスラム
系の人々が多く居住しています。さらに西に
行ってカブラマッタ、ここはリバプールの郊
外の一つですがベトナム系の住民がたくさん
住んでおり、駅前の看板はほとんどベトナム
系の文字が書かれています。一体ここがどこ
の町かというのがわからなくなるような感覚
になります。

今回は、マオリ及び太平洋諸島民のサモア
の人々がシドニーの郊外の住宅地においてさ
まざまな支援活動を行っているということを
報告させていただくのですが、このシドニー
の西の郊外にはマオリや太平洋諸島民が比較
的多く居住していると言われています。

さて、オーストラリアは、先ほど申し上げた
ように、1901 年の連邦成立のとき以来、白豪
主義、それから、統合主義という移民政策をと
ります。つまり、白人が中心のオーストラリア
であり、英語主体のイギリス・アイルランド
的な生活様式に統合する移民は受け入れるが、
その他は受け入れないというものです。しか
し、1970 年代以降、多民族多文化を受け入れ
る移民政策へと転換をします。しかし、最近の
15 年は両方の動き、多民族主義と、それから

統合主義とが連邦政府の政策の中で揺れ動き
ます。労働党が政権をとっているときと自由
党が政権をとっているときではその方向性が
シフトしてしまう、非常に複雑な状況が生ま
れています。

シドニーは 1788 年の植民開始以来、最初の
都市として生まれ、そして、現在も最も人口の
多い都市で、オーストラリアの経済の中心地
です。そして、シドニーの郊外のリバプールや
キャンベルタウンも含めてグレーター・シド
ニーという広域行政区をつくって、中心市街
地に加えて郊外の行政機関を統合するような
システムが現在では導入されています。また、
このグレーター・シドニーの中でさまざまな
都市計画がつくられていて、こちらはビジネ
ス、こちらは重工業、ここは軽工業という具合
に、もともとあった旧シドニーの市街地から
スプロールアウトして、郊外へ郊外へと都市
計画の輪を広げてきています。

グレーター・シドニーの都市開発の特徴と
しては、都心部においては、超高層建築を建築
する場合 19 世紀以降に建てられた建築では
建物の外壁を残して内部を超高層化していま
す。また、郊外では、低層の住宅地が開発され
ていきます。さらには、低所得者住宅を含む住
宅地をさらに外部に押し出して、住宅開発が
行われています。私たちが訪問しているシド
ニーの最も西に外れている地域も例外ではな
く、低所得者住宅を追い出して、比較的高級な
住宅地に再開発を行っています。

もともとオーストラリアの住宅開発のポリ
シーは、多文化主義的に混住ということを狙
っています。経済的にも民族的にも多様な
人々がともに住まうという、そういう住宅地
を開発するというのがもともとの開発ポリシ
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ーでした。
ところが、そうはなかなかうまくいってい

ません。1970 年代以降、新住民が増えてきた
わけですが、世代を重ねた移民、旧移民と新移
民は状況が明らかに異なります。旧移民は英
語圏社会へ同化し、そして、経済階層がさらに
上昇していきます。ところが、新移民は英語に
未習熟ですので、当然のことながら英語を使
う業務には就くことができません。非熟練労
働に就かざるを得ず、結果として低所得にな
ります。当然のことながら住宅問題としては
低所得者用の住宅に入る以外には方法がない。
郊外の住宅地には低所得者住宅も含んで建設
が行われました。これは混住というポリシー
があったからです。

ところが、理想的には混住させることで良
いのですが、現実には、例えば非行少年の問題、
あるいは非熟練労働者が非定期雇用によって
短期間で職を失うといったことが犯罪を招き
ます。今日のお二人のご報告の中では、例えば
ヴァンダリズムという言葉が出てきています。
公共施設の破壊や落書きですね。

加えてさまざまな犯罪行為、例えばドラッ
グやギャンブル、あるいは暴力事件などの社
会問題が起きます。大人だけの問題ではなく、
当然のことながらその子供たちが問題を起こ
すわけです。親の経済階層と密接に関連して
います。非行、飲酒、ドラッグ、暴力、それから、
低年齢の女性の妊娠、出産なども起こるわけ
です。加えて、たくさんの民族が入り込んでい
ますので、民族間の対立ということも加わり
ます。日本にはない状況かと思われます。その
民族間同士は、新たにやって来た民族たちが
低所得者で、非常に不安定な状況に置かれて
いますので、民族紛争といった社会問題を引

き起こすことになってしまいます。
さて、ここで関連して、本学における海外研

修をご紹介しようと思います。1997 年に人
間関係学部のシドニー研修が始まりました。
当時、心理学、社会学、教育学の 3 専攻からな
っておりましたので、それぞれの領域テーマ
を含む研修である必要がありました。シドニ
ーで行いますが、英語研修を主たる目的とは
しない海外研修というのを企画したわけです。
大きなテーマとしては、多民族国家のオース
トラリアのシドニーにおいて異文化理解の状
況について学ぶことを研修の目的としました。

2005 年に村上先生が所属している生活科
学部の生活環境デザイン学科と連携が始まり
ました。そして、2007 年に教育学部との連携
が始まりまして、以降、3 学部が共同でシド
ニーにおいて海外研修を行っております。

2008 年から「キャンベルタウン・プロジェ
クト」と我々が呼んでいるプロジェクトが始
まりました。その意図は何であったかという
と、心理学・社会学・教育学を主体とする人
間関係学部、建築デザインを主体とする生活
科学部、学校教師と保育士を養成する教育学
部、この 3 つの学部が共通のテーマで学べる
場所はないかということでキャンベルタウン
を選びました。このキャンベルタウンという
ところで地域活動や教育活動、住宅地再開発
問題を主題として合同のプロジェクトを開始
したのです。地元の地域活動を行っている
人々にご協力を依頼して、以来、現在に至るま
で「キャンベルタウン・プロジェクト」を実施
しています。

さて、2008 年、キャンベルタウンの中心の
視察を行い、アートセンターの活動について
学びました。当時、センターは先住民のアボリ
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ジナルアートに焦点を当てておりました。
2009 年は新型インフルエンザの流行でシド
ニー研修を中止しましたので休止し、2010
年には、キャンベルタウンの中心地の視察や
アートセンターの地域活動、非行少年たちの
ミュージカル作成プロジェクトの紹介を受け
ました。

2011 年から 2013 年にかけては、郊外住宅
地やショッピングセンターの視察、それから、
高校訪問やコミュニティワーカーたちによる
ワークショップを実施しました。そして、本年
度はリバプール市のミラーという住宅地のコ
ミュニティセンターの活動視察を行い、ワー
クショップを行いました。また、キャンベルタ
ウン市におけるコミュニティセンターの活動
視察も行いました。コミュニティキッチンと
学生たちによるワークショップになりました。

さて、ソーシャル・アーキテクト（Social 
Architect）というのは何かということなので
すけれども、言葉自体は日本では 2000 年ごろ
から使われるようになってきます。思想系、情
報系あるいは建築系の人たちが使っておりま
す。アーキテクチャは原意としては、建築学、
構造ですが、例えば情報系の人たちは情報の
社会的技術的基盤のことをアーキテクチャと
呼んでいます。

さて、共通の含意からアーキテクトとは、社
会的ネットワークを構築する人として建築家
とのアナロジーがあると思われます。また、最
近では町おこしにかかわる人々もソーシャ
ル・アーキテクトという呼び方をしているよ
うです。また、若手の建築家には、最近自分は
アーキテクト（建築家）であると同時にソーシ
ャル・アーキテクトであると名乗っており、
本人だけでなく専門家以外の参加を求める流

れを主張し、ソーシャル・アーキテクトとい
う呼び方をしている方もいます。

本報告で申し上げるのはシドニーの西の郊
外、リバプールやキャンベルタウンのコミュ
ニティワーカーたち、コミュニティで働くソ
ーシャルワーカーたち、地元の人たちが彼ら
のことをソーシャル・アーキテクトと呼んで
いたということにちなんで、彼らの活動が都
市再開発に重要な役割を果たしていることに
触れたいと思っています。

グレーター・シドニーの地理的な場所とは

図 1 でご確認ください。シドニー中心部の西
にリバプールが位置し、その南西にキャンベ
ルタウンが位置します。キャンベルタウンは、
1882 年に自治体宣言をした町で、1968 年に
はシティ・オブ・キャンベルタウンを宣言し
ています。1970 年代になると、グレーター・
シドニーの戦略プランとして主要な衛星都市
地域の一つとされます。1976 年に賃貸住宅
地開発が行われ、1970 年代から 80 年代にか
けて活発に郊外住宅地の開発が行われました。

その後、1995 年以降になって再開発が始
まります。まずは、物理的なアップグレード、
建物を新しく造りなおす、街区の通りの造り
直しが行われます。この過程に社会的なコミ

図1
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ュニティとしての介入が行われます。行政が
直接介入するのではなく、ＮＧＯの介入が始
まっています。本日ご紹介するのはそういっ
たグループの一つです。

キャンベルタウンは、1971 年に人口が 3
万 4 千人でしたが、2011 年には 15 万人の人
口規模に膨れ上がっています。そして、若年人
口が多いことが特徴的です。文化的言語的多
様性もこの地域の特徴です。67.5% がオース
トラリア生まれですが、残る 32.5% が 30 カ国
以上の国からの移民から構成されています。
そして、人口の 25% は、家庭内で英語は使用
していません。

住宅の所有形態では、63% が購入者によ
る所有ですが、シドニーの中心の 61% に対し
て多くなっています。また、私的賃貸というの
は、業者が賃貸をするという形式ですが、シド
ニーの中心市街地よりも少なくなっていて、
公的賃貸、これはいわゆるソーシャルハウジ
ングと言われるものが多いことを示している
指標です。

それから、住居形態では、戸建てがシドニー
の中心街では 57% に対してキャンベルタウ
ンでは 77%、これは中心市街地が高層化して
いるからです。こちらの地域は戸建て中心に
なっています。また、18% が中規模の集合住
宅で、ほぼシドニーの 17% と拮抗していて大
規模集合住宅は建てられていません。シドニ
ーは大規模集合住宅が多くなっています。

また、世帯構成は、夫婦と子供からなる施設
が 50%、一方、片親と子供という家族がシド
ニーの中心市街地と比べても多くなっている
ということが分かります。また、子供なし、高
齢者世帯や若者 2 人で住んでいる場合も含ま
れますが、子供なしの数が少なくなっている、

つまり若年人口が多いということをここでも
示しているものと思われます。

シドニー研修ですが、2010 年には、ブルー
ス・ジャッド氏というニューサウスウェール
ズ大学の都市計画家をゲストに招きまして講
義をしていただきました。また、この年はキャ
ンベルタウンのタウンウォッチを行っており
ます。こうした講義とタウンウォッチの組み
合わせという形でのプロジェクトが進められ
ていましたが、今年は少し変えました。

キャンベルタウンに加えてリバプールを訪
問します。２日間、日帰りツアーを行いました。
１日目はリバプールのミラー住宅地のコミュ
ニティセンターを訪問し、ピア・エデュケー
ションのグループ活動を見学しました。ピア・
エデュケーションというのは、若者同士が相
互支援をしながら学び合おうという狙いです。
２日目はキャンベルタウンのミント住宅地の
コミュニティセンターを訪問し、コミュニテ
ィの課題について学生たちはグループディス
カッションをしました。そして、コミュニティ
キッチンに参加して多民族の住民たちと昼食
をとりました。そして、住宅地の視察を行いま
した。
（１）これはミラー住宅地で訪問したコミュ

ニティセンターです。深尾先生のおっしゃる

（1）
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ヴァンダリズムでしょうか、グラフィティで
ペイントされているレンガ造りの建物がコミ
ュニティセンターです。このセンターには音
楽スタジオやホール、事務所などがあって、コ
ミュニティ活動のために用いられています。
活動しているのは SWYPE、サウス・ウェス
ト・ユース・ピア・エデュケーションという
グループでコミュニティセンターを拠点とし
ています。リバプールという町は 19 世紀初頭
に建設され、開発が進みます。ミラー住宅地は
1961 年から 1965 年に開発が始められたとさ
れています。この SWYPE という組織は、
1989 年に前身となる組織ができて、1996 年
に現在の SWYPE という名称に改称してお
ります。そして、リバプール市、リバプール警
察、太平洋諸島民コミュニティ評議会が連携
して非行少年の更生・教育を目的としてプロ

ジェクトが立ち上がります。
（2）コミュニティホールの中で、学生たちは

赤いカヌー、ニュージーランド先住民のマオ
リの人たちは Waka と呼んでいますが、その
カヌーを前にして学生たちはプロジェクトの
話を聴いています。Waka プロジェクトは非
行少年たちの更生のために共同してカヌーを
建造し、地域の多様な民族のシンボルをカヌ

ーの彫刻に刻み込もうとしたものです。2003
年から 1 年半にも及ぶプロジェクトの中、一
人の脱落者もなかったと言われています。実
際には 1 人、少年院に入ってしまったのです
が、最後の完成式には退所して加わることが
できたとのことです。学生たちはこの後、マオ
リのスティックダンスを習い、サモアのフラ
ダンスも習いました。また、サモアのコーラス
を習いました。

皆さんの中にはカヌーを共同でつくり、フ
ラダンスとかスティックダンスやコーラスを
習うということが一体住宅問題と何が関係あ
るのかという疑問を持たれる方もいらっしゃ
るかと思います。私たちのプロジェクトのポ
イントは、学生たちに彼らの活動が地域を支
えているということを実感してもらおうとし
たわけです。学生たちはいわば非行少年少女
の役割を果たしたことになります。彼らは地
元の荒れた気分で何かをぶっ壊そうとしてい
るような子供たちを集めて一緒にさまざまな
ピア・エデュケーション活動を行って、そして、
住宅地の平穏化や秩序化に向けた支援を行っ
たわけです。そのことが、地域の再開発の緩衝
材になったとはいえないでしょうか。

翌日、キャンベルタウン市のミント住宅地
に SWMACC という組織を訪ねました。サウ
スウェスト・マルチカルチュアル・アンド・
コミュニティセンターと呼んでいます。ミン
ト住宅地の開発は 1978 年に始まりましたが、
このセンターは 1995 年にモリー・トーマス
という方が始めたコミュニティセンターを前
身としています。2000 年に現在の名前の組
織に変更し、ここも同じく青少年の更生・教
育を目的とするとともに、多民族共生コミュ
ニティを目指す活動を行っております。

（2）
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（３）これは、今、通訳を介して説明を受けて
いるところですが、ミント・プロジェクトの
一つのグループワークとして、強制退去させ
られようとする旧住民と新住民の調停をどう
するかという課題、それから、民族コミュニテ
ィ間の葛藤、殺人事件をどのように調停する
のかの課題、この二つの課題を二つのグルー
プに分かれてディスカッションを行いました。
正しい答えというものがなく、このグループ
ディスカッションがもし現地のコミュニティ
の人々であれば、この話し合い自体が課題解
決のための一つの過程となると思います。学
生たちは話し合いの後、それぞれのグループ
でどのような結論を得たのか、報告し合いま
した。

それから、ワークショップの一つとしてワ
ン・ミリオン・スター・プロジェクトが紹介
されました。プロジェクトリーダーの女性と
ともに学生たちはリボンテープで星をつくる
という作業を行いました。帰国後、学生たちは
椙山ワン・ミリオン・スター・プロジェクト
を立ち上げております。これがオリジナルな
ワン・ミリオン・スター・プロジェクトのウ
ェ ブ ペ ー ジ で す（http://www.onemillion-
stars.net/）（４）。家庭内暴力で悩む女性たち

を支援するために星を造ってみんなでお互い
に支援し合おうという連帯を呼びかけるプロ
ジェクトです。これがミントのコミュニティ
ワーカーたちが取り上げることになったわけ
です。

ＳＷＭＡＣＣの代表者はマル（Mrs. Mal 
Fruean）といって私が 5、6 年前から知り合
って私達のプロジェクトの運営にお世話にな
っている女性でニュージーランドから移民し
たマオリです。今回のコミュニティキッチン
では中東の出身の方にお世話になりました。
コミュニティキッチンというのは毎週火曜日
に行われており、コミュニティの多様な民族
の人々が集い、それぞれ自慢の民族料理を披
露します。学生たちはランチとともに現地の
人々と会食しました。

さて、むすびです。突如、アメリカのジェー
ン・ジェイコブズ氏という評論家が登場する
のですが、彼女は都市の問題について強い関
心を持ち、ニューヨークの再開発計画につい
て異議を唱えた活動家として知られておりま
す。

彼女は都市の活性化のためには多様性を必
要とするということを繰り返し唱えています。

（3）
（4）
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都市の多様性を生成するための４条件を挙げ
ています。（1）地区内の可能な限り多くの場所
において、主要な用途が二つ以上、望ましくは
三つ以上存在しなければならない。つまり、街
区が特定目的の単なる商店街で終わってはな
らないということです。それから、（2）街区の
ほとんどが短くなければならない。先ほど深
尾先生のご紹介にもありましたように、街区
を区切っている建物を壊して間に道を通すと
いうのは一つの関連のあるプロジェクトであ
るかと思います。また、（3）街区は年代や状態
の異なるさまざまな建築が混じり合っていな
ければならないというのが第３番目の条件で
す。それから、さらに最後に、（4）目的が何であ
るにせよ、人々が高密度に集中していなけれ
ばならないという以上の四つの条件を提示し
ています。

シドニーのソーシャル・アーキテクトを見
てきた私は、ジェイコブズの４条件に加えて
ソーシャル・アーキテクトがもう一つ必要だ
ろう、つまり、ここで言うソーシャル・アーキ
テクトは建築家のそれではなくて、コミュニ
ティを各方面で支える人々が必要ではないか
と。例えばＳＷＹＰＥやＳＷＭＡＣＣのよう
なソーシャル・ワークを行っている人々、か
れらも地域の再開発や住宅地の安全や平穏化
に対して重要な役割を果たしている。かれら
こそ、人々が安心して暮らす町を造ることが
できる町の建築家、つまりソーシャル・アー
キテクトなのではないかと考えるということ
を最後に申し上げたいと思います。

【第三部】パネルディスカッション
※質疑応答

杉藤研究員：準備が整いましたので、第三部
に入らせていただきます。第三部のコーディ
ネーターの村上先生、よろしくお願いいたし
ます。

村上氏：では、残り１時間弱ですが、よろしく
お願いいたします。

ここまで三者がおのおの事例報告をさせて
いただきました。ここからは我が国の話を中
心に議論を深めていきたいと思っております。

まず、お二人に質問です。今我々が住んで生
きているのは2014年末ですが、残りの21世紀、
特に 21 世紀前半をイメージしていただきた
いのですが、我が日本、あるいは中部エリアの
住環境に影響を与える大きなファクターにな
るものは何なのでしょうか。深尾先生からお
願いします。
深尾氏：私は建築の分野の中でも「物」を対象
に研究実践をしてきて、実は人間のことを考
えるのは研究としてはやめようと思っていた
のですが、生きていく上では当然考えなけれ
ばいけません。今日こうやってお見受けする
と、私は団塊の世代で、去年、定年で大学を去
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ったのですが、本日の会場には例外もござい
ますが、私の世代の男性と若い女性がいらっ
しゃいます。

よく少子・高齢化と言われていますが、21
世紀全部は考えられないので、これから 2050
年までどうなるのかを考えてみましょう。住
宅そのものに関しては、完全に家が余ってき
ますし、1980 年以降に建った家はそれより
前の家とはかなり違うので、今後は建て替え
も進まないだろうし、既に造られたものをど
れだけ快適にするかということが中心の考え
になると思います。それが産業としてどうな
るかというのはまた大きな課題なのですが、
そういう話が私の専門ですけれども、今、村上
先生から振られた質問とは全然違うので、最
近、私が研究絡みで、ある統計を見て愕然とし
たことから話を始めてよろしいでしょうか。

特に椙山女学園大学でお話をするのは非常
に微妙なのですが、今日は私と同世代の男性
もいらっしゃるのでお話ししたいと思います。
日本は、少子・高齢化の少子のほうは今後傾
向も少し変わるのではないかと思いますけれ
ども、高齢化は確実に進み、当然医療費の問題
も大きくなります。社会保障等も含めて、北欧
などに比べて日本は過剰な高齢者医療を行っ
ていると思います。というのは、男性の平均寿
命がつい最近 80 歳になったと喜んでいるわ
けですけど、女性の平均寿命は 86 歳で、高齢
者医療費がどう使われているかという統計を
見ると、圧倒的に女性に使われています。つま
り、80 歳までということは、70 歳まで現役
世代と言われていて、その後 10 年ぐらいで男
はぽっくり死んでしまうのです。女性が長生
きしていて、その医療費に使われるというこ
とになります。今は高齢者の方々のための住

宅やかケア施設がどんどん出来ていますが、
その高齢者施設を見学に行っても８割は女性
であるとか、男性は本当に少ない世の中にな
っています。今は一般的に少子・高齢化社会
に対して日本の住宅はどうあったら良いかと
いう議論がされるのですが、実は高齢女子社
会に対して日本はどうあれば良いかという問
題になるのです。ですので、これをどう考える
かというのは、かなり男性の立場と女性の立
場で違うのではないでしょうか。

かつ、団塊の世代、我々の世代までは、女性
はあまり働かなくて、もちろん働かなくてと
いう言い方は語弊があって、家事労働も本当
に大変ですけれども、いわゆる賃金労働とし
ては女性は働いておりませんから、社会保障
費の積み立てもほとんど男性が行ってきまし
た。私も定年退職まで長期共済のお金を取ら
れてきて、将来それを自分は使わないで女性
だけに使うというのは、これはどういう社会
になるのでしょうか。

単純に少子・高齢化ではなくて、女性と男
性のバランスが全然違うわけです。言いたい
ことは、それを日本全体の住宅問題としてど
う考えるかという視点を入れないと、この問
題は解決しないのではないかということです。
村上氏：非常に興味深いですね。これは杉藤
先生、人類学的、生物学的にいうと、どうなの
でしょうか。男性が働いて、その恩恵を女性が
受けるというのは。
杉藤研究員：性による分業というのは古くか
ら行われてきたと考えられていまして、男性
が狩猟採集をし、女性が子育てします。実際問
題としては、私はオーストラリア研究、特にオ
ーストラリアのアボリジニという先住民を対
象に調査を長く続けてきています。彼らは、今
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の言い方だと、女性は食べ物をとりに行かな
いように響くのですが、実際にはそうではな
くて、女性は食料の 70％以上を供給していま
す。大きな動物のハンティングをしないとい
うのは事実ですが、小動物をハンティングす
るのは女性ですし、毎日コンスタントに狩猟
採集に出かけるのは女性です。ですから、実際
の狩猟採集民段階ではという限定となります
が、女性の労働なしには人類は生存できなか
ったと思われます。ですので、今おっしゃった
のはかなり近代になってからの問題であろう
かと思われます。
村上氏：杉藤先生は、2050 年の日本のイメ
ージはお持ちですか。
杉藤研究員：先ほどの報告の中で、私は、オー
ストラリアは 1901 年の連邦形成以降、長く白
豪主義をとってきたと言いました。白豪主義
というのは、英語ではホワイト・オーストラ
リアン・ポリシーというのですが、それにな
ぞらえて現在の日本の政策を一言で言うなら
ば、「オンリー・ジャパニーズ・ポリシー」です。
つまり、日本人以外の人々を受け入れようと
はしないという、そういった傾向にある政策
を続けてきております。例えば選挙権を外国
人、しかも定住外国人にも与えておりません
し、税金は取っているにも関わらず、選挙権は
与えていません。今年度の外国人観光客の総
計は 1,500 万人まで増えており、利益を享受
していると言いながらも、定住外国人に関し
てはいたって冷たいのが日本社会であります。

私は授業の中でなぜオーストラリアの題材
を使うのかというとオーストラリアは日本の
近未来の姿であるからだという言い方をしま
す。その理由は、オーストラリアが多民族化し
ており、さらには現代もさまざまな点で多民

族化の痛みを感じている国家であるわけです。
そういった状況を日本が学ばない手はないと
いう意味で、オーストラリアは日本の近未来
の状況であるという言い方をしています。
村上氏：ありがとうございます。つまり、日本
は現在、少子・高齢化が進んでいるという状
態でありますけれども、日本の取り得る大き
なシナリオの一つの可能性としては、2050
年まで単純に人口減少をこのまま続けるので
はなくて、外国の方も広く日本で住むような
選択肢というのが起こり得るのではないかと
いうことですね。現実的に、例えば、物づくり
がさかんな中部エリアでは、工場で働くブラ
ジル人の皆様が町を造って、団地の中でたく
さん住んでおられるところがあります。岐阜
県にもありますし、愛知県にもあります。そう
いう住み方、ひょっとしたら住環境というも
のが生ずる可能性もあるということも後ほど
議論したいと思います。

そのような今の日本の未来の可能性ですけ
れども、歴史的にそういった変化が起こった
ような町はこれまで存在したのでしょうか。
深尾先生、高齢女性社会の町というのは初め
てですか。
深尾氏：女性問題と言いましたが、問題と言
ってはいけないですね。ただ、例えば団地の高
齢化などを考えても、圧倒的に女性のことを
考えないとだめです。逆に、男性は一人で生き
ていけないという言い方は変ですね。一人で
生きていけないから死んでしまうのかもしれ
ませんが、女性は女性同士でたくさんグルー
プになって生きていけますよね。男性はなか
なかそれができません。それも相当大きな問
題で、女性にはそういう適応性があるので、そ
の方々に対する住の形態というのは、例えば
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「コレクティブハウス」という形式で非常に良
い住まい方ができます。逆に、男性はそれがで
きないにもかかわらず、少数勢力だから、その
ことは解決されないだろうと思います。そう
いう意味で自分も心配ですけど。
村上氏：最近、先生は、ご自宅を大規模改修さ
れたそうですが。
深尾氏：個人的な話になりますが、私の場合は、
娘の家族が二世帯住宅に変えてほしいという
ので二世帯住宅にして、娘の世帯と一緒にス
タートしたので、やはりそれはいろんな意味
で嫌なときもありますけれども、快適という
か助け合いができますから、それは昔の日本
の良い形態の一つだったと思います。冒頭に
雇用の問題が一番大切だと村上先生が言われ
たように、やっぱり雇用形態、働き方と大家族
のようなことが両立し得るのかというのは大
きな問題でしょうね。
村上氏：会場からのご質問の中でも、そうい
った高齢化の中でどのように日本の住環境を
つくっていくかというご意見、ご質問が出て
おりますので、後ほど改めて触れたいと思い
ます。

杉藤先生、シドニー以外でも、多民族の事例
というのは世界中にたくさんあるものですか。
杉藤研究員：他の国の状況をあまり存じ上げ
ませんが、第一部の深尾先生のご講演の中に
も、外国人が住んでいる部屋の前にパラボラ
アンテナが窓にずっと並べられているという
ことでもわかるように、恐らくヨーロッパの
方が日本以上に多民族化というのは先行して
います。だから、今は逆にＥＵから脱退しよう
としているイギリスが、例えば多民族に融和
的な政策から厳しい政策に変えようとしたり
して、なかなか多民族化を簡単に結論づけて

解決するというのは非常に難しいと思われま
す。

シドニーも必ずしもうまくいっているとは
言えないので、近未来では、悩みを共有しろ、
というレベルで私は言っていまして、解決策
はそこにあるということはなかなか言えませ
ん。

例えばシドニーであれば、少数民族同士の
葛藤というのが大きいです。少数民族間同士
の争いで殺人事件が起こったりするという事
例、例えば今回も学生たちがグループディス
カッションのテーマとして、異民族間で殺人
事件が起こったときに、どちらも復讐しよう
とするのをどうやって抑えるかを考えようと
いうテーマが与えられたわけですが、多民族
化が進めば、さらに葛藤が深まるという状況
は確かです。

学生には、日本の現在の高齢化・少子化の
ままいくと、20 歳前後の君らが 70 歳以上に
なって介護を必要とする状況になったときに
誰が介護するのか考えてみようといつも言っ
ています。そのときにあなたの周りには、恐ら
く言葉が片言でしか通じない人たちがいや応
なく介護の場面にも登場するということは否
定できません。ロボット化は恐らく無理だろ
うから、当然のことながら他の民族の人々が
日本に居住して、日本の高齢化社会を支援し
ていただく以外に方法はないと私は説明して
います。簡単ではありません。実際に葛藤例も
たくさん知られています。
村上氏：なるほど、つまり社会の仕組みやシ
ステムが変化するとき、当然ながら住環境も
変化せざるを得ない。そこに従来の住環境と
は違う何らかの仕組みを作り上げていく、そ
ういう努力と葛藤が起こる可能性があるとい
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うことでしょうか。
深尾氏：初めに、村上先生のプレゼンテーシ
ョンのスライドの中に貨幣と書いてあって、
貨幣という言い方、僕はお金で良いと思いま
すが、マーケットメカニズムが支配している
というのは紛れもない事実で、これは否定で
きないことだと思います。今、アジアの町に行
くと、日本はブランドとしてまだまだ力を持
っています。日本に対する憧れがすごく強い。
マーケットもそういうことで成立しているの
で、今の日本のこのブランド力を持っていれ
ば、先ほど杉藤先生が言われたような形にな
らざるを得ない。外国の方が日本に来て働き
たいということを止めることはできないと思
います。

それで、お互いにハッピーであれば、そうあ
るべきだと思うので、少子・高齢化と騒ぐよ
りは、外国の人で日本で働きたい人の住宅問
題をどうするのかというのを真剣に考えるこ
との方がよほど重要だと思っています。

ただ、多民族国家になるかどうかというの
は、これはまた別の問題で、もちろん思想的な
こともあるかもしれませんけれども、その前
に、中国人や韓国人は、コリアンタウンとかチ
ャイナタウンがあるというご紹介があったよ
うに、世界中に出ていって、自分たちの町を造
ります。

ところが、日本はその昔、日本人町をベトナ
ムに造りましたが、あまり聞きません。もちろ
ん商社の駐在員などは、それぞれタイに行け
ばタイで日本人がたくさん住んでいるところ
はありますけれども、決してチャイナタウン
のような住み方をしているのではありません。
そうすると、やっぱり我々の国民性として、日
本に住みたいという意識があるので、これが

他のアジアの人と違うのかな、と思います。そ
うしたときに、多民族国家ではない形でいき
たいというのと思想的なことは別に、日本人
の島国ということなのかもしれませんけど、
そのような国民性があるのかなという気もし
ます。そこの中で住宅問題をどう考えるかと
いうことだと思います。
村上氏：さらに、2050 年までの日本の、ある
いは中部エリアの住環境のイメージについて
お話ください。
杉藤研究員：以前、数年前に亡くなった小松
左京さんが「日本沈没」というＳＦ小説を書い
たときに、彼は何で書こうとしたかというと、
日本人が海外に離散したときに日本人たり得
るかという課題を掲げて、あの小説を書かれ
たわけです。今、深尾先生がおっしゃったよう
に、日本人は日本人町を造らないというのが
経験的には知られているわけですけれども、
そういう中で、どうやって日本のアイデンテ
ィティは築けるのかという大きな疑問を投げ
かけられたのです。

シドニーというかオーストラリアでは、コ
リアンタウンやチャイナタウンを形成すると
いうのは、ポリシーの上では実は望ましくな
いと考えていまして、分散して居住してほし
いというふうに政策レベルでは言っています。

以前、日本のバブルの頃に「シルバーコロン
ビア計画」というのが立てられて、通産省が主
体で日本人を海外に送り出すという、いわば
現代における日本人町を形成しようというプ
ランがあり、オーストラリアもその候補地の
一つでしたが、オーストラリア政府は拒絶し
ています。なぜかというと、日本人町を形成さ
れたのでは困ると言ったからです。しかし、実
際には現状はコリアンタウンやチャイナタウ
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ンやさまざまな民族主体の町を造ってしまっ
ている状況があります。住宅問題というのは、
政府がいかにまとまって住むなと言っても、
人々はまとまって住んでしまうという特性が
あり、それだからこそ自分たちのアイデンテ
ィティを維持できるという問題もあって、こ
こはちょっと二律背反なところがあると思う
ことをつけ加えさせていただきます。
村上氏：我々が解決しなくてはいけない問題
を二つに分けたいと思います。今、我々が抱え
ている少子・高齢化の問題、これは統計によ
りますと、2025 年が最も高齢化問題の山場
であると言われております。

それともう一つ、今、我々の子供たち、ある
いは生まれてくる子供たちのために 2050 年
の日本を考え始めて、つくり始めなければい
けない。この問題が二つあるということを整
理させていただこうというのがここまでの時
間帯ですが、時間がなくなりそうなので、先に
会場からのご質問にお答えしながら後半につ
なぎたいと思います。

まず、最初の質問でございますが、深尾先生
への質問です。
「フランスでは 150 年以上前に建てた鉄筋

コンクリートの集合住宅が現在も使われてい
ることに衝撃を受けました。」とのことです。
深尾氏：150 年前は、鉄筋コンクリートでは
ないです。
村上氏：鉄筋コンクリートではないのですか。
深尾氏：90 年前のリヨンの集合住宅などは
鉄筋コンクリートです。
村上氏：では、90 年前のものは使われてい
ると。日本でそれに該当するのは同潤会など
であると思いますけれども、今、建て替えがど
んどん進んでおります。日本では、地震国、多

湿というのがありますが、使い続けられる事
例がほとんど見られないというのはなぜでし
ょうか。
深尾氏：同潤会は本当は別の形で残せたかも
しれませんけれども、鉄筋コンクリートのも
のは、時代によってでき上がっている建物に
差があり、例えば 1930 年の鉄筋コンクリート
は相当丈夫ですが、1960 年頃のものは危な
いものもかなりあります。1985 年以降のも
のは全く平気です。

鉄筋コンクリートに関して、物理的にいっ
てもつかもたないか、今言ったようないつ建
ったか、それから、どういう会社がどういうふ
うに建てたかによって実はかなりばらつきが
あるのですが、最近建てられたものはかなり
丈夫というか、むしろ壊せないものが建って
いると考えて良いと思います。

専門的な話になりますけど、今まではコン
クリートの中性化という考えがあって、鉄筋
という錆びるものがアルカリのコンクリート
の中に入っているから錆びなくて、鉄とコン
クリートが補い合って本当にすばらしいもの
が発明されたのです。それがコンクリートが
徐々に表面からアルカリではなくなり中性化
していきます。特に建物の内側は人間が呼吸
していて炭酸ガスを出しているから、部屋の
中側から中性化するのです。もちろんコンク
リートのクラックに水が入って悪さをするこ
ともあります。

中性化が進んだらいけないということで、
今までコンクリート工学の理論があったので
すが、実は水が来なければ中性化しても平気
だと理論を変えようかという大きな動きがあ
って、例えばＵＲの鉄筋コンクリートの建物
を 70 年で償却を考えていたが、100 年使う
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ように切り替えようという動きがあります。
これも昭和 30 年代のものは建て替えるけれ
ども、40 年代のものはかなりの部分は使い
続けましょうという方向になっていて、実際
に今申し上げたようにコンクリートとして全
く問題ないものがたくさんありますから、そ
ういう方向に切り変えようとしています。

ただ、問題が一番大きいのは、当時のものは
階高といって、下階の床から上階の床までの
高さが 2.6 ｍしかありません。これが、たくさ
ん節約して建てるためにとられたことですけ
れども、今でしたら 2.6 ｍが３ｍぐらいで建
てます。場合によったらもっと高いし、オフィ
スビルなんかは４ｍというような階高で造り
ます。2.6 ｍという低さだから、エレベーター
がなくて階段で上がるのもそんなに大変では
ないという面もあるのですが、このことがス
トックとして相当大きな問題です。うまくリ
フォームして使おうという意味でも課題が大
きい。

鉄筋コンクリートがもつかもたないかとい
うことよりは、そのことが大きいと思います。
なぜこういうことを言うかというと、こうい
う公共集合住宅を今後使い続けていかざるを
得ないからです。これは建て替えする資金も
日本としてはないので使い続けるということ
になるのですけれども、それから、もちろん解
体して建て替えたら二酸化炭素も出るという
ことで使っていくのですが、そこの中で少子・
高齢化だから高齢者が取り残されている。高
齢者に住み良いように、例えばエレベーター
を設置する形にするのか、それとも、例えば名
古屋にもたくさんあるＵＲの団地に若い人に
も入っていただいて一緒に住むということに
するのか、二つの方向があります。若い人だけ

ではなくて、外国の人も入っていただくとい
うこと、もっと別の言い方をするとソーシャ
ルミックスを図るという形で使い続けるとい
うのが一つの方法で、ヨーロッパの事例など
を見てもその方が望ましいのです。

ところが、2.6 ｍという高さが最近の若い
人の身長の伸び具合に全くついていけない。
これは私が大学で教えていて、学生を古い団
地の見学に連れていったりすると、193cm
んていう学生がいて、193cm の学生にここ
に住めということ自体がもう無理だという、
直感的にそう感じてしまわざるを得ません。
これはどうしたら良いのでしょうか。
村上氏：身長制限をすれば良いのではないで
すか。大きい人はほかに住んでもらって。
深尾氏：そうなんです。そういう差別という
のが起きて良いのか。
村上氏：差別ではなく、区別ですかね。住めな
い人は住まなくていいよと、全員そこに住む
必要はないのではないですか。
深尾氏：でも、子供がどんどん伸びてきたら
どうするんですか。
村上氏：引っ越しをしてもらいます。
深尾氏：今後、日本はそういう社会システム
をうまく構築していかないとだめですね。
村上氏：質問のもう一つですが、「日本で今最
も古い鉄筋コンクリート集合住宅というのは
どこにあるのでしょうか。」という質問です。
深尾氏：同潤会が全て壊されてしまったので。
村上氏：どれになりますかね、今。特定できる
はずですので、調べておきます。

もう一つの質問です。「減築という仕組みを
したら、部屋が減るわけなので、家賃収入は減
りますが、その改修資金はどこから出るので
すか。」という質問です。
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深尾氏：これは事業主体というか、どこが持
っているかによって全然違う話です。公営住
宅なんかであれば、割に減築という手法がと
りやすいと思います。ＵＲについては、僕は国
策でやったことを突然ＵＲは独立でやれと言
われて、こんな気の毒なというか、申し訳ない
状況はないと思いますけれども、ＵＲの今の
仕組みだと極めて難しいことになると思いま
す。でも、入居者がいないよりはましだという
ことで減らす可能性は高いと思います。
村上氏：オランダも同じ場所でなぜか高層は
住人が入らず、低層なら非常に人気になった
という事例があります。人間の本能で低いと
ころに住みたいのでしょうか、先生。コルビュ
ジェの超高層と緑地という思想は間違ってい
たのでしょうか。
深尾氏：これも結局はマーケットメカニズム
で、建築の研究者は超高層集合住宅なんてけ
しからん、あんなところで住むといけないと
言います。場合によっては、子供がおかしくな
る可能性が高いとかいろんなことを言います。
名古屋でどのくらい建っているかわかりませ
んが、東京は今でも湾岸部でどんどん超高層
集合住宅が建っています。あれは建てる側か
らすると極めて安く建てやすいのです。同じ
ことの繰り返しで、どんどん上に造っていく
ということが、低層３階建ての格好良いアパ
ートを造るよりはるかに造りやすい。造りや
すく、マーケットメカニズムの中でマンショ
ン業者としては安く売れるという仕組みで超
高層が建っています。

理屈からいえば、僕は 10 階ぐらいの方が正
しいと思います。先ほど申し上げたエレベー
ターというものができて、高層ビルというの
は土地がないから高層にしているのではなく

て、10 階ぐらいにすると、エレベーターを使
えば、事務所ビルの場合、極めて効率的に仕事
ができるからなのです。

例えば１階が 50 ｍの 20 階建てのオフィス
ビルがあるとします。土地があるから平家で
建てようといったら、この長さは、１km にな
ります。同じ会社、１社が使うとすると、端に
人事部があって、反対側に庶務があったら、１
km 歩かなければいけないわけです。縦につ
ながって、エレベーターで行ったら、人事部か
ら庶務まであっという間に行ける。だから、オ
フィスビルは効率が良いわけです。エレベー
ターの効率を考えて、10 階から 15 階ぐらい
が一番効率が良いです。

そういう意味では、住宅というのは階ごと
の移動というのがありません。他の人の家に
行くという必要がないから、他の階に行く必
要がないのに重ねているというのは、オフィ
スビルみたいには高層にするメリットは全然
ありません。エネルギー問題として、重ねてい
るとロスが少ないということぐらいです。も
ちろんコミュニティーとかそういう問題はあ
りますけど。
村上氏：ということは、超高層は造る効率と
しては非常に良いんだけれども…。
深尾氏：造る効率としては良いんだけれども、
使う効率としては、オフィスは高層が良いけ
れども、住宅は高層である必要がないという
ことです。
村上氏：減築の話は、主体によって違うとい
うことですね。
深尾氏：減築の話は事業主体によって違いま
す。ただ、今後、出てくる可能性はかなり高い
と私は思っています。
村上氏：耐震に問題があるような、例えば５
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階建ての建物の、上階を減築して、４階建てだ
からすごく安全になりますよ、なんていうこ
とはあり得ますか。
深尾氏：耐震上はあまりないと思います。け
れども、荷重が減ります。例えば５階の上２階
をとってしまえば、その重さが減るので、減っ
た重さを使って他のことをすなど色々なこと
ができる。そういうリモデルをする可能性は
今後ますます増えると思います。
村上氏：質問した方、よろしいでしょうか。
次の質問ですが、「方位について、集合住宅や
住宅は南に面しているというのが日本ではと
ても良いとされています。その中で、少し東や
西に向いても 15 度ぐらいではないかという
のが設計の常識になっていますが、これにつ
いては、深尾先生はどうお考えですか。ヨーロ
ッパなどはそれほど強く言われませんが、日
本は南向きを重視するというのはどう思いま
すか。」とお尋ねです。
深尾氏：住んでいる人によると思います。場
所にもよりますよね。表日本という言い方を
してはいけないと思いますが、名古屋や東京
で南の冬の日差しというのは本当にありがた
い。それはありがたいだけではなくて、気持ち
の問題でもあるので、やはり南面を重視した
くなるのは重要だと思いますけれども、一方
で、女性も含めて、昼間、家にいなくて、家にい
るのは夜だけとなると、これは方位とあまり
関係ないことになるし、ガラスの性能向上な
どもいろいろ出てきて、単にガラスで日照を
得るということがエネルギー問題に寄与する
かどうかというのも、これも極めて微妙な問
題に今後なってくるので、いろんな条件で変
わると思います。
村上氏：必ずしも南に向いている必要がない

という意見も出てくるだろうということです
ね。
深尾氏：今後はどんどん出てくると思います。
村上氏：ただ、古来から積み重ねた知恵として、
日本の自然、気候を考えてそれを重視して設
計したものについては真南を向いていたほう
が多分良いでしょう。でも、そうではなくて、
テクノロジーを使えばどちらを向いても良い
という住宅も出てくるはずだということでよ
ろしいですか。
深尾氏：杉藤先生のご意見も聞いたほうが良
いと思います。

オーストラリアは南半球にあり北に太陽が
ありますので、太陽の動きが逆ですね。それと
住まい方は変わりますか。
杉藤研究員：シドニーの人たちは南向きより
も北向きを好みます。当然日本が南向きを好
むと同じような理由で、たしか北向きの家の
ほうが金額が高かったと思います。方向につ
いてはあまり意識していないと思いながらも
私自身土地勘は狂い、つい右と左が間違って
しまい、太陽の方向と東西が狂って反対にな
ってしまうので、変な感じがします。
村上氏：シドニーに、昔の英国人のガバナー
が公邸を建てたときに、ロンドンの設計者に
依頼して、部材もロンドンで造って、船で運ん
できて建てたら、南側にリビングがあって、窓
があって、見事にロンドンの設計者は南半球
で設計するというイメージがなかった。どう
やって解決したかというと、180 度回転して
いましたということがあったそうです。
深尾氏：もっと高度な設計をすると、太陽の
動きというのも考えて設計をすべきですよね。
そうすると、南に向かっていて、太陽は１日で
東側からこう動くなとなりますよね。でも、シ
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ドニーで北側に建てると、太陽は西側からこ
う動きます。これは人間が違う人間になるよ
うな感覚だと思います。
村上氏：次の質問は杉藤先生からお答えいた
だこうかと思いますが、「公園が今後の集住に
対して、子育てや子供にとって、とても重要な
環境ではないかと考えます。それについては
どうでしょうか。」という質問です。公園の役
割というのは、例えばシドニーだと、どんな公
園があるのですか。このご質問の方は香港に
お住まいになったことがあるということで、
とても良い公園がたくさんあったのだけど、
特に名古屋市の公園はいただけないというご
意見ですが。
杉藤研究員：シドニーは、多分、都市計画の問
題だと思いますが、かなり大規模な公園とい
うのは必ず住宅地に設けられていて、例えば
郊外住宅地であれば、公園の脇にスーパーマ
ーケットがあって、保育所があって、幼稚園が
あって、小学校があってというふうにかなり
公園を中心にデザイン化されているという状
況があり、日本のようにとってつけたように
公園が造られている状況とは違います。日本
のように歴史がある場所ではないので、最初
から都市計画をもとに大胆にデザインをする
ことができるというのが多分その違いの一つ
だと思います。
村上氏：名古屋もどんぐり広場という、自分
の私有地を名古屋市に委任して広場にしても
らう制度というのは一応あるのですが、それ
ほど数多くはないです。
深尾氏：私は教員をやっていて、ずっと講義
するのが身についてしまって、去年からそれ
ができなくなったので、こういう場に来ると
たくさんしゃべりたくなってしまい、すみま

せん。
この方、香港で公園が身近にあってすばら

しかったと書かれているのですが、日本も例
えばＵＲの団地が団地に手を入れようとして
いるときに、公園の設置は考えられているは
ずです。それから、僕は東京の人間で、例えば
東京都の区部で空き地ができたときに買い上
げて、区の小さな公園にするとか、そういうこ
ともかなり行っていると思います。でも、うま
くいっていない。

シンガポールに行くと、あそこはすごく統
制がとれた国で、グリーンだらけで、きれいな
公園なのか何かわからないようなグリーンが
あって、高層のマンションが建っていて、その
グリーンには昼間全く人がいません。僕はこ
んなに緑をつくって全然使われていないじゃ
ないかと思ったら、夜になるとみんなそこへ
出てきます。つまり、昼間は暑くてそんなとこ
ろにいられないのです。

先ほど太陽の動きの話をしましたけれども、
ヨーロッパの日差しと日本の日差しは違うの
で、ヨーロッパ的な公園を造っても、特に夏は
暑くてそんなところへ子供を連れていけませ
ん。だから、鎮守の森というのが要所要所にあ
って、あれは緑の木陰だったのです。それのほ
うが日本には向いています。ただ、上が何もな
いスペースをつくって、そこに遊具を置いて
公園だという、だから、ヨーロッパのものをそ
のまま持ってきてもだめではないか。日本は
日本的なものをつくって、日本の町を、日本の
団地を、日本だったらこうだなという形に変
えていかなければいけないと思います。
村上氏：後で取り上げようと思いましたが、
先ほど深尾先生がスライドをお見せになった、
オランダのシュパンヘンにある集合住宅の、
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３階部分に外部廊下があって、廊下で本を読
んでいる女の子がいて、良い風景ですよね。あ
あいうスペースというのが、特に昔の日本の
下町などには路地というものがあったのです
が、今はなくなっている。この質問者の方の意
図は、いろんな近所の人も子供が見えるよう
な、見守りながら安全な空間というのが住ま
いづくりの周辺に配置されるべきではないか
という意味で、とても良いご意見かなと思い
ました。

残り時間を考慮して、先ほどお約束した議
論の続きよりも質問を優先します。
「ＮＨＫのリポートで、高蔵寺ニュータウン

の高齢者対策として中部大学の学生たちが関
与していると聞きました。今も継続している
のでしょうか。」というご質問がありまして、
これは、会場にいらっしゃる高蔵寺ニュータ
ウンの団地マネジャー、石川さん、継続してい
ますね。

進みつつあって、継続しているけど見えて
きておりません。中部大学だけではなくて、中
部圏のいろんな大学がそれに関与する予定で
す。もちろん椙山も参加していこうと思って
います。

さらに、「目前の問題として高蔵寺ニュータ
ウンでは、スーパーが撤退、移動食料車も撤退、
高齢者が食料問題で苦しんでいます。何か解
決法はありますか」というご質問です。みんな
が解決策を考えている。そのみんなというの
が、簡単に僕の把握している状況を説明する
と、高蔵寺ニュータウンというのは、もともと
春日井市というところにあり、春日井市の中
では高蔵寺ニュータウンはとても優等生、む
しろ高蔵寺ニュータウン以外の旧市街の方が
春日井市で問題だということで、春日井市の

集中されたお金と人材は旧市街の方に行って
いました。ところが、今、やっぱり高蔵寺ニュ
ータウンも問題だし、春日井市も頑張らなけ
ればいけないなという状況になって、ようや
くニュータウンと春日井市が一緒になって考
え始めたという状況だと認識しています。

次、これは深尾先生にお答えいただきます。
「ニュータウンの役割は終わったんじゃない
ですか。ニュータウンの未来はあるのでしょ
うか。」というご質問です。
深尾氏：僕は団地をどうしたら良いかという
のをずっとやってきたんですけれども、団地
再生という言葉は使わないようにしています。
なぜ使わないかというのは、日本の団地はま
だ死んでいないからです。再生という言葉は
死んだものを生き返らすという言葉ですから、
ヨーロッパの団地は本当に死んでしまってい
るのがあって、それは再生します。

都市再生という言葉も、僕は、再生という言
葉は嫌いで使っていなかったのですが、これ
も同じような感じがあって、ニュータウンの
未来はないというので、役割は終わったとい
うのは、政治家というか、例えばＵＲをコント
ロールしているような人たちはそう考えてい
るのですが、人間の歴史の中で、日本だけでは
なくてヨーロッパも含めて、そういう一時期
の要求として、その当時の人が知恵を絞って
ものを造ってきた、その歴史なのです。都市と
いうのは完全に時代が造る。パリは、繰り返し
ますけれども、1850 年から 1900 年の間のあ
あいう時期にああいう条件のもとであの町が
できて、あのパリの美しさを今求めようとい
うのは全く無理な話だと思います。

このニュータウンも戦後日本が敗戦の後、
人口の偏りができたのをどうやって解決しよ
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うかというので造ってきたものですから、
我々の歴史であって、それを未来はないとか
否定するという捉え方は絶対にすべきではな
いと思います。我々が住んでいる場所であっ
て、それをどう使いこなしていくのかという
ことを考えるべきだと思います、というのが
お答えです。
村上氏：フォーラムっぽいですよね、皆さん
と対話をするこの時間は。予定していた議論
のまとめは全く到達しないかもしれませんが、
時間が許す限り、皆さんと対話したいと思い
ます。

今、深尾先生がおっしゃいましたが、日本型
ニュータウンというのは住むためのニュータ
ウンで、通勤は名古屋市に通う、寝るときだけ
高蔵寺ニュータウン、これが日本のニュータ
ウンです。

そのモデルになりましたイギリスのニュー
タウンというのは、ニュータウンの中に職場
もあるし、遊ぶところもあるし、買い物もでき
る。もちろん住むこともできる、学校もある。
日本は、学校はありますけど住むだけという
機能しかないので、そういう住むだけの機能
としての役割は終わっています。終わってい
なければ、そんな空き家、空き地ができるわけ
ないですから。そこをどうにかしようとして
いるのが石川マネジャーを初めとする高蔵寺
ニュータウンの方々ですし、私もそれに協力
したいと思っていますが、高蔵寺ニュータウ
ンだけではなくて、いろんなニュータウンが
ございます。深尾先生は、多摩ニュータウンの
大学にいらっしゃいました。
深尾氏：でも、役割が終わったという言い方
はすべきでありません。今、住んでいらっしゃ
る方もおります。

村上氏：ですから、造ったときのイメージで
はないということですね。そこから役割が変
化しているということだと思います。

さて、次も深尾先生に対する質問です。深尾
先生、質問を読み上げてください。
深尾氏：「私は明治という時代から日本がお
かしくなってきたと思います。外国の人が日
本の住宅を見てウサギ小屋に住んでいると言
います。深尾先生、何とかしてください。」とい
うご意見です。

でも、中間レベルで言うと、日本の住宅は決
してヨーロッパと比べてウサギ小屋でもなけ
れば、特にいろんな設備などのサポートシス
テムからいえば相当良いです。ただ、日本では
格差が広がっている問題というのは別の問題
としてかなり悩ましい。真剣に考えなければ
いけないと思いますけど、おかしくなってき
たとは僕は思いません。僕自身、日本に生まれ
て育ってきて良かったと思っていますし、た
だ、今後いろんな問題はあると思います。

電気のことについてもこの方は書かれてい
ますが、それは先ほど申し上げたように、電気
というのはたかだかここ 100 年の話で、産業
革命はそれより前から起きて社会が変化した
ということはもう一回強調しておきたいと思
います。
村上氏：次、杉藤先生への質問です。
「オーストラリア・シドニー郊外のキャン

ベルタウンというのは、首都のキャンベラと
は違う町ですね」という質問です。違いますね。
キャンベラというのは、シドニーから 300km
ぐらい南にある首都でございまして、キャン
ベルタウンはシドニー中心から電車で 40 分
ぐらい、１時間弱ですね。

では、深尾先生、事前にご質問いただいてい
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る方もいらっしゃいまして、「食・衣、高齢者
が利用しやすいアクセスの充実など、住の環
境づくりの中でどのようにデザインしていけ
ばよろしいですか。」との質問です。
深尾氏：ＵＲは、今年、団地の存在意義として、
その地域全体の医療ケアの拠点になるという
ことで、地域に対して存在意義を高めていこ
うということに相当注力することになってい
て、厚労省とも連携をとって、そういう動きを
していますし、もう既に幾つかの団地でそれ
がかなり動き出しています。

少し多過ぎるなと思うのですが、100 団地
を指定して、その 100 の団地をそういう方向
に持っていこうというのをかなり本気になっ
て待っているので、単に団地自体が高齢化が
進んで、その高齢者の人が住みやすいとかと
いう話ではなくて、高齢者へのケアの拠点と
して、他の人のサービスも含めて団地がどう
あったら良いかというのを考えて、いろいろ
誘致もするし、単にお役所仕事的ではなくて、
民間活力も入れてという動きが始まっている
ので、これは日本全体の縮図ですけれども、そ
ういう動きを僕は期待して良いのではないか
と思っています。ただ、それが女性が主なター
ゲットとなります。マーケットとしては、僕は
それが何か歯がゆく思います。
村上氏：今の質問の「食・衣、高齢者が利用し
やすいアクセスの充実など、住の環境づくり
の中でどのようにデザインしていけばよろし
いですか。」という点について、ソーシャル・
アーキテクトの視点からはどうですか。
杉藤研究員：住まうということは、そこで人
生の、あるいは生活のいろんなことがその中
で十分に機能しなければいけないわけですけ
れども、それが例えば高齢者の方だけで、老老

介護のような状態になっていると、当然外部
からの支援というのをどう構築するかという
のがやはり問題というか課題になるだろうと
思います。

例えば高齢者の方、私の両親も高齢者同士
で住んでいて、数年前に２人とも亡くなって
しまいましたけれども、食べるときに給食を
どうするかとか、だんだんとスーパーに買い
物にも出ていけなくなります。だから、ソーシ
ャルワーカーの方にお世話になって食の支援
と、それから、例えばバリアフリーの補助金な
どもいただきましたし、また、近所のお医者さ
んがホームドクターになって助けてください
ました。

だから、ソーシャル・アーキテクトという
言葉を使うかどうかは別にしても、外部から
の支援者を住という非常にプライベートな空
間の中にどう入れるかというのが大きな課題
ではないかと考えます。
村上氏：場所のデザインではなくて、人のデ
ザインをしましょうということですね。

もう一つ、事前にいただきましたご質問で
すが、「昨日、11 月 16 日に入籍し、団地に引
っ越してきました。団地の近未来の住宅デザ
インとして重要なことはありますでしょう
か。」ということです。
深尾氏：この方の身長が幾つかということが
一番気になります。
村上氏：大丈夫です。
深尾氏：だって、お子さんがどんどん背が高
くなって。
村上氏：お子様が自分の背を超えたら考える。
深尾氏：ちょっと考えていただいたほうが良
いかと思います。

その他に、三つ私に質問が来ていて、一つ、
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「ベルリンの世界遺産の馬蹄形のジードルン
クは、冷戦時、東西どちらでしたか。」これはブ
リッツは西だったと思います。それから、ジー
メンスも西です。旧東だったところの住宅問
題は全く別の状況で、それをどう今の西側の
レベルにするかというのは大きな課題として
あります。

デッサウという町があって、そこにやはり
同じ頃のジードルンクがあって、それはずっ
と東に属していたのですが、とてもひどい状
況になってしまいました。つい最近、きれいに
大規模リノベーションを行うということが起
きています。つまり、その間ずっと、維持管理
のためのお金のかけ方が西と東では全然違っ
ていたということです。

それから、次の質問は、「戸建て住宅が日本
でなぜ中古流通しないか。」という質問です、
これはこれだけで 60 分間の講演になります
が。
村上氏：私、答えていいですか。

日本では戸建て住宅を取り壊してしまいま
すが、欧米では飾りも何もない戸建て住宅を
若い夫婦が買って、毎週週末にお手入れして、
価値を上げて転売し住みかえるというマーケ
ットがあり、そういう意味では日本よりは良
いです。日本は建てたときが一番価値が高く
て、10 年たったら価格は半分になりますから、
そういうことはしません。
深尾氏：欧米を一緒にするのは間違っていま
す。アメリカとヨーロッパでは全く違います。
村上氏：それを説明するとさらに 30 分はか
かります。
深尾氏：アメリカの住宅が中古流通して日本
と違うというのは、アメリカでは戸建て団地
ごとにいろいろレベルがあって、同じ戸建て

団地の中はほぼ同じ住宅が建っています。日
本の場合は、大正末期から昭和にかけて…。で
も、時間がないので止めましょう。ただ、カス
タマイズといって、日本のハウスメーカーも
工務店もお客さんの希望に合わせた家を建て
るという仕組みが極めて高度に産業化してし
まいました。そのため、日本の住宅は中古流通
しないのです。だから、建て売り住宅は別とし
て、建て売り住宅のレベルが上がれば、中古流
通する。
村上氏：そこは、反論に 30 分かけたいですが、
これはそうしておきましょう。中古流通がし
ない原因というのはそれだけではないけれど
も、事実は流通していないのです。

次の質問は、「全国的に空き家が非常に増加
していますが、どのように対応していけばよ
ろしいでしょうか。」とのことです。

本当は今日はその話もたっぷりしようと思
ったのですが、空き家、空き地問題というのは、
今我々研究者の中でもとても多くの人間が取
り組んでいますし、実務の皆さんも非常に困
っている問題で、この回答は多分時間が間に
合わないので、何か端的に言えることがあれ
ばお願いします。
深尾氏：統計を見ていただくとわかるのです
が、今年になって空き家問題が騒がれていま
すが、去年と今年の空き家の増加率は、一昨年
から去年にかけてよりも実は下がっています。
だから、いろんなことがあって空き家問題を
アピールするようになっていると考えた方が
良いと思います。
村上氏：ただ、単純に人口が減少に転じていて、
住宅数はほぼ横ばいですので、空き家は増え
てくる。統計上はそう見えますよね。
杉藤研究員：多分、今の話は地域によって違
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うというのも、ファクターとして入れなけれ
ばならなくて、例えばいわゆる限界集落、あま
り良くない言葉だと思いますけれども、限界
集落とか限界自治体などという言葉も最近出
てきているわけですから、やはり地方によっ
ては空き家はいや応なく増えてきてしまって
いるという状況はあるので、都市の問題と田
舎の問題は違うと思います。
村上氏：そうすると、私は好きではないですが、
国交省などは選択と集中といって、見捨てる
都市を造りましょうということを公然と言っ
ているわけです。そうすると、研究者の中では、
ニュータウンですごく空き地、空き家がある
ところがあるので、どうやってそこを収束さ
せるかという研究をしている方もたくさんい
ます。そういう状況にあります。ただ、空き地・
空き家対策の回答は一つではない。

次、深尾先生から、「列島国、地震国というハ
ンディの中でどのように住まいをデザインし
ていくのか。」という質問に対し、短めに回答
をお願いします。
深尾氏：地震も、例えば津波とか今まで想定
外なんて言って処理されてしまうことがたく
さんあって、今後も出てくるかもしれません
が、地震に関しては、あるレベルまで来たと私
は思っています。短くは回答できないですね、
やっぱり。

日本は大変なんですよ、暑くて、寒くて、湿
気があってというものすごくいろんなことを
考えなければいけない国で、そこに対しての
住宅を造る技術はかなり積み重ねてきたので、
これからも頑張るでしょう。
村上氏：これは頑張りますということだと思
います。

次、私に対する質問で、「前の東京オリンピ

ック、1964 年の前に東京の川の上に高速道路、
自動車道路をたくさん造ったがそのときに生
活や東京の町を全然考えてないのではないか。
2020 年に対しては、もっときちんと考えてや
るべきではありませんか。」というご意見を会
場からいただいておりますが、まさにそのと
おりだと思います。

先ほどソウルの清渓川の事例を、ちらっと
お見せしましたけれども、あれも高架道路を
全部潰してビオトープの川を造っています。
ぜひソウルに行ったらご覧ください。そうい
う町づくりをしていかなくてはいけないと思
います。オリンピックだからとにかく造れと
いうのは間違っていると思います。

フォーラムとしては、深尾先生の基調講演、
そして、杉藤先生の報告を通じていろんなご
質問、ご意見をいただいたというのは、この集
会のフォーラムという名前にふさわしい時間
の使い方ができたかなと思っておりますが、
最後にお二方へ。住環境やライフに対して椙
山が一体何をやっていけば良いと杉藤先生は
思われますか、という投げかけへの回答と、深
尾先生、このフォーラムに対しての何かコメ
ントをください。
深尾氏：女子大ですので、女性高齢者がどう
やって住んでいくかを中心にご研究されると
よいと思います。
杉藤研究員：私としては、もう少し学問間の
連携を強化することというのは椙山にできる
ことではないかと思いますけれども、どうし
ても縦割りというか、学部割になりがちなの
で、今回のように違う学部の２人が、３学部合
同の海外研修をきっかけにこういう機会まで
できたわけですので、学部間の連携というの
がいろいろできてくると、新しいトピックな
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り、新しい課題解決の道を見つけることがで
きるのではないかなと考えます。
村上氏：ありがとうございます。

それでは、時間を少し過ぎてしまいました
けれども、これで後半のディスカッションを
終わらせていただきたいと思います。どうも
ご清聴ありがとうございます。
杉藤研究員：本日は、講師の先生方、特に深尾
先生には遠路お運びいただきまして、どうも
ありがとうございました。また、本日ご来場い
ただきました皆様方にも御礼申し上げます。

最後に、センター長から一言ご挨拶申し上
げます。

【閉会挨拶】

椙山孝金センター長：センター長の椙山孝金
と申します。今日は本当に足元の悪い中、また、
年末間近のお忙しい中、大勢の方にご参加い
ただきまして、ありがとうございました。講師
の深尾先生、また、村上先生、ありがとうござ
いました。

パネルディスカッションが随分活発に行わ
れまして、今までのフォーラムの中でもおそ
らく一番活発なディスカッションの時間であ

ったと思います。時間がもう既に予定をオー
バーしておりますので、私はこれでご挨拶と
いたします。今日は長時間にわたってお付き
合いいただきまして、心から御礼申し上げま
す。

本日は本当にありがとうございました。
杉藤研究員：以上でプログラムは全て終了い
たしました。どうぞお気をつけてお帰りくだ
さい。どうもありがとうございました。
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第31回椙山フォーラム アンケート集計結果
＊受講者数：90名アンケート回答者数：41名(回答率45.5％)
＊事前申込：104名 /  受講者：90名(参加率86.5％) 

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 6名 14%
2.日本経済新聞の折込チラシ 2名 5%
3.椙山女学園からの案内（ＤＭ） 19名 44%
4.生涯学習センター・図書館の掲示 0名 0%
5.椙山女学園のホームページ 1名 2%
6.センターホームページ 2名 5%
7.友人知人からの誘い 10名 23%
8.その他 3名 7%
合計 43名 100%

 

Q2.今回のフォーラムへの参加動機は何ですか?（複数回答可）

1.興味・関心のあるテーマだったから 36名
2.講師に魅力・関心があったから 5名
3.会場が便利な場所にあったから 4名
4.その他 1名
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Q3.今回のフォーラムは参考になりましたか?

1.大変参考になった 19名 53%
2.参考になった 16名 44%
3.参考にならなかった 1名 3%
4.全く参考にならなかった 0名 0%
合計 36名 100%

【その他参考データ】
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

1 その他 60 男性

海外事例について、同一国・同一住居の現場の時系列変化、修繕、リノベー
ションの推移を継続的に取材しており、その労力どおりの成果で大変参考に
なった。集合住宅が、10～15年ごとに衰退化し、スラム化していく繰り返し
の歴史に何故？という疑問が残る。

2 会社員 40 男性 ありがとうございました。大変勉強になりました。ディスカッションでは、
先生方の考え方が聞けて、大変良かったです。

3 無職 70 男性

ヨーロッパの大都市、パリ、ベルリン、リヨン等の中心地の建物は今もほぼ
昔のままですが、郊外にある集合住宅は日本と同じ悩みを持っていることが
わかりました。また、日本にはあまりありませんが、欧州では移民の問題
（特に旧植民地の人たちが旧宗主国へ移住し、トラブルを起こしていて住居
等も大きな問題）が大きいと思います。

4 会社員 50 女性

パネルディスカッションを聞いて感じましたが、「女性問題」ではないです。
男が働き、お金（共済）を払えるのは、女が家の事を賃金なしで担ったから
で、これは、会社による搾取とも言えます。朝早くから夜遅くまで出張もあ
る仕事と幼い子どもを育てる生活とを両立することは、ケアする人の助けが
なくては不可能です。そういう意味で、「どうして男だけが稼ぎ、女が使う
のか」という発言は無理解によるものと感じ、その意識は誤解です。以上の
ように感じる方が日本に多いことを適切に変えていくことは課題です。この
意味では、「男性問題」と言えるのではないでしょうか。女性・高齢者がど
う住んでいるか、上野千鶴子さんが応えてくれると思います。

5 － 80 男性

遅れて参加しましたので、充分に聴講できなく、パネルディスカッションも
その前後がわからず、だた聴く一方に留まった。誠に申し訳ありません。私
のような建築を職業として送ってきた者にとっては、住居と人間生活は重要
な課題でした。

6 － － 女性
村上先生の住宅計画、深尾先生の建築構法、杉藤先生の文化人類学の授業を
拝受できまして、勉強になり、嬉しかったです。衣食住がすべての人に恵ま
れますようにとお祈りせずにいられませんでした。ありがとうございました。

7 その他 70 男性 スライドの説明にもう少し時間がほしかった。

8 会社員 － 男性 パネルディスカッションが特に良かったです。色々な視点で話があり、大変
参考になりました。1.5～2時間取っても良いのではないでしょうか。

9 － 60 女性
テーマからしてどういう問題意識で切り込むのかよく理解できないまま参加
しましたが、講演内容から納得できました。すごく身近なテーマとして胸中
に染み込みました。パネルディスカッションがとてもおもしろかったです。

10 会社員 50 男性 集合住宅の歴史を知って、大変興味深かったです。

11 主婦 40 女性 空き家や高蔵寺ニュータウンの話をもっと聞きたかった。海外の話よりも身
近な事を聞きたかった。

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

12 主婦 70 女性
深尾教授の講話はたいへん興味をひかれるものでした。若き日の私に戻って
勉強したい思いが突き上げてまいりました。たいへん楽しい時間をありがと
うございました。

13 会社員 40 男性 今後の住宅問題は深いテーマなので、質疑応答のコーナーでは、時間があれ
ばもう少し聴きたかったです。ありがとうございました。

14 その他 60 男性 地域の住居環境の状況がよくわかった。

15 その他 40 男性 HISTORYを知ることの大切さを改めて勉強させていただきました。

16 会社員 40 女性 素人にもとてもわかりやすくお話いただきました。ありがとうございました。

17 その他 － 女性
地域では、「まちづくり委員」をしていたので、大変参考になった。建物＝
Lifeの考え方を持ちたい。パネルディスカッションが大変良かった。未来図
の一片を垣間見ることが出来た。

18 主婦 30 女性

もう少し時間を長くとって、じっくりと話を伺いたかったです。テーマと内
容がうまく結びつかないようにも感じました。杉藤先生のお話をもっと地域
デザインの具体的な事例やアイデアに結びつけたところまで聞きたかったで
す。

19 その他 40 女性
質疑応答がもう少し長いと面白い。今の日本にもっと話をつなげてほしい。
深尾先生の講演は専門的すぎるように思う。対象が一般向けであれば、海外
事例と日本の対比が欲しい。どこか遠い話のような気がする。

20 その他 60 男性 「集住」＝身近なテーマ。参考になりました。時間不足だったようです。続
き（第２回）をしてください。

21 － － 女性 面白いフォーラムでした。

22 無職 80 男性 内容が多すぎて、ポイントがわからない。もっと重点的に単純化した説明が
ほしい。

23 － 80 男性

今、住宅建築の建替えのスピードが速く、費用の損失が大きいと思います。
その住宅の建替えは人の生活スタイルの変化が早い故です。和式から洋式に
どんどん進歩する。また、家族の共同生活の変化、２世代、３世代同居では
なく、世代ごとの変化が素因であると思います。それは、間取りの工夫と生
活のスタイルで考案すべきである。
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2.22、クライストチャーチで何が起こったか：
3.11、東日本大震災との比較で
What happened to Christchurch in 2011?:
Compare with the Great East Japan Earthquake

椙山女学園大学人間関係学部教授
椙山人間学研究センター研究員

杉藤　重信
Shigenobu　Sugito

渡邉毅主任研究員：平成 26 年度の人間学研
究センターの人間講座を始めたいと思います。
最初に開会の挨拶を森棟理事長からお願いい
たします。

森棟公夫理事長：皆さん、こんにちは。本学園
理事長の森棟公夫と申します。本日はお暑い
中、たくさんの方々にお越しいただき、ありが
とうございます。人間学研究センターでは、こ
のような講座を毎年 4 回行っています。今年
の第 1 回人間講座では、杉藤先生のお話をお
伺いします。従来は人類学の中でも、渡邉先生
を中心に理系の人類学を行っておりましたが、
今回は初めて文系の人類学のお話をお伺いし
ます。ニュージーランドと東日本大震災につ
いてお話していただきます。それでは渡邉先
生、よろしくお願いいたします。

渡邉毅主任研究員：それでは早速、本日の講
演者である杉藤重信先生の簡単なご紹介から
入りたいと思います。杉藤先生は 1988 年、人
間関係学部設立の 2 年目に赴任してこられま
した。以来、僕とは 25 年間に渡って人間関係
学部の同僚でした。特にこの大学の場を借り
て中部人類学談話会を長年に亘ってやってき
ました。残念ながら、去年で椙山での文化人類

学談話会は終了しましたが、現在は南山大学
が中心となって行われています。杉藤先生は
僕と一緒に事務局を行っていました。本日は
ニュージーランド、クライストチャーチのお
話になります。3 年前になりますが、かなり
大きなニュースで流れました。私はその時、た
またま学生の妹さんがクライストチャーチに
行っていたということを聞きまして、大層心
配していました。その妹さんは無事でしたが、
かなり多くの犠牲者が出たということです。
そういった災害が世界的にいろいろな形で生
じており、災害人類学と言って、いろいろな人
類学者が現在活動中ですが、本日はその一端
をご紹介いただけると思います。それでは杉
藤先生、よろしくお願いいたします。

杉藤重信教授：ご紹介いただきました杉藤と
申します。まずは地震について考えてきたこ
とをお話した後、私が今どういったことをや
っているのか、ニュージーランドやクライス
トチャーチとどう関係があるのかについて自
己紹介を兼ねてご紹介申し上げます。

なお、「ニュージーランド」などの単語は、パ
ワーポイント上ではかなりスペースを取って
しまいますので、申し訳ございませんが略字
を使わせていただきました。AL はオークラ
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ンド、CB はカンタベリー、CH はクライス
トチャーチ、KU はカイコウラ、NZ はニュ
ージーランド、WK はワイカト（ハミルトン）、
WL はウェリントン、というようになってい
ます。

＜はじめに＞
さて、まずは私が何を考えたか、というとこ

ろから入りたいと思います。私が最初に、地震
について強く関心を持ったきっかけは、1995
年 1 月 17 日の阪神淡路大震災でした。その後
も地震が続きます。2004 年になると 12 月 26
日にスマトラ島沖の地震があり、津波が起こ
りました。そして、本日お話する 2010 年 9 月
4 日と 2011 年 2 月 22 日に起きたクライスト
チャーチの地震、および、2011 年 3 月 11 日
の東日本大震災が発生しました。

もちろん地震は、地球科学的に非常に興味
深いことではありますが、私は文化人類学の
専門であって地球科学の専門ではありません。
また直接、防災や減災あるいは社会の具体的
な課題に関わっているわけでもありません。
ただ、文化人類学的にこの現象はどういった
ふうに見るのか、人文社会科学的な観点から
地震を見るのは、結構面白いことだと思って
います。

スマトラ島沖地震の際に、アンダマン海（イ
ンド洋の北部）沿岸に居住するモーケンと呼
ばれる人々が津波を察知して高台に逃げたと
いうニュースが伝えられました。ネットで調
べてみますと、2009 年 6 月 15 日の朝日新聞
にこのニュースについて載っていることが分
かります。私達にとって関心があることとつ
なげて見ると、「経験は伝承できるのか？」と
いう問題がここにあります。つまり、津波や地

震というのは繰り返し我々を襲ってくるわけ
ですが、その経験はいかにして伝えられるの
か。東日本大震災の折には、千年単位の規模だ
と伝えられています。しかし、実際には三陸地
方には大体 50 年に一回くらいは津波が訪れ
ています。50 年だとおそらく一世代もしく
は 1.5 世代くらいに一回は津波でどこかの村
落が流されるという経験をしています。そう
いった経験の伝承というのは可能であるのか、
特に伝統社会ではどういった形で伝えられる
のか、逆に現代社会は、それをどのように伝え
ていけば良いのか。あるいは文化によって伝
承の仕方というのはどのように異なるのかと
いったことを考えることができるのではない
かと思います。

後に私の経歴について触れますけれど、私
はもともとオーストラリアの先住民アボリジ
ニの調査をしていました。狩猟採集民がいる
地域を調査していますが、彼らの住まいは一
般的にすごく簡便に造られています。オース
トラリアは非常に地震が少ないところですの
で、地震が起こることがまずありません。仮に
彼らがいる地域にもし地震が襲ったとしても、
彼らの簡便な家は、倒れようもないですし、彼
らが死亡することはないと思います。考えて
みると、震災や津波などの自然の力が人を殺
すと言って良いのか、と疑問に思えてくるこ
とがあります。

例えば、阪神淡路大震災のときの火災は、た
またま朝早く朝食を作りかけている時間のた
めに、それが地震の後、ずっと長く延焼してい
った原因になったというわけですね。そのこ
とによる死者というのが多かった。また、建物
が倒壊した結果、その建物の下敷きになって
亡くなるというケース。例えば今回のクライ
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ストチャーチにおいて 28 名の日本人の語学
留学生が亡くなっていますが、これはその語
学学校があった CHTV（Christchurch TV）と
いうビルが倒壊したせいです。地震の影響を
受けて建物が倒壊することには違いありませ
ん。しかし、人間の営みが自然の力によって崩
壊して、結果として人命が奪われてしまって
いると考えられます。実際、このビルは改修中
であったとされており、倒壊の原因はそちら
ではないかと、最近になって訴訟が起こされ
ています。

また、阪神淡路大震災であるとか、東日本大
震災において、パニックや打ち壊しなどは起
こらなかったことが知られています。支援を
受ける際にも行列を作り、受け取りのときに
も混乱が起こらなかった。このように地震の
ような天災に際しての被害の受容態度という
のが、どういうふうであるのか。これは明らか
に文化によって違うものと考えられます。防
災や減災という観点から見ても、この文化差
というものに注目すべきだろうと思います。

以前、小説家・吉村昭さんの『三陸海岸大津
波』という本を読んだことがあります。ルポル
タージュでしたが、この中で吉村さんは、繰り
返し津波は襲来してその度に犠牲者を出すと
いう状況を、インタビューを元に再構成して
います。過去の災害は忘れやすい、あるいは、
忘れたいと思う、それは日本人だけではない
と思います。おそらく人々にとって海岸暮ら
しの魅力があり、犠牲を出しながらも、津波に
さらわれて村落が無くなったところに山から
再び人々が下りてきて、そこで暮らし始めて
海の幸で豊かな村落を営んでいくといったよ
うなことです。これが、繰り返しほぼ 50 年ご
とに津波により犠牲を生んでしまうというこ

とだったのではないか、ということに触れて
おられます。

また、江戸に限らず都会は人が集まる魅力
的な場所です。けれど、火事には弱く地震にも
弱いわけです。人がたくさん集まっています
ので当然犠牲者も多く出すことになってしま
います。建物の中に一人二人しか住んでいな
ければ、犠牲者は 1-2 人ですけれど、これが
100 人、200 人になれば建物が壊れるのと同
時に、犠牲者を増やしてしまうわけです。この
ように人間の生活のあり方そのものは、災害
被害と直結していると考えることができるで
しょう。

＜自己紹介＞
なぜニュージーランドに行ったかについて

お話します。
私は大学の学部生の頃から 1978 年にかけ

て、日本の漁村や山村で調査をしてきました。
その後 1979 年から 83 年にかけては、ミクロ
ネシアのエラート環礁というところでフィー
ルドワークを行い、その後 1984 年から現在に
至るまでオーストラリア北部のアーネムラン
ド、あるいは中央砂漠などで調査研究を行っ
ています。そして 2006 年から現在に至っては、
ニュージーランド、特にオークランドとクラ
イストチャーチにおいて調査研究を行ってい
ます。

先ほど渡邉先生からご紹介がありましたよ
うに、椙山へは 1988 年から参りましたので、
オーストラリア、ニュージーランドというの
が、私が名古屋へ来て椙山に着任して以降の
研究フィールドです。最近の私の研究方法は、
フィールドワークのデータを元に多変量解析
やシミュレーション分析を行うというもので
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す。最近では親族データベースシステムを構
築して、親族関係の知識をどのようにマネジ
メントしていくのか研究をし、親族関係のデ
ータベースを構築して参りました。それに関
連づけて、先住民社会の研究、オーストラリア
の先住民アボリジニとニュージーランドの先
住民マオリについて、どんな社会・文化の人々
なのか研究を進めています。

ニュージーランドには最初に、1987 年の 1
月に遊びに行き、南北両島を 10 日ほどかけて
ドライブしたことがあります。北は火山、南は
プレート境界、きれいな山並みが続いていま
した。それからマオリの村であるとか、牧場で
あるとか、美しい自然景観・文化景観を楽し
みました。2回目は1993年に出かけましたが、
これは以前、椙山に来る前にお世話になって
おりました国立民族学博物館の関係で、ニュ
ージーランドの博物館を訪問するというプロ
ジェクトでオークランド博物館、ワイカト博
物館、カンタベリー博物館を訪問しています。

実際に調査を始めたのは 2006 年 8 月から
でして、最初は首都ウェリントンのテパパと
いう博物館を訪ねました。テパパ博物館は、マ
オリの文化に焦点をあてた博物館です。その
後、2007 年の 8 月にはオークランド大学及び、
クライストチャーチのカンタベリー大学を訪
問しました。2008 年から 2012 年にかけては、
オークランド大学とオークランドのマオリ組
織とコンタクトをしました。2013 年の 3 月
と 8 月にクライストチャーチのカンタベリー
大学及びガイタフ（Ngai Tahu）という名前の
マオリ組織を訪問しまして、情報収集をして
参りました。

マオリを訪れた理由は、マオリの社会の親
族組織が私にとって非常に興味深いものであ

ったからです。彼らは親族に関する知識のこ
とを「ファカパパ」と呼んでいます。ファカパ
パというのは親族に関する知識・系譜のこと
です。年配の人達は、それは心の中にあるべき
ものだと言い、一方では若者たちはそういっ
たことを気にしていないなど、意識の変化が
見られるようになってきています。特に若い
世代にこの親族知識を受け渡していくにはデ
ータベース化というのが必要ではないかと思
います。

マオリは先住民の権利回復のために、いろ
いろなことを言っています。ひとつは、環境保
護者であるという主張をしています。これが
地震と関係があります。また、彼らの自然観と
親族知識というのは関連があります。こうい
ったことが私にとって、ニュージーランドが
魅力的な理由です。

＜私と地震＞
さて、地震の体験ですけれど、私は 1995 年

の阪神大震災の 1 月 17 日は名古屋におりま
したので、大きな揺れを感じましたが、影響は
ありませんでした。しかし、私の母校の甲南大
学は被災しまして、私が大学のときに学んだ
建物の多くが壊れてしまいました。それから
神戸在住の友人達も被災しましたので、1 週
間後に支援に出かけ、個人的な体験ではあり
ますが、見慣れていた町並みが崩れてしまっ
ていることに非常に大きなショックを受けま
した。

2011 年の東日本大震災では、ちょうど 3 月
11 日は出張のためにシドニーに向かおうと
して、セントレアから成田空港に到着したと
ころでした。20 時発のシドニー往きの便を
待っている間に被災いたしました。成田空港
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付近の交通が途絶して、空港ビル内に野宿し
ました。しかし、翌日にシドニー往きの第 1 便
で出発することができました。

オーストラリアでは、オーストラリアの友
人達から、「沈没した日本の難民として来たん
だから、しっかりしろ」みたいなことを言われ
ました。オーストラリアみたいな大きな土地
の人達からすると、テレビで繰り返される日
本の津波のニュースを見ると非常にショック
で「もうこれは、日本は沈没したんだ」という
ふうに考えたと思います。オーストラリアで
は約 3 週間滞在し、現地の人々とは、大震災の
津波の影響と原発事故の話で終始しました。
今日は原発事故については全く触れておりま
せんので、これだけにしたいと思います。

さて、私は一晩地震難民になったので、その
ときに撮った写真を何枚かお見せします。

（１）この写真は、私が野宿する場所と定めた、
2 階の手すりの所から下の人達の写真を撮っ

ています。（２）つぎの写真は、ちょうど避難
しなさいというアナウンスが流れて外へ出た
ところへ、近隣のビルにあった保育所の子ど
も達が震災用の頭巾をかぶっているのを見つ
けましたので、写真を撮らせてもらいました。

エアラインの女性達が、飛行機の機内で配
られる毛布をいっぱい配ってくれました（３）。
3 月 11 日は非常に寒くて、私達は空港ビルか
ら避難して、屋外に 3 時間くらい留まりまし
た。その後、建物の安全が確認されたというこ
とで、建物の中に戻りましたが、それまでの間、
エアラインの女性達が配ってくれた毛布はと
てもありがたかったです。建物に戻ってから、
空港ビルの職員が備蓄していた食べ物を配っ
てくれました（４）。テレビでは、当時の枝野官
房長官が津波のことについて述べていて、翌
日になると津波の話が消えて原発事故の話に
変わっていくわけですね。私が地震難民とし（1）

（2）
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て受け取ったのはエアラインの毛布と、備蓄
されていた寝袋と水、クラッカー、これらをい
ただきました。ざっと見たところおそらく全
員に配られるくらいの数があったと思います。
ただ空港ビルはかなり広いので、一体何人く
らいが難民になられたかというのは、私は掌
握し切れていませんが、相当量の備蓄があっ
たものと思われます。

＜マオリとニュージーランド＞
ニュージーランドとマオリについて、どん

な所か、どんな人々かをご紹介し、かつクライ
ストチャーチ地震がどのように起こるのか、
メカニズムについて少しご紹介しておこうと

思います。
マオリはニュージーランドの先住民です。

彼らはアジア系でオストロネシア系の言葉を
話します。マレー語、インドネシア語などのグ
ループです。13 世紀の後半期にポリネシア
のソサエティ諸島、タヒチ島を含むフレンチ
領ポリネシアと今現在呼んでいる辺りから渡
来したとされています。ニュージーランドの
ことをマオリ達は「アオテアロア」と呼んでい
ます。「白い雲がたなびく場所」という意味だ
そうです。彼らは部族社会を構成して農耕を
行っていました。そして新天地のアオテアロ
アの自然をよく理解し、数多くの神話を作り
出しました。彼らはまるで最初からアオテア
ロアにいたかのような物語も作りました。も
ちろんそれは元々いたソサエティ諸島から持
ってきたものに若干バージョンを付け加えた
のだと思います。

それから 17 世紀頃から西洋社会とのコン
タクトが始まり、大きく文化変容を迫られる
ことになります。同時にいち早く鉄砲を取り
入れた部族は、他の部族に征服戦争を仕掛け
て、部族戦争が頻発しました。19 世紀になる
と、入植者に対して、マオリ戦争で戦って抵抗
するなどしていきますが、学校教育の中でマ
オリ語を消失し、かつ西洋文化の影響を強く
受けるようになります。

その後、青年マオリ党を結党するなど、また
軍隊の中でもマオリ部隊を作るなどしてニュ
ージーランド国家に貢献しました。青年マオ
リ党の人々は白人達に対する抵抗ではなく、
貢献によって権利主張の権利が生まれるのだ
というふうに方針を転換します。20 世紀の
中頃以降、復権運動によりマオリ語を復興し、
マオリ語による学校教育やマオリ語の放送な

（4）

（3）
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どを開始しました。1980 年代以降は、ワイタ
ンギ条約、ニュージーランドが植民地になっ
たときに結ばれた条約ですが、これを見直し
て、ニュージーランド政府も二文化政策、つま
りニュージーランドという国家は白人系の社
会とマオリ社会の二つの文化が並存するとい
う路線に転じます。2013 年現在、マオリ人口
は約 68 万人。ニュージーランドの総人口は約
450 万人です。

マオリの復権が続きますが、それでも社会
的に恵まれない階層は、主流社会での白人達
の割合よりも高く、最近は「カイキアキタン
ガ」、すなわちマオリ語の言葉で「環境の保護
者」であるという主張を強めているところで
す。

＜ニュージーランドの地質構造とプレート境
界状況＞

ニュージーランドは日本と同じく、地球科
学的に非常に複雑なところに島が位置してい
ます。ちょうど太平洋プレートとオーストラ
リア・プレートというプレートの境界付近に
北島と南島が位置しています。北島はオース
トラリア・プレートに乗っていて、クライス
トチャーチがあるのは南島ですが、南島の南
半分は太平洋プレートに乗っていて、北半分
はオーストラリア・プレートに乗っています。

太平洋プレートは東から西へ押しているの
ですが、それに抵抗するオーストラリア・プ
レートの下に潜り込んでいきます。結果とし
てマグマが発達し、北島にはたくさんの火山
が見られます。ところが南島の方は火山がほ
とんどありません。南島の太平洋プレートと
オーストラリア・プレートは横滑りしている
格好になっていますので、下に沈んでいませ

ん。そこで、マグマを形成することなく、二つ
のプレートがこすり合って盛り上がり山がで
きるという形になっています。といっても、例
えばヒマラヤ山脈は、インドプレートがユー
ラシアプレートの下に潜り込んで、その境界
に標高が 10,000m 近いヒマラヤ山脈を作り
ますが、太平洋プレートとオーストラリア・
プレートの関係は横滑りですので、あまり高
い山はできません。一番高いと言われるマウ
ントクック（Mt.Cook）ですら標高 3,754 ｍで、
富士山よりも低いのです。
（５）これは、たまたま去年の 8 月に出かけ

た「カイコウラ」という、先ほどの南島の太平
洋プレート側とオーストラリア・プレート側
の境界辺りの南側の太平洋プレート側の町に
行きました。そのときに、ちょうど海岸線から
見て北側を撮っています。手前の山は太平洋
プレートの上の山で、向こう側の山はオース
トラリア・プレート上にあります。この辺り
が横ずれしながら、二つのプレートがせめぎ
合っているという状況です。

＜クライストチャーチについて＞
さて、クライストチャーチについてですが、

その前に、ニュージーランドは先ほど 13 世紀

（5）
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の中頃にマオリ達がやってきたと言いました
が、白人達は 17 世紀の半ばにタスマンという
オランダの船長がニュージーランドを発見し
たことがきっかけで、ニュージーランド辺り
に現れ始めます。1692 年のタスマンによる
発見の後、1769 年に有名なキャプテン・ク
ックがやってきまして、クライストチャーチ
のちょうど南の、今回のクライストチャーチ
の 2 回目の大きな地震の震源地となったリト
ルトンという所に入港しています。先ほどの
植民地化が進むきっかけとなったワイタンギ
条約を紹介したのが、1840 年ですが、これ以
降、イギリスの植民地となっています。

クライストチャーチはカンタベリー地方と
いう所に位置しています。自然景観はクライ
ストチャーチの北方に東西に流れるワイマカ
リリ川という大きな川があり、これが山の方
から氷河が崩した土砂を下流に流してきて、
沖積平野と干潟を作っています。非常に平坦
な地形です。カンタベリー地方は、1846 年に
カンタベリー協会というイギリスからやって
きた人々がクライストチャーチと名付けたこ
とによっています。オックスフォード大学の
クライストチャーチ校というカレッジの名前
にちなんだとされています。そして 1856 年に
は、イギリス国王の勅許状により、ニュージー
ランド最古の市として成立しました。2013
年に人口は 34 万人となっています。

先住民のマオリは、クライストチャーチ地
方辺りは、特に 17 世紀頃になって、北島の東
海岸にいたガチポロウ（Ngati Polou）と呼ば
れる人々が北島の北部に到着して、ガイタフ

（Ngai Tahu）という名前を名乗って南の方に
征服戦争を行いました。南島のマオリの人口
は、北島に比べて少ないというのが特徴と言

えるでしょう。
現在クライストチャーチを拠点とするガイ

タフは、ワイタンギ条約の見直しの結果、沿岸
の所有権を巡ってマオリの権限が認められま
した。結果、南島の漁業権の収益を一気に受け
取ることになり、巨大な収益を継続して得る
ことができるようになりました。

このクライストチャーチ地震においても、
ガイタフは被災者に対する支援活動を豊富な
資金を用いて実施しています。クライストチ
ャーチ市にはガイタフの本部がありましたが、
崩壊しています。

＜クライストチャーチ、カンタベリーの自然
景観＞
（６）左の写真は、リトルトンという町の間

に あ る マ ウ ン ト・ プ リ ー ザ ン ト（Mt. 
Pleasant）という山からクライストチャーチ
を見下ろしたところです。霞がかかっている
ので、よく見えませんが、向こうに黒っぽく見
えるところは、雪をかぶっている南島の脊梁
山脈、ちょうど北東から南西にかけて走って
いるのが見えています。その手前が、沖積平野
です。また、海岸部は干潟を埋め立てています。

それから、先ほどリトルトンと言って紹介
した入り江は、現在のクライストチャーチの

（6）
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外港でもあります。深い水深の入り江ですの
で、かなりの大型船が中に入ることができま
す。クライストチャーチとは鉄道と道路のト
ンネルで結ばれています。
（７）これは 2008 年に撮った写真です。とて

もクラシックなスコットランド風の建物がた
くさんありました。路面電車が縦横に巡らさ
れていて、落ち着きのある町でした。2011 年
2 月 22 日に、クライストチャーチ地震がここ
で起きました。その後、3 月 11 日に東日本大
震災が起きてしまいましたので、2 月 22 日
は日本においては忘れられてしまったかにみ
えます。28 人の日本人の短期留学生が亡く
なっていたのですが。

＜クライストチャーチ地震＞
次に、クライストチャーチ地震のプロフィ

ールを紹介いたします。この地震は、その前年
の 2010 年に起こったダーフィールド地震（ダ
ーフィールドという町は、クライストチャー
チから 30km ほど行った西にありまして）マ
グニチュード 7.1 という、この大きな地震の
最大余震がクライストチャーチ地震です。通
称、クライストチャーチ地震と呼ばれていま
すけれども、先ほど申しましたリトルトンを

震源とするマグニチュード 6.3 の地震で、マ
グニチュード 7.1 の本震に比べると少し小さ
い規模の地震です。リトルトン地震とも呼ば
れています。後でも説明しますが、カンタベリ
ー地方では歴史的に地震が何度も繰り返され
てきました。

今回の地震では、日本人 28 人を含む 185 名
の犠牲者を出しています。被害総額は、当時
1NZ$=70 円だったと考えると、200 億 NZ$
＝ 1.4 兆円の損害を出しています。このクラ
イストチャーチ地震は、津波をともなう海溝
型の地震と違いまして、地震の規模に比較し
て都市の液状化による被害が大きかったわけ
です。加えて、震源は隣町のリトルトンとはい
え、ほぼ大都市の直下で起きました。地形的に
は平坦な沖積平野と干潟を干拓して出来てい
る立地ですので、もともと液状化しやすい条
件下にありました。非常に強い揺れのために
液状化が起き、上下水道電力のインフラ基盤
の喪失、高層建築（10 ～ 20 階）においても液
状化被害による倒壊危険性が生じました。ま
た、一階建ての木造建築も液状化に伴う不等
沈下により倒壊するなどの被害が出ています。

2010 年 9 月 4 日のダーフィールド地震の
マグニチュード 7.1 にはじまり、2011 年 11
月にかけての震源域の分布です。西から東へ
と震源が移動してきたことがわかります。こ

（7）

図1 クライストチャーチ付近の震源
http://www.teara.govt.nz
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の地震は、予知されていなかったようです。地
表には、この地震の断層は存在しなかったと
言われておりまして、それにも関わらず、これ
ほど大きな規模の地震を生んでしまったわけ
です。

（８）この写真は、震源付近のマウント・プ
リーザント（Mt. Pleasant）、先ほどのクライ
ストチャーチを写していた場所です。これは
その山腹ですが、皺のように見える部分は、地
割れが起きている所です。2.22 地震の震源は、
この Mt. Pleasant の少し南側（写真の左手）
であったと考えられます。

地震は西から東の方に向かって地割れがず
っと進んでいきました。先ほどプレートのず
れ方が横ずれであると申し上げましたが、こ
の辺りも、プレートテクトニクスの影響を受
けて、横ずれのプレートの動きがこの辺りに
まで波及していると考えて良いのではないか。

ですから、このマウント・プリーザントの地
割れも東西方向に走っているように思われ
ます。
（９）これは 2013 年 3 月のリトルトンの状

況ですけれども、すでに倒壊した建物の撤去
が終わっていまして、特に犠牲者を出したと
思われる建物の所には、きれいなリボンがか
けられてメッセージが残されていたりしてい
ます。一方、この土地はもう売りに出されてい
ました。リトルトンの町では、倒壊した建物の
跡の空間を利用して、いち早くショップやカ
フェができたりしています。後ほど申し上げ
ますが、クライストチャーチの地震はまだま
だ復旧途中です。それでも、商店や、あるいは
地震を観光資源にしようという動きが出てき
ているところが特徴かと思われます。

（8）

（9）

（10）
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（１０）こちらは、2013 年 8 月の中心地での
状況です。もう 2 年半以上経っているにも関
わらず、徐々に倒壊したビルの破壊と整地が
進もうとしています。こちらは地上部分がも
う全て壊されていて、地下部分を壊そうとし
ています。奥に見えるまだ壊されていない建
物も今現在、中にある構造物を壊している最
中です。（１１）一方、古い建物を保存する動き
もあるようです。
（１２）これは有名なクライストチャーチ大

聖堂です。この写真は 2007 年に撮ったものだ
と思います。非常に美しいイギリス風の石造
りのタワーと大聖堂ですが、ここにあった大
聖堂が倒壊しています。また、この前の大聖堂
の破風の部分が倒壊しています。（１３）壊れ
た破風の手前にマオリのマラエ（集会場）風の
デコレーションをした仮設の建物が建ってい
て、ここでセレモニーができるようになって

（11）

（12）

（13）
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いました。
（１４）また、日本人の建築家が紙のパイプで

造った仮設大聖堂の中の部分がちょうどでき
あがっていました。屋根は、この上に白色の透
光性のあるプラスチック版を上に貼り付ける
という形で作ります。2013 年の 8 月に私が
訪ねた日は、翌々日にオープニングのセレモ
ニーを控えたところで、司祭様にご挨拶をし
て中を見学させてもらいました。設計したの
は、坂茂さんという日本人の建築家の方です。
彼は 2014 年に、建築家のノーベル賞と言われ
るブリッカー賞を受賞しておられ、マイノリ
ティや弱者のための仮設住宅を提案しておら
れます。彼の建築の特徴は、紙管（紙製のパイ
プ）を建築材に用いることを提案している点
です。従来ですと、紙管はコンクリートを流し
込んでしまって、そのまま紙管を撤去してし
まい、コンクリートを使うというのが建築材
料としての使い方です。しかし坂さんは、紙管

そのものは円筒形で重力にも耐えるので建築
材として使え、しかも、非常に速やかに建築で
きるということで、仮設住宅に紙管を使うと
いうプロジェクトを提案しておられます。
（１５）クライストチャーチ地震の折、CTV

ビルという建物では日本人の短期留学生 28
名が犠牲となりました。私が訪れた 2013 年 3
月には、もう建物が取り壊されています。けれ
ども、先ほどリトルトンの写真でお見せした
ように、弔意を表す花やメッセージなどが金
網のところにたくさん付けられているのがご
覧いただけると思います。2013 年の 8 月に
行ったら、それらが一切無くなって、ここに花
輪とプレートのような物がありまして、この
プレートには「この場所は特別な聖地であっ
て、犠牲者が大勢出た」というような文言が刻
まれています。

この道路を隔てた反対側が、先ほどの仮設
の大聖堂になっています。ですから、仮設の大
聖堂があの場所に造られたというのは、おそ
らく CTV ビルの倒壊ということと関連があ
るのではないかと思います。

町の中には地割れが残っていたり、あるい
は、写真（10）のようにコンテナにつっかえ棒
の役割をさせて、保存しようと思う石造りあ（14）

（15）
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るいはレンガ造りの壁を残している場所が各
所に見られました。ここの中は立ち入り禁止
なので、中身をご覧いただくことができませ
んが、こういったコンテナが並んでいる所に
は必ず、石造りやレンガ造りの壁などが残し
てあります。こういった古いものをそのまま
残しつつ、復旧活動を行うということを考え
ているように思われます。
（１６）これは、クライストチャーチの郊外の

被災地の様子です。これは崖の上、海岸べりに
道路があって、サムナーという町に行くとこ
ろですが、その道路の脇はこのようにコンテ
ナで万里の長城のように長い壁ができあがっ
ています。これは何かというと、この裏側の崖
が倒壊の危険がある場所で、コンテナで守っ
ている場所を市内のあちこちに見ることがで
きました。この崖の上は実は高級住宅地だっ
たのですが、家の基礎の部分が崩れていて、建
物が宙ぶらりんに残っているという場所もあ
りました。

＜地震観光＞
（１７）一方、『地震観光』というものが進んで

います。写真の看板には、“Welcome to the 
Central City” と書いてありますが、どういっ

た場所がハイライトな場所かということが書
かれています。市内のある部分はとてもきれ
いに整備されて、観光客が招かれています。ま
た、中心地のケーシェル道路という所には

「Re:START Mall」と名付けられた、コンテナ
を使った商店街ができていました。（１８）こ
の「Re:START Mall」のコンセプトは、コンテ
ナを材料にして仮設店舗を造っていって、そ
こに住民達や観光客を呼び込もうと考えてい
る、そういうアイディアだそうです。また、イ
ギリスにオックスフォード、ケンブリッジを
巡るエイボン川という有名な川がありますが、
クライストチャーチにもエイボン川という名
前の川があります。ここでパンティングとい
う底の浅いボートで、カンカン帽をかぶった
お兄さんが舟を漕いでくれて、川下りあるい

（17）（16）

（18）
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は川上りをします。それがもともとあった観
光でしたが、3 月に行ったときには、このパ
ンティングによる震災状況視察をしてくれま
した。ボートで橋の下をくぐっていくわけで
すが、この橋はひび割れており、ねじれた揺れ
だったせいか、鉄製の構造が歪んでいます。そ
の様子を橋の真下を通りながら見るというも
ので、「危険じゃないのかな？」と感じまた。
（１９）さて、そのケーシェル通りにある商店

街には、クライストチャーチ地震のパビリオ
ンの「Quake City」があります。この地震の被
害の様子が展示されていまして、まさに地震
は観光資源の一つだと考えているようです。
実際にニュージーランドの観光局も、観光に
行くことを通じてクライストチャーチを支援
しようというキャンペーンを行っておりまし

た。中に入ると、実はクライストチャーチは地
震に繰り返し見舞われているという展示があ
りました。（２０）カンタベリー博物館の学芸
員の方に面談させていただきましたが、彼か
らも「大体 40 年、50 年に一回は地震が来て
おり、大聖堂のタワーも何度も壊れています」
という地震慣れしているようなコメントを聞
いて驚きました。

つぎに、私がクライストチャーチに 2013 年
8 月に行ったのは、クライストチャーチにお
けるデジタルアーカイブつまり、地震の経験
をどのように蓄積するかということについて
の調査が目的でした。また、私は 8 月にクライ
ストチャーチで釜石市からやってきた中学生
達に会っているのですが、そのことについて
もお話したいと思います。

＜クライストチャーチ地震以降、行政などの
対応＞

クライストチャーチ地震以降、クライスト
チャーチでは行政などがどういった対応をし
たかというのを少しご紹介します。

これは2013年8月に調査に行った理由の一
つですが、地震の記憶の保全のためのデジタ
ル化が進んでいます。2012年9月に東京大学
で行われたデジタルヒューマニティーズとい
う学会で出会った、ジェームズ・スミシーズ
（Dr. James Smithiese）というカンタベリ
ー大学の先生の話に非常に感銘を受けまして、
ぜひ話を聞かせてほしいということで出かけ
たのが2013年3月と8月でした。彼のプロジェ
クトはCEISMICと名付けられています。
Canterbury Earthquake Images, Stories and 
Media Integrated Collectionの略のCEISMIC
です。クライストチャーチ地震の記憶につい

（19）

（20）
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ての語りであるとか、写真であるとか、さま
ざまなメディアのメディア･リリースである
とか、そういったようなものをデジタル化し
て、それらをリンクするというハブのような
役割を果たしているのが、カンタベリー大学
のCEISMICというプロジェクトでした。

更にここの重要なハブの一つに、Quake-
storiesというサイトがありまして、ここでは
クライストチャーチ地震の体験の語りと、写
真の膨大なコレクションがこの中に含まれて
います。

後に日本の場合と比べていただきますが、
このクライストチャーチの Quakestories は、
地震を経験した人々が直接ログインして自分
の物語や写真を登録していく仕組みになって
います。一方で、Quakestudies というサイト
もありまして、これは地震研究のためのハブ
になっています。さまざまな地震研究のため
のリンクをこちらで用意しています。これら
の Quakestories とか Quakestudies は、この
CEISMIC というサイトからリンクで入るこ
とができます。

更に復興計画については、クライストチャ
ーチ地震復興庁（CERA）というところでつく
られます。Canterbury Eathquake Recovery 
Authority の略で、地域組織と行政を糾合し
た復興のためのエージェンシー組織です。も
ともとクライストチャーチ市は地震前からエ
ージェンシー化、つまり、第三セクターなどへ
の行政機能のアウトソースが非常に進んでい
ます。そして、行政が直接復興に関与するので
はなく、市の行政は CERA の一部のブランチ
になって、CERA のもとに全市民が全国か
ら支援を受ける、そういったシステムを作り
上げたのが特徴的かと思います。もちろん日

本にも復興庁というのはつくられていますけ
れど、日本は官僚制国家ですので、官僚の管制
が非常にきつく働いて、実際にはなかなか復
興が進んでいないというのは、皆さんご存知
のことかと思います。

CEISMIC: http://www.ceismic.org.nz
Quakestories: http://www.quakestories.
govt.nz
Quakestud ies :  h t tp : //quakestud ies .
canterbury.ac.nz
CREA: http://crea.govt.nz

＜クライストチャーチ市行政＞
クライストチャーチ市はエージェンシー化

が進んでいる行政であることをお話しました
が、少しクライストチャーチ市についてご紹
介しておきます。クライストチャーチ市の意
思決定機関は市長と市議会から為っています。
市長はもちろん直接選挙で選ばれますが 6 都
市区と 1 半島区の中から合計 13 名の市会議
員が選ばれます。3年任期です。民営化が進み、
効率的な行政運用が行われています。また、コ
ミュニティ評議会がつくられており、コミュ
ニティ評議会と市議会が連携しながら復興行
政を行っています。それから、電子化が非常に
進んでいます。

コミュニティ評議会は、名古屋市も最近、地
域委員会というものをつくっていますが、そ
のイメージをとりあえずお考えいただければ
良いかと思います。Community Board とい
うものがつくられておりまして、市内を 8 カ
所、（1 半島区を 2 つに分けて、6 都市区とあ
わせた 8 つの地区）に分けて、そこに各 5 名の
評議員を投票で選ばせます。更に各コミュニ
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ティには、2 名の評議員が市から任命されて
加わります。そして、各地域固有の問題評議が
コミュニティ評議会で行われて、市議会の方
に持ち上げられるという構造ができています。
これに加えて、先ほどのエージェンシー化が
どんどん進められているわけです。

例えば、地域の問題と市議会の問題などは、
Web を通じて常時、情報提供をおこなってい
ます。市内の道路通行止めの状況が一目瞭然
に分かるような地図が、日々プロジェクトが
進むごとに更新されています。これは一例と
して示しただけで、これ以外のさまざまな状
況が常時 Web を通じて流されています。復
旧は、短期的に一気に建物を壊して新しく建
て替えるなんてことは進んでおりません。む
しろ中長期的な計画のもと進んでいるように
思われます。コンテナも、長い目で復興を考え
る一つの手段として使っているものだと思い
ます。コンテナだとしばらくの間、中期的な復
旧を進行するのに適しているものと思います。

＜ 3.11 東日本大震災データベース＞
一方、日本ですが、3.11 東日本大震災デー

タベースというのが、総務省が 2011 年 10 月
23 日に立ち上げた「東日本大震災アーカイ
ブ」プロジェクトというのに基づいて、データ
ベースが構築されています。しかし、これが本
格運営されたのは 2013 年になってからです。
通称「ひなぎく」と呼ばれています。これは国
立国会図書館が主導して作ったものでして、
ひなぎくアーカイブは、「ひなぎくの花言葉

『未来』『希望』『あなたと同じ気持ちです』に、
復興支援という事業の趣旨を込めています」
と書かれています。このデジタルアーカイブ
は、日本でも進んでいることは確かです。コン

セプトとしては先ほどのクライストチャーチ
の CEISMIC とよく似た、データベースにな
っています。様々なデジタル化された情報を
リンクで結んでいるのです。ただし、この国立
国会図書館のひなぎくアーカイブの特徴は、
例えば放送された記録であるとか、インタビ
ューした人の画像が残されているなどといっ
た、人々が直接生の言葉を語っているという
よりも、むしろ行政が作った、あるいはマスコ
ミが作った情報を集積したという形になって
います。

一方、国立国会図書館を中心とした図書館
の連携プロジェクトが動いていまして、それ
ぞれの地方の図書館に震災記録を設けようと
しています。そして、図書館に情報を提供して
くださいというプロジェクトが進んでいます。
図書館連携プロジェクトの方がひなぎくより
も、CEISMIC あるいは Quakestories のよう
に人々が直接自分のデータを蓄積するという
目的に近づけようという意図に向いているよ
うに思われます。

＜クラウドファンディングによる支援＞
さて、それとは全く違った民間による支援

のレベルの話で、私がたまたま関わり合いの
あったものを一つご紹介します。インターネ
ットのことをクラウドと言いますけれど、こ
ちらは、空にかかる「雲（Cloud）」の連想で、世
界をネットワークするという意味ですね。も
う一つのクラウド「群集（Crowd）」がありま
す。人々の力をもってお金を集めてきて、プロ
ジェクトを起こしたり、事業を立ち上げたり、
支援活動や復旧活動のために使うというクラ
ウドファンディングと呼ばれるプロジェクト
がインターネットで本格的に動き始めたのが
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2004 年の頃でありました。
私自身は、東日本大震災のときには一日地

震難民になりましたが、自分自身で被害現地
に足を運ぶことはできませんでした。何かの
形で貢献できないかなと思っていたときに、
たまたまネットで見つけたのが ReadyFor と
いうクラウドファンディングの組織でした。
目標金額を超えたらプロジェクトが動き、ク
レジットカードから引き落とされ、成立しな
ければ、引き落とされないというのです。この
プロジェクトの中に、ラガーの笹田さんとい
う、ラグビー協会の元理事であり全日本代表
だった方が、ラグビーつながりでクライスト
チャーチとオークランドに釜石の子ども達を
派遣するというプロジェクトを提案していま
した。

タイトルが長いのですが、『ニュージーラン
ドの子ども達に震災の教訓を伝えるため「ミ
ラクル釜石子ども親善大使」を派遣したい』と
いうプロジェクトの募金をしておりました。
私は面白いと思って、そこに献金しました。献
金額の伸びや成立後はプロジェクトの進行情
報が Web で更新されていきます。それを見
ていると、2013 年 3 月の私が出張するタイ
ミングと子ども達がクライストチャーチに行
くタイミングが偶然一緒ということが分かり
ました。それでプロジェクト代表の笹田さん
にメールを差し上げました。もしご迷惑でな
かったら参観させていただけませんかとお願
いしましたところ、快諾されましたので、活動
を参観させていただきました。選抜された釜
石の 17 名の中学生をニュージーランドに送
って、彼らの体験を英語でプレゼンし、クライ
ストチャーチの被災した家庭にホームステイ
するというプロジェクトでした。

＜釜石の奇跡＞
すでにご承知かと思いますが、釜石の奇跡

というのは「津波てんでんこ」あるいは「命て
んでんこ」を実践した子ども達ということで
知られています。1990 年に田老町で開催さ
れた、第 1 回全国沿岸市町村津波サミットで
生まれた標語だそうです。津波の時にはまず、
自分の命を守ろうというものです。

東日本大震災の津波の際、釜石市では小学
生 1927 人、中学生 999 人が生還し、生存率は
99.8％だったといわれています。これには、
2006 年から群馬大学の片田敏孝教授による
津波防災教育の実施が背景にありました。子
ども達は津波にあたりこの防災教育の通り、
中学生は小学生の手を引き、本当は家に帰り
たかったかもしれませんが、津波を避けて山
に逃げ出しました。

実際に家族を失った子ども達もいるようで
すし、中学校小学校にたまたまお父さんお母
さんが迎えに来て引き取った子どもが家族と
共に亡くなったり、休んでいて学校に登校し
ていなかったため亡くなったりした子ども達
がいたそうですけど、それがこの 0.2％の損傷
なのだそうです。この「津波てんでんこ」「命て
んでんこ」を再教訓として解釈すると、ウィキ
ペディアにはこう書いてありました。それぞ
れ「津波が来たら、取る物も取り敢えず、肉親
にも構わずに、各自てんでばらばらに一人で
高台へと逃げろ」ということです。そして「自
分自身は助かり他人を助けられなかったとし
てもそれを非難してはいけない」という不文
律も含まれている。そして、災害後のサバイバ
ーズ・ギルト対策や人間関係修復の意味を言
外に含むとされているのだそうです。さて、な
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ぜ「奇跡」というような呼ばれ方をするのでし
ょうか。
（２１）釜石市の子ども達は、訪問先のクライ

ストチャーチの中学校で英語で自分達の経験
を、パワーポイントを使って発表しました。
釜石の子ども達は、「釜石の奇跡」を語って津
波の際、主体的に避難することができたから
自分達は生還したのだということを繰り返し
話していました。一方、クライストチャーチの
子ども達は津波の被害というのはなかったの
で、液状化の体験を語っていました。

釜石市の子ども達の第一の主張は、主体的
に逃げるということだったのですが、クライ
ストチャーチの子ども達や先生達のコメント
や質問は、主体性ということに関してはあま
り触れていませんでした。むしろ当たり前じ
ゃないかという印象を受けていたように思え
ます。「釜石の奇跡」とまで呼ばれた彼らの、自
分で自分の心を強くして主体的に逃げたとい
う体験の語りがあまり受け止められていなか
ったという印象を受けました。

いずれにしても、釜石の子ども達の多くは
初めての外国経験ですし、自分で応募して審
査の結果選ばれたのですから、自信につなが
ることは確かです。また、ホームステイで現地

の中学生との交流を深めることができました。
限られた語彙の中でコミュニケーションをす
ることができたので、国際交流としても非常
に良かったと思います。しかし、地震の経験を
共有する際にやはり少し困難が生じるという
ことは、ここでも見て感じることができまし
た。

＜東日本大震災とCH地震＞
二つの地震の違いを見ておきましょう。ク

ライストチャーチ地震は地震規模にくらべて、
被害が大きかった理由は、液状化によります。
では、液状化というのは、どういうことが起こ
っていたのかというのをお話したいと思いま
す。実は私達の所でも、次に来る海溝型の地震、
南海沖地震では、この強い地震による揺れで
建物が倒壊するということもさりながら、液
状化がこの濃尾平野においても大問題になる
だろうと言われています。

この写真はちょっと信じられないことです
が、道を走っていた車が液状化したところに
停車し、そのまま沈み込んだということでし

（21）

道路の液状化の状況
http://www.nzraw.co.nz/images/

liquefaction-damage-in-christchurch.jpg
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ょうか。砂にこんなに深くまで埋まってしま
っています。車の後ろのドアも開いて砂が入
ってきてしまっています。

これは、住宅地の様子ですが、この泥色のも
のは揺すられて地下水が上に上がってきて泥
状になっていますね。建物によっては地盤沈
下によって沈み込んでしまっています。何も
建物がないところ、ここは、地盤沈下のために
大きな被害を受けて、撤去がいち早く進んだ
場所だと考えられます。

さて、東日本大震災とクライストチャーチ
地震は、地震のメカニズムが違うということ
は言うまでもないことです。また、東日本大震

災は津波というのがありましたし、クライス
トチャーチ地震には液状化というのがあるわ
けですね。南海地震は津波があり、強い揺れが
あり、液状化もあるという両方合わせたよう
なものが起こると考えられます。

また、都市のインフラが大いに崩壊したと

いう意味では、東日本大震災は都市部という
よりも地方都市の被災であったわけですが、
阪神大震災のように大都市での火災によるイ
ンフラの損失の被害というものもあります。
南海地震の場合は、津波に加えて火災と液状
化の両方が地方と都市部の広い地域に渡る被
害が想定されると思います。

＜マオリ・サイエンス＞
マオリの人達は、人間を含む自然がひとつ

の家族を構成していると考えています。この
天地創世以来、自分達に至るまで、家系図を作
ることができるというふうに考えています。
オークランド博物館やウェリントンにあるテ
パパ博物館には、自然の展示（ナチュラル・ヒ
ストリー）の中に家系図を使った、マオリの自
然観が活かされた展示が行われていて、これ
をマオリ・サイエンスと呼んでいます。

そして更にこのマオリ・サイエンスは、彼
らの理科教育の中の教育素材として使われて
います。そして彼らは最近、カイティアキとい
う環境保護者としてのマオリという考えを強
く主張しています。それから彼らは、いろんな
地震の揺れであったり、地割れであったり、水
が出たりすると、それはタニファという地霊
がやったのだと言っていて、それを建物の柱
の彫刻やあるいは首飾りなどの意匠に使って
います。こういったタニファという、おそらく
現実に存在しない生き物、超自然的な存在か
と思われますが、そういったものも自然の動
きに関わり合いがあると考えています。

マオリが考えている地震観について、私が
直接聞いた物語をお話します。

母なる大地は始め海と交わりましたが子ど
もができませんでした。つぎに空と交わりま

http://www.odt.co.nz/files/story/2011/12/
liquefaction_is_apparent_in_this_aerial_

photo_of_t_4ef46b6aaa.JPG



Journal of Sugiyama Human Research 2014092

第1回　人間講座『2.22、クライストチャーチで何が起こったか：3.11、東日本大震災との比較で 』

した。そして身ごもったのですが、その子は生
まれてこず、母なる大地の体内にとどまった
のだそうです。母の胎内の子はときどき寝返
りを打ち、手足を動かす。それが地震なのだと
言います。そして二番目の子どもがマオリに
なりました。地震はマオリの兄なのだ、という
言い方をしています。

別のバージョンは、少し違いますが、似たよ
うな感じです。こちらの子どもは生まれてい
て、母なる大地のおっぱいにへばりついてい
るのですが、母なる大地はうつぶせになって
います。地面の中にいる子どもがあばれる。こ
れが地震だと考えています。

現地で知り合った TM さんというマオリ
の方は、2010 年 9 月 4 日と 2011 年 2 月 22
日の 2 回の地震を子ども達とともに体験しま
した。子ども達にとっては非常に大きな衝撃
で、その時、子ども達を抱えてあげて、マオリ
が地震をどのように考えているのか、先ほど
の話を聞かせたそうです。子ども達は、地震の
メカニズムなどは幼稚園で聞いているようで
したが、「お前たちマオリと地震は兄弟だ」と
いう説明の方が、子ども達の安心感を生んで
くれたようだということを話してくれました。

＜むすびにかえて＞
地震は、プレートテクトニクスという地中

のメカニズムによって起こるわけで、私達は
逃れようもありません。また、現在の地震研究
では予知はできないわけですね。無力感に捕
らわれるしかないのかと思いきや、一方、被害
が起こるのは始めの方にも申し上げた通り、
建物の倒壊や火災による死亡であり、これは
人間の営みが原因となるのですね。更には心
理的な要因として、逃げ遅れたり、現場を見に

行って被害を拡大したりする。それから、緊急
の際にはパニックを起こさないということが
言われますが、逆に言うと、フリーズして動か
ないのかも分からない。それから、長大な防潮
堤を築いているから安心だと思って避難しな
かったり、想定外だということで取れる対策
を取らなかったり、そうしたことでかえって
人的被害を大きくしてしまいます。

そこで、文化人類学が行ってきたことに関
連させて言えば、経験の語りを次世代に伝え
ていくことが大切と言えるでしょう。悲惨な
記憶を抑圧して忘れ去るということも人の心
理的な重要なメカニズムですが、あえて、残す
という考え方も必要でしょう。そうした時、現
代社会では、語りをデジタル化して残してい
くということが大事です。記録としてマスコ
ミの情報を残すことも必要ですが、個人の記
録が必要なのです。

誰もが SNS やブログで記録できる時代に
なっているので、そういった個人の記録をデ
ータベース化していって伝えていくことが非
常に重要ではないかと思われます。また我々、
文化人類学者がよく調査を行う、民族的な伝
統行事を記録することというのは、人々をま
とめる力を持っているし、シンボル的に機能
するものです。
「津波てんでんこ」や「釜石の奇跡」というの

は、人々はお互いを助け合うという価値観を
共有しているがゆえに、受け入れることが難
しく「奇跡」と呼ばれることになってしまいま
す。しかし、一人一人の命は大切なのですが、
実は社会や村が生き延びていくためには、子
どもや若者が生き延びていくことが重要だと
いうこと、過酷な判断も必要であること。例え
ば「姥捨」の物語は日本全国各地に語り伝えら
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れています。行列や平等という思想は、被災し
た後は混乱を起こしません。しかし、乳飲み子
を抱えた女性にも同様の態度を強いることに
もなってしまって、支援に訪れた外国人が「な
ぜ、その女性の順番を先にしてあげないのか」
と疑問に思ったということが語られています。

江戸に限らず都会は、人が集まる魅力的な
場所ではありますが、火事や地震にも弱いわ
けです。人がたくさん集まっているから、犠牲
者も多く出すことになってしまいます。生活
のあり方そのものと、災害被害は関連してき
ます。加えて、地震や津波の恐ろしさもさりな
がら、過去の経験を忘れず未来に生かす事の
難しさを指摘することができます。失敗学の

必要が今になって叫ばれている所以です。
成功を記憶する事は容易だろうが、手ひど

い痛手は忘れ去られてしまう、そういったこ
とが起こりがちではないかと思います。そし
て、詳細な記憶のデジタル化の必要性を改め
て私は主張したいと思います。研究者だけが
記録する権利を持っているというつもりはあ
りません。皆さん自身がご自分の体験を記録
していくということが、将来起こるかもしれ
ない過酷な災害に立ち向かうパワーになるの
ではないかと考えます。

長くなりましたが、以上で私の話を終わら
せたいと思います。ご清聴ありがとうござい
ました。
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手記で読む望月カズの生涯
─「韓国孤児の母」となった日本人女性の話─
A Life of Kazu Mochizuki in Her Memoirs

椙山女学園大学文化情報学部准教授
樋口　謙一郎

Kenichiro  Higuchi  

杉藤重信研究員：定刻となりましたので、本
年度第 2 回の人間講座を始めさせていただき
ます。今回は私、人間関係学部の杉藤が司会を
担当させていただきます。最初に森棟理事長
より挨拶がございます。どうぞよろしくお願
いいたします。

森棟公夫理事長：椙山女学園理事長、森棟で
ございます。本日はお暑い中、足を運んでいた
だきまして、誠にありがとうございます。本学
は「人間になろう」という教育理念を掲げてお
ります。この理念の下、創立 100 周年を記念い
たしまして今から 9 年前に人間学研究センタ
ーを設立いたしました。その人間学研究セン
ターを中心といたしまして、本日のような講
演会を年数回ずつ執り行っております。本日
はご覧のタイトルのように、文化情報学部の
樋口先生が『手記で読む望月カズの生涯─「韓
国孤児の母」となった日本人女性の話─』につ
いて、お話をしてくださいます。よろしくお願
いいたします。

杉藤重信研究員：ありがとうございました。
まずは演者のご紹介を簡単にさせていただき
ます。樋口先生は 2007 年に本学にご着任にな
り、文化情報学部の専任講師となり、2010 年

より准教授を勤めておられます。専門は、東ア
ジア地域研究、特に言語政策を中心に研究を
進めておられます。本日は、韓国で亡くなった
日本人の望月カズさんの生涯を通じて、日本
と韓国のことについて、詳しくお話いただけ
ると思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

樋口謙一郎准教授：皆さん、こんにちは。ご紹
介に預かりました樋口謙一郎でございます。
本日は天気もあまり良くない蒸し暑い中、多
くの方にお越しいただきまして、誠にありが
とうございます。私は杉藤先生からご紹介い
ただきましたように、東アジア地域研究、特に
韓国が専門です。また、言語政策が専門と紹介
いただきましたが、言語政策とは何かと言い
ますと、例えば英語教育や国語教育政策、公用
語をどう決めるかとか、あるいは少数民族の
言語をどのように政策的に規定するのかとか、
普段はそのようなことを研究しております。

今日はいつもとは少し違うお話をさせてい
ただきたいと思いまして、『手記で読む望月カ
ズの生涯─「韓国孤児の母」となった日本人女
性の話─』というタイトルで、90 分間お時間
をいただければと思います。よろしくお願い
いたします。
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望月カズの手記との出会い

望月カズさんがどのような方かという紹介
をする前に、なぜ私が本日、望月カズさんのお
話をするに至ったかということをお話したい
と思います。カズさんは 1983 年に亡くなって
おります。その当時、私は 10 歳です。カズさん
をリアルタイムで知るような世代ではありま
せん。後に話をしますが、皆様のお手元に毎日
新聞（1970 年 8 月 13 日付）のコピーがありま
す。1970 年代の、私が生まれる前の新聞です。
縮刷版からコピーしたものですが、縮刷版と
いうのは非常に読みにくいのですが、紙面の
中でこのように大きく扱われた方です。私は
20 年くらい韓国に関する研究をしておりま
すが、望月カズさんを知っているという人物
に会うことはあまりありません。韓国の専門
家だからとか、韓国のことに関心があるから
知っているというよりは、むしろ、このような
慈善事業と言いますか、隣の国で日本人であ
りながら多くの孤児たちを育てた人だという
ことで、知られているということはあるかも
しれません。しかし、いずれにしても今となっ
ては、それほど深く人々の記憶に残っている
わけでもないのかなという印象です。

カズさんはいくつかの手記を残しています。
今日は実物をいくつか持ってきました。最初
の手記『この子らを見捨てられない─韓国孤
児の母─』（オリオン社、1965 年）などは、再
版されるわけでも文庫になるわけでもなく、
ただひっそりと図書館や古書店でたまに見か
けるというものです。

誰でもそうかもしれませんが、図書館に行
くと、パソコンで必要な書籍を検索するだけ
でなく、棚を眺めるのがまず楽しいと感じま

す。地方の図書館に行くと郷土のゆかりの人
物の資料が揃っているなど、なかなかほかに
はない蔵書構成になっていることがあり、と
ても面白いです。私の実家は新潟にあります。
新潟は韓国にも近いと言えば近いですし、今
は運行が止まっていますが、北朝鮮の万景峰
号という船が往来していました。また、ロシア
のハバロフスクに飛行機が飛んでいることも
ありまして、北東アジアと関わりのある地域
だと思います。もう 10 年以上前のことですが、
その新潟の図書館で何か面白い本はないかと
思いまして、書棚を見て回ったときに、カズさ
んのこの本を偶然見つけました。私もピンと
来たものがあったので手に取ったところ、こ
れは非常に重要な記録だなと思いました。そ
れ以来、このようなカズさんの本を集めたり、
韓国に出張に行ったりすると、当時カズさん
が住んでいた場所に訪れて写真を撮ったりと
いったことを 10 年くらい行っています。まだ
まだ分からないことはあるのですが、今日は、
望月カズさんについての本を読み、実際に街
を歩いた話を皆様に紹介させていただければ
と思います。

図書館でこの本『この子らを見捨てられな
い─韓国孤児の母─』を見つけた後、古書店で
かなり探しました。なかなか見つからず、イン
ターネットにも古書店の集合サイトなどがあ
りますが、この本はなかなか売っていません。
ほかにもう一つ手記がありますが、そちらも
売っていません。大体 3、4 年くらいかけて 1
冊ずつ集めた感じです。今日は 4 冊持ってき
ましたが、いずれも私の個人蔵書です。今日は
これらの中からいろいろと抜粋したり、要約
したりさせていただきます。

４冊のうち、いわゆる手記は、先に挙げた
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『この子らを見捨てられない―韓国孤児の母
―』と『愛の灯は消えず―韓国孤児の母の記録
―』（講談社、1971 年）の 2 冊です。『愛のかけ
橋はきえず―韓国の孤児をそだてた望月カズ
の一生―』（くもん出版、1985 年）は、世界の
偉人を紹介する子ども向けのシリーズの中の
1 冊です。字もとても大きいものです。これは
カズさんの死後に出版された本ですので、非
常に情報がまとまっています。藤崎康夫さん
という方がまとめられました。また、カズさん
が亡くなられた後に、支援者によって作られ
た文集もあります。これを読むと、カズさんの
生前の行いや性格、例えば実は結構気性が荒
い方だったとかいうことが分かるのですが、
そのようなことを周囲の人がどう思っていた
のかも知ることができます。今日は、これらの
書籍の内容も踏まえて、お話をさせていただ
きます。

また、後で説明しますが、カズさんには「望
月カズ」と「永松カズ」の二通りの名前があり
まして、もともとは望月カズとして生まれて
います。それが、中国で天涯孤独の身になった
ときに永松さんという方の養子になり、永松
カズと名乗るようになります。ただ、亡くなる
前に、両親の名字に戻したい、望月カズの戸籍
にしたいとの希望を持ちます。幼少時に親を
亡くしているので「望月カズ」の戸籍がどこに
あるかも分からないし、また、当時は永松家の
養子として永松カズという名前があることか
ら、日本で望月カズという戸籍をつくるには
大変な苦労があり、支援者の弁護士の努力に
よってようやくなされたそうです。そのよう
なことも、文集に書かれています。

満州で過ごした幼少期

カズさんは 1927 年生まれで、1983 年に 56
歳で亡くなりました。実はカズさん自身が孤
児でした。東京でお母さんと一緒に暮らして
いたのですが、生活が苦しくなって、1931 年
に二人で満州に渡りました。黒竜江省の摘道
です。最初のうちはお母さんが商売をいろい
ろと考えて、満州の開拓団などに物資を納め
る仕事をして、裕福に暮らしていたと手記に
はあります。ところが、カズさんが 6 歳のとき
突然、お母さんが亡くなります。実は、もとよ
り、カズさんにお父さんはいらっしゃいませ
んでした。そして、カズさんは満州でお母さん
を亡くしてしまい、一夜にして天涯孤独の身
となってしまったのです。これが、望月カズさ
んの困難の始まりでした。

それまではずっと使用人もいて、家もお金
もあり、裕福な生活を送っていたのですが、母
親が亡くなったとなると周囲の人たちが急に
冷たくなって、6 歳の子を放って家や財産を
大人がみんな奪っていきました。カズさん本
人はどうしたかというと、中国人の家庭の使
用人となりました。要するに売られたという
ことです。売られた経緯は、お母さんの使用人
がいろいろ手配して物を売り、カズさんも人
身売買のように売り飛ばしてしまったという
話のようです。使用人としての苦難の生活か
ら何度か逃げ出そうとしたのですが、広大な
中国にいて独りで逃げる先もなく、すぐに失
敗して連れ戻されました。少なくともカズさ
んは、使用人として温かく迎えられたとは思
っておらず、とても嫌ですぐに逃げ出したい
と感じていたそうです。

苦難は苦難を呼ぶようで、カズさんは 9 歳
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でアヘン宿に売られてしまいました。そして
12 歳になるとまた別の中国人農家へ、今度は
勃利県小五站鎮というところに売られていき
ます。12 歳ですから、だんだん女性らしくな
ってきたということもあるのでしょうが、農
家の長男と結婚させられそうになります。カ
ズさんはそれが嫌で、一刻も早く逃げ出さね
ばと、着の身着のまま逃げ出しました。勃利県
小五站鎮は、摘道からさほど距離がなく 30 ～
40km ほど離れている場所です。割と狭い範
囲ですが、この小五站鎮から逃げ出して、勃利
まで 20km くらいの距離を歩いて、そこで日
本の満鉄の憲兵隊に保護されます。満鉄の建
設事務所の守衛さんはとても良い方で、その
建設事務所に住み込みで働けるようにと考え
てくれたのですが、結局それが無理だったた
め、近くの憲兵隊の事務所に行くように勧め
られ、カズさんはそこで運よく保護してもら
いました。

憲兵隊の事務所でカズさんはよく働いたよ
うです。いろいろな人の住み込みの使用人に
なって働きました。カズさんが言うには、中国
人の家で働くことはとても嫌で、とても辛か
ったが、さまざまな日本人の家で転々と働く
ということについては非常に良かったと書い
ています。勃利だけではなく、勃利から数十～
100km ほど離れている牡丹江とか、そのよう
な所を転々としました。そのときカズさんは、
自分は日本人なのだからと日本語を独習した
ということです。自分で書いたり、家の人とい
ろいろ話をしたりすることで、日本語を勉強
していきました。

3 年くらい日本人の家に住み込みで働くこ
とに満足して過ごしていたのですが、ここで
またカズさんに悲劇が起こります。この牡丹

江という街で使用人として暮らしたときに、
お母さんの使用人だった三村という男に偶然
会ったそうです。この三村という元使用人は、
カズさんが言うところによれば、お母さんが
亡くなったときに中国人をいろいろ手引きし
て財産を安く売り払い、本来だったらカズさ
んのものだったはずの家も売ってしまい、カ
ズさんまでも路頭に迷わせた張本人です。当
時 6 歳だったカズさんは、実はお母さんの最
期を看取っていません。外に遊びに行ってい
て、使用人が呼びに行っても帰らないと言っ
ているうちに、お母さんが病気で亡くなって
しまったので、最期のことをよく知りません
でした。それで、三村という男性に街で会った
ときに、母の最期を知りたいという気持ちの
方が勝り、声をかけてしまいます。声をかけた
ところ、望月のお嬢様ですか、私がいろいろお
世話をしてあげますと言って、三村がまたカ
ズさんを騙すわけです。三村は話上手だった
と手記に書いてありますが、どのように騙し
たかというと、親戚の北朝鮮の羅南というと
ころに望月さんの親戚がいました。その羅南
のおじさんの所に連れて行ってあげようとい
う話を持ちかけて連れ出し、朝鮮の咸鏡北道
慶興郡、かなり中国に近い今の北朝鮮にあっ
た日本人経営の食堂に連れていきました。カ
ズさんは最初、そこで食事をして少し休んで
からまた出かけるのかと思ったのですが、眠
りから覚めた次の日には三村はいなくて、日
本人経営の食堂の主人に「お前のことを買っ
たから、お前はここで働きなさい」と言われて
しまいます。このように騙されて、再び自分の
生活を奪われるという悲劇を味わうことにな
りました。
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永松カズとして

ただここで、望月カズさんは永松晃さんと
いう男性に出会います。食堂のお客さんとし
て来ていた永松晃さんは素晴らしい人格者だ
ったとのことで、カズさんは永松家の養女に
なりました。それまでカズさんは天涯孤独で、
自分の出生を証明してくれる人などいない状
態でした。例えば、自分は日本人であると言っ
ても本当に日本人なのかと疑われ、このよう
な経緯で満州や朝鮮に来たと言っても、信じ
てくれる人が多くいたわけではありません。
そのような中で永松家の養女となり、ようや
く身分が保障され家族もでき、外で働けるよ
うになりました。養女として、しばらく永松家
にお世話になっていたということです。

でも、それは 1944 年頃のことで、時代は戦
争末期になっていきます。そのため、晃さんも
出征していきました。そうなるとカズさんも、
このまま自分がお世話になっているわけにも
いかないと思ったのでしょうか、保険外交員
として働くことになります。我々の世代から
見ると少し意外なのですが、満州や朝鮮にも
疎開というものはありました。カズさんもし
ばらくは保険外交員として仕事をしていたの
ですが、会社ごと大連近くの集落に疎開する
ことになりました。そのときに養母、つまり永
松家のお母さんと離れ離れになってしまいま
す。そうこうしているうちにソ連が日ソ中立
条約を一方的に破棄して、参戦してきます。そ
れで満州は非常に危ないということで、大連
は中国でも朝鮮の近くですから、カズさんは
朝鮮の方に脱出することになります。朝鮮に
脱出して、もともと咸鏡北道、ここは朝鮮です
から、この辺りに永松さんが住んでいたわけ

です。最初は家族から離れて大連近くの集落
に疎開していたのですが、ソ連参戦により再
び朝鮮に戻ってきます。そして、永松家のお母
さんを訪ねていったのですが、すでにソ連軍
がいつ来るかという時期で、行方が分からな
くなっていました。カズさんは再び天涯孤独、
独りぼっちになってしまったのです。途方に
くれたカズさんは手記に「母の遺骨を持ち帰
って、母の郷里に埋めてあげたい」と強く思う
ようになったと書いています。そこで再び満
州行きを決意して、満州の方へ電車に乗って
いったのですが、もうそこには日本人もほと
んどいなくなっており、開拓団なども引き上
げた後という状況でした。ここにいても仕方
ないという状況だったため、カズさんも一度
日本へ帰る決断をします。

ここまでが、望月カズさんの生涯の、いわば
第一章です。カズさんはその後、韓国でたくさ
んの孤児を養うということになりますが、自
分自身が 6 歳のときから非常に不遇な人生を
歩んだ孤児であったのです。これは、カズさん
の行いを考える上で、非常に重要なポイント
ではないかと思います。

帰国と韓国再入国、そして朝鮮戦争

カズさんは日本に帰ってきて、最初に東京
に行きました。そこで焼け野原となった街を
見て愕然とします。親類のつてを頼って福岡
に住んでいたことがあったのですが、カズさ
んが言うには、非常に閉鎖的で居心地がよく
なかったということです。自分はこのまま日
本にいても仕方がないから、母の墓まで行っ
てそこで死のうという思いで、再び朝鮮半島
へ渡ります。1948 年の 22 歳のカズさんの写
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真が残っています。これはどこでどのような
形で残っていたかは分かりませんが、本に掲
載されているものです。非常に若々しい笑顔
の写真です。カズさんの笑顔の写真は本当に
少ないのですが、これは本当に良い写真だな
と思います。

カズさんは 1948 年、日本に絶望して、母の
墓まで行って死のうと朝鮮半島へ渡りました。
しかし、朝鮮半島はまさに冷戦の対立さなか
でしたから、その頃には南北間の往来はでき
なくなっていました。カズさんが朝鮮半島経
由で旧満州へ行こうとしても、そうはいかな
いという状況だったのです。なおこの頃、密入
国・密出国は頻繁にありました。この時期に
朝鮮半島へ密入国で入ったような韓国の方は、
実は大勢います。カズさんも、密出国の船で朝
鮮半島に渡ったということで、これは本人が
書いていることです。

そして、しばらく釜山で過ごしてからソウ
ルまで行き、ソウルからさらに北に行って南
北の境界まで行ったのですが、南北の往来が
できなくなっていました。そこでソウルの難
民収容所でしばらく過ごし、工事現場で働く
ようになり、貯金で屋台を買って、うどん屋を
開業して旧満州へ行けるときを待つといった
日々を過ごすことになります。

カズさんの 1950 年頃の生活はどのような
状況だったかというと、「ムシロやゴザ等で張
りまわした小屋」で「乞食のような生活」をし
ていたということでした 1。そこに 1950 年 6
月 25 日、朝鮮戦争（1950~53 年）が勃発します。
家族も財産もない中で戦争が起こって、最初
は懸命に逃げていましたが、逃げるにしても
逃げ場がなく、カズさんはどうも自分の屋台
と小屋の近くに身を潜めていたようです。

韓国へ行ったことのある方はご存知かもし
れませんが、ソウルの中心には漢江という川
があります。よく知られている話ですが、朝鮮
戦争が勃発して韓国軍が先に南下した際、北
朝鮮軍が追ってこないように橋を落としまし
た。そのため、残された住民は漢江より南に行
くことができません。カズさんもその一人だ
ったようで、結局、南に逃げることもできず行
く場所もなく、自分の小屋と屋台の近くに身
を潜めていたというわけです。

韓国孤児の母となる

戦争勃発後、数日でソウルは北朝鮮軍によ
って占領されます。戦場になったソウルで、カ
ズさんが身を潜めている前で女性が流れ弾に
当たって倒れてしまいました。そのときに女
性が抱えていた子どもの姿を目の当たりにし
て、これは手記の言葉ですが「無我夢中で、そ
の子を抱きとった」とあります。これが、カズ
さんが養子にした最初の子です。そのときの
様子をカズさんは、このように切々と書いて
います。
「子供は硬直しかけた母の腕の中で、もがき

ながら母の乳房を探していた。血潮は顎を伝
わり、肩を染め、胸のあたりまでも流れていた。

〔…〕泣いて泣いて泣きしびれても、もはや母
は答えてくれないのだった。永遠にその温か
な乳を、可愛い子の口先きに与えてはくれな
いだろう。それも知らぬげに母の胸を探して
いる 2。」

カズさんはこの子を自分の子として育てる
ことになるのですが、当時のことを振り返っ
て書いています。
「なぜ私がこの子を助け出したのか、当時の
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私には、はっきりとした目的はなかった。〔…〕
人間ならば誰しもしなければならなかったは
ずの行動を、私もとったというに過ぎない。大
きい子であれば、心のささえにもなろう。〔…〕
そして困難な現在の境遇に一縷の希望と力に
なったかも知れない。それが数え歳二つくら
いになったばかりの子なのだ。それも健康な
子であればまだましかも知れないが、肋骨が
むき出しに現れ、今にも絶え入りそうな、皮と
骨ばかりに衰えている子なのだ 3 。」
「そうかといって、この子を捨てることは出

来ない。どこにも預ける術がないのだ。この血
なまぐさい戦場の真只中で、しかもどこの誰
の家ともわからないこの部屋で、灯一つつけ
ることさえ憚られる暗がりの中で、生と死と、
この子の運命と私の運命とくしき因縁を呪い、
罵り、憂いながら疲労と困憊に負けて眠りに
落ちていった。飛行機の爆音と砲声を聞きな
がら…… 4。」
「私が満州の果てに眠っている私の母の最

愛の一人であるように、この子も筆洞の舗道
に死んでいったその女の、最愛の子ではなか
ったろうか。私の母にとって、私が二つとない
絶対の存在と同様に、この子の母にとってこ
の子の存在は、地上にかけがえのない貴いも
のではないだろうか 5 。」

カズさんはこのような思いで最初の子を引
き取りました。一人の子を引き取るだけでも
明らかに大変です。何と言っても、カズさん自
身が食べるのにも住むところにも困るような
乞食同然の生活をしていました。それに、日本
人で、先ほど永松家の養女になったという話
をしましたが、このときには永松家と生き別
れになっているので、誰かが何かを証明して
くれるということが韓国の地であるわけもあ

りません。そのような境遇にあって、一人の子
を育てようというのは、非常に大きな決断だ
ったはずです。
「私の母にとって、私が二つとない絶対の存

在と同様に、この子の母にとってこの子の存
在は、地上にかけがえのない貴いものではな
いだろうか 6 」と述べていることからも、カズ
さんは自分の母親に対して深い愛情をいだい
ていたことが伺えます。中国大陸にいてソ連
が攻めてきたときには「母の遺骨を持って帰
りたい」と考え、日本で絶望したときには「母
の墓のもとで死にたい」と思うほど、自分の母
をいつも思っていたカズさんは、母親を失っ
た赤子を見捨てることなどできなかったのだ
ろうと思います。

増える一方の子どもたち

カズさんは、この後も次々に孤児を保護し
ていくことになります。朝鮮戦争勃発以来、朝
鮮人民軍（北朝鮮軍）は南進を続け、韓国軍や
米軍は釜山まで後退していました。その後、マ
ッカーサーが立案した、いわゆる仁川上陸作
戦（1950 年 9 月 15 日）は、ソウル近郊の仁川
を奇襲、北朝鮮軍の補給路を断って挟み撃ち
するというものでした。この作戦によって、国
連軍が仁川を確保し、続いてソウルを奪回し
ましたが、そのおよそ 1 カ月後の 10 月 19 日
には、中国人民志願軍が参戦してきます。カズ
さんたちは再びソウルから逃げ出そうとする
のですが、この際、二人目の孤児を保護するこ
とになります。そして、釜山で韓国人からの協
力を得ながら、埠頭労働者として働くことと
なります。特に当時の韓国で女性が外で働く
には、さまざまな制約があったと思われます。
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カズさんは外国人ですからなおさらです。埠
頭労働というのは、米軍の仕事を韓国人が間
に立って仕切ったりしながら仕事をするとい
うことになるのですが、カズさん一人では到
底その仕事を得ることができませんでした。
周りに韓国人の友人が多くいたことで、仕事
に就くことができました。その辺りのことが
手記に非常に詳しく書いてあります。こうい
う人にこのような形でお世話になった、こう
いうときにこういうことを言われた、などの
記述が見られます。

そのような折、カズさんの仕事仲間の韓国
人女性が急に亡くなってしまいます。埠頭労
働者として同じところで働いていた女性で、
子どもが数人いました。そこで、周りの人は反
対したのですが、カズさんはその行き場のな
くなった子どもも引き取ることにしました。
子どもが 5 人、6 人と増えてくるので埠頭で
働く間、子どもの面倒をどう見るかという問
題が出てきました。埠頭仕事も常にあるわけ
ではありませんでした。そのような状況でカ
ズさんが思いついたのは、露天理髪店を開業
することでした。カズさんは満州で日本人家
庭に奉公していたときに、散髪の技術を少し
身に付けていたそうです。ハサミと櫛を用意
して、特に許可などを取るわけでもなく、釜山
で青空理髪店を開きました。

この講演の前に「大変だった時代に、どうい
ったことがカズさんにとって励みになったの
ですか？」というご質問をいただきましたが、
やはりカズさんの子どもたちがとても協力的
だったということがあります。お客さんの呼
び込みをしてくれるとか、洗面器を洗ってタ
オルを干すとかいった手伝いを積極的にして
くれたのがよかったと手記に書かれています。

大家族となった家で理髪店を開くというのは、
カズさんにとって生きがいであったようです。
結局、釜山で子どもは 17 人に増えました。そ
の後、戦火が止むと、カズさんはソウルに戻り、
理髪店を開業します。朝鮮戦争後、多くの韓国
人は貧しく苦しい生活を送っていました。そ
の中で、カズさんは生涯を通じて女手一つで
130 人以上の韓国孤児を育てました。

困難な生活を乗り越えて

カズさんの筆舌に尽くしがたい苦労に思い
を馳せてみたいと思います。朝鮮戦争の後、生
涯未婚でした。学歴も職歴もない日本人には、
仕事がありません。自営の理髪店も無免許で
あるゆえに、何度も行政当局から指摘が入っ
たり、やめろと言われたり、罰金を求められた
りとさまざまなことがあったそうです。家も、
きちんとした権利がない土地にカズさんが子
どもたちと一緒に造った不法建築でした。そ
のために留置場に入れられたことや、行政当
局に家を破壊されたこともありました。ソウ
ルに仁寺洞という有名な骨董通りがあります。
観光地になっていて、今は当時の面影も全く
ありませんが、まさに仁寺洞の通りの少し入
った所、そもそも道があるかも微妙なところ
にカズさんたちの家はありました。当時の写
真を見ると、「永松理髪」という看板が掲げら
れています。カズさんは、状況によっては偽名
を使っていましたが、日常生活で永松カズと
名乗っていました。かつて満州へ行くために
北朝鮮を通行するときなどはキム・ファとい
う偽名を考えて使っていたということですが、
朝鮮戦争の後の生活では「自分は日本人であ
る」という看板を下ろさなかったそうです。
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「永松理髪」という看板を立てて、理髪店は前
の方にあり、後ろには自分たちの住居があり
ました。ただ、子どもたちを動員してカズさん
が勝手に建築した家ですので、行政当局の干
渉などもありました。ソウルでも都市開発が
進んでいく中で、仁寺洞の家は最終的には壊
されてしまいます。壊された後の瓦礫の山の
傍らで、カズさんと子どもたちが呆然として
いる様子の写真も残っています。

ただ、カズさんには支援者も大勢いました。
例えば、近くの仁寺洞の隣、歩いて数分のとこ
ろに楽園洞という区域がありますが、支援者
のおかげでその楽園洞で建物を借りて永松理
髪を続けられるようになりました。この通り
は実はまだありまして、どうやらこの辺りだ
ったらしいという目星がつきます。カズさん
がいた建物らしい建造物もあるのですが、建
物自体の写真がそれほどあるわけでもなく、
白黒の本に小さく載っている程度の写真で、
なかなかこれがそうだと断言しがたいのです
が、この辺りはまだ面影があります。先ほど述
べたように仁寺洞は有名な骨董通りで、現在
では外国人観光客も賑やかに大勢行き来して
いますが、そこから少し外れると急に薄暗く、
少しさびれた感じのする場所になっています。
現在もここに住んでいる人々がいますので、
あまりこのようなことを言うべきではないか
もしれませんが。

当時の写真はたくさん残っていますが、
1971 年の写真には、小さな子どもが大勢写っ
ています。韓国には戦争孤児だけではなく、朝
鮮戦争後も貧しさからの口減らしのためとか、
儒教的な考えで男の子が大事にされるので女
の子は養子に出されるということも結構あり
ました。実は 1970 年代は韓国において、経済

開発は進んでいますが、養子も非常に増えた
時代です。そのような背景の中で、カズさんは
一人で多くの子どもたちを養っていました。
写真を見ると、まるで学校のようです。理髪だ
けで何十人もの子どもたちを養うことはでき
ませんから、残飯をもらってきたりしていた
そうです。残飯といっても、韓国では辛いスー
プとご飯を混ぜて食べる習慣がありますから、
ここで言う残飯はゴミのようなものではなく
て、残りご飯のことではないかと思います。そ
のようなものを少しずつもらってきて、雑炊
にしてみんなで分け合って食べたのだと思い
ます。それから、当時の韓国の赤十字は血液を
買ってくれていたので、カズさんは自分の血
を何度も売っていたそうです。血を売るとは
現代の日本人にとっては考えられないことで
しょうが、手記には「子どもたちに見つからな
いようにして、韓国赤十字社へ血液をたびた
び売りに行っていました。そのうちに、私の体
はしびれるようになりました。『もうこれ以上
はとれませんよ』という係り員の言葉に、『も
う一度だけとってください』と、たのみ込む
日々がつづきました。こんな私を見かねてか、
ある日、その係り員が、『これを持って帰って
ください』と、一包の袋をくれたことがありま
した。その中には、レバー肉の塊がはいってい
ました 7」とあります。赤十字についての逸話
には、赤十字の人たちがお金を集めてカズさ
んに持たせてくれたという話もあるのですが、
手記にはレバー肉をもらったことが書かれて
います。

両親への想い

これはもっと後の話ですが、自殺未遂を起
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こしたこともあります。カズさんは何故これ
ほどの大きな苦労をしながら、100 人以上も
の子どもたちを養子にするという大変な苦労
を自ら背負い込んだのでしょうか。自分も孤
児として非常に苦労をされたのに、なぜ困難
の道を選んだのでしょうか。手記を読むと、幼
少時からの両親への思いが非常に強かったこ
とを感じさせられます。手記にはこうありま
す。
「私は永いこと母親と二人で暮らしていた。

ときには母親は私をひとり家に留守居させて
外出することがあった 8。」

また幼い頃、近所の病院の息子と喧嘩して、
「お前のお母さん女だろう、僕には力の強い、
お父さんがあるんだゾ。お前のお母さん連れ
て来い、屁とも思わないんだ 9」と言われて非
常に悔しかったそうです。実は父親はカズさ
んが 2 歳の時にすでに亡くなっていました。
お母さんは、カズさんが「お母さん、どうして
私にはお父さんがいないの？」と聞いたとき
に、娘を悲しませないように必ずこう言いま
した。「和ちゃん、許して。お前の前で泣いたり
なんかして。和ちゃんには、ちゃんとしたお父
さんがいるのよ。和ちゃん、お父ちゃんのとこ
ろに行こうね」「お母さん、お父さんはどこに
いるの？」「満州というとこよ」このようなや
りとりがあって、満州に行くことになったわ
けです 10。

どのような気持ちで言わなかったのかは分
かりませんが、お母さんはお父さんが亡くな
ったということをカズさんには言わず「和ち
ゃんは、お母さんの子だけど、お父さんの子で
もあるのよ。二つの時までお父さんはこの家
に和ちゃんと一緒に住んでいたのよ。お父さ
んはね、和ちゃんが大好きだったのよ」と話し

ました。「私はなんだか嬉しく、心強い気がし
た。病院の息子になんか負けるもんか、私にも
お父さんがあるんだわ、ちゃんとあるんだね」
──このような両親への思いが子どもの頃か
らとても強かったようです 11。その気持ちが、
自ら養子を引き受けるときに根底にあったの
ではないかなと思います。

満州へ行くときは、まず東京から新潟まで
渡って、それから北朝鮮にある街・羅南を経て、
鉄道で満州に行くということになります。新
潟から羅南への船に乗って行くときの様子に
ついて、カズさんはこのように書き残してい
ます。
「私が愉快になればなるほど、喜びにはしゃ

ぐ姿を見るたびに、母はどんなに憂うつにな
り、寂寥感に打たれ、悲哀に心の中で泣いたこ
とだろう。そして、いたいけな幼い私の喜ぶ態
度を、どんなにか、いじらしく思い、心もとな
く眺めたことであろう。なぜなら、母の満州行
きは、何もお父さんに会うために決行された
ものではなかったからである。私の父親は、実
は私が二つになった時、故郷の東京で、すでに
病気で亡くなっていたのだった。だから満州
に私の父親がいるはずはなかった。母が満州
行きを思い立った動機は、日本の軍部によっ
て新しく開発されつつある満州の地で、ひと
旗あげてみたかったからだろうと思う 12。」

繰り返しになりますが、カズさんがあえて
苦労を買うようなことをしたことの根底には、
両親への熱い気持ちがあって、孤児たちを見
ると自分の境遇を思い出されたのではないで
しょうか。もちろん、いわゆる母性の発露とい
ったことも当然言えますが、この人の背景を
考えると、常人ではできないことをされた点
も少し理解できるような気がします。
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支援者の努力

カズさんに対して、周りの人はどういう反
応だったかというと、カズさんのことをよく
知っている人は非常に理解があったようです。
カズさんをよく知らない人や、日本人に対す
る偏見とか反日感情を持っている人はもちろ
ん大勢いたわけで、そういう人々についてカ
ズさんはあまり触れていませんが、手記には、
理解・配慮を施してくれた人々について、あ
るいはそのような出来事についてはいろいろ
と書いています。カズさんは自営の理髪店も
無免許で営んでいましたから、罰金の対象に
なってしまいました。罰金を払えず、収監され
そうになったこともあります。しかし、明日の
お金もなく残飯をもらっている生活なのに罰
金を払えるわけがありません。そのときに、裁
判所に詰めていたカズさんを知っている新聞
記者たちが、お金を出し合って罰金を払って
くれました。カズさんのような人を、罰金が払
えないからといって刑務所送りにしてはいけ
ないという気持ちが、当時の韓国人の新聞記
者にあったということです。

このような新聞記者の働きかけもあって、
やがてカズさんの話はソウル市長、そして後
に大統領となる朴正煕にも届きました。朴正
煕がクーデターの直後、最高会議議長の地位
にあった当時、カズさんのためだけに理髪師
資格試験が行われることになりました。もち
ろん、それまでもカズさんは理髪師の試験を
受けたいと役所にずっとお願いしていたので
すが、「あなたは日本人だから日本で受けなさ
い」と断られていました。日本に帰るあてもな
いカズさんは途方にくれていたわけです。

それから、次第に日本でも、カズさんのこと
が紹介されるようになりました。特に 1965 年
に日韓国交正常化が実現すると新聞記者の往
来もかなり自由になっていきます。皆さんに
毎日新聞（1970 年 8 月 13 日付）をお配りしま
したが、この記事は当時、結構な反響を呼びま
した。これを読んで、投書が毎日新聞にたくさ
ん来ています。1970 年 8 月 23 日付の同じ新
聞は「全国から激励の手紙と善意のお金が、
続々と毎日新聞社に寄せられている」と報じ
ています。カズさんの支援の会も作られまし
た。

ところで、カズさんはこれよりも前に日本
に一時帰国したことがあります。1960 年に
一度帰国して『木島則夫のモーニングショウ』
という番組に出ています。つまり、生き別れに
なった永松家の養父母に再会するというテレ
ビ番組の企画も込みで、いろいろな支援があ
ったのだと推察しますが、その後、実際に新聞
記者が韓国のカズさんを取材に行って、カズ
さんの生活や活動を日本に紹介したのです。
また、日本の理容組合の支援で、日本へ一時帰
国が実現します。それから、朴正煕大統領から
勲章を授与されています。このときの写真を
見ると、カズさんと朴正煕大統領が握手をし
ていて、カズさんの両隣に子どもたちがいま
すが、このときの有名な逸話があります。カズ
さんはモンペと草履姿で式に行ったそうです。
写真ではモンペと草履が写らないように上手
に撮影されています。朴正煕大統領の部下が

「大統領にお会いするのだから、モンペと草履
姿は困る」ということを言ったところ、カズさ
んは気性の激しい方だったそうで、「私はこれ
しかもっていませんから、これが駄目なら帰
ります！」と啖呵を切ったそうです。それなら
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いいですと部下の方が折れまして、そのまま
の格好で朴正煕と握手しています。ただ、写真
はその辺りを上手く隠しながら写しています。

それから、日本の弁護士の方がカズさんの
希望に添う形で、日本戸籍をつくってくれま
した。これが実に大変な作業だったそうです。
弁護士の仕事としても、このような内容は普
通ならあまりないことですし、役所が上手く
動いてくれるわけでもなく苦労をされたとい
うことです。1982 年、カズさんが 56 歳のと
きのことです。これによって、カズさんは、
1944 年に永松晃氏の養女となり「永松カズ」
となってから 40 年近く経った後、「望月カズ」
に戻るのです。日本でも 1970 年代後半から
1980 年代には、カズさんはよく知られるよう
になっていて、吉川英治文化賞も受賞しまし
た。

韓国の現代史とともに

日韓国交正常化は 1965 年のことです。カズ
さんは 1950 年に朝鮮戦争が起こったときか
ら、身分も不安定で男尊女卑の時代である中
で、韓国人、そして韓国の現代史とともに生き
た日本人です。カズさんについていろいろな
ことを言う人もいます。気性が激しかったと
いうことを聞くと、そういうこともあるのか
なと思います。しかし、カズさんが現代史に翻
弄されながら、韓国人と一緒に生きた日本人
であるということは、紛れもない事実です。

手記を読んでいると、カズさんは、自分が受
けた差別に関して率直な憤りの気持ちも書い
ていますが、韓国人に親切にしてもらったこ
とも素直に書いています。例えば、釜山で埠頭
労働者をやっているときに、カズさんに一生

懸命仕事を回してくれた韓国人がいました。
また、たくさん子どもがいるためカズさんが
周りの輪に入れないときも、米軍の資材から
くすねてきたものを一緒に食べようと言って、
友達として接してくれた韓国人も大勢いたと
書かれています。1945 年の日本の敗戦から
1965 年の間、韓国では反日政策が激しかった
と我々はよく聞きます。しかし、カズさんと率
直に素朴に付き合ってくれて、ときには支援
をしてくれた韓国人も大勢いたのです。カズ
さんは日本人でありながら多くの韓国人を養
子として育てるという立派な行いをしたと言
われますが、カズさんを支えてくれた韓国人
も大勢いるのだということです。

カズさんの養子に限らず、韓国に孤児は大
勢います。朝鮮戦争以降、海外へ養子に行った
人もたくさんいます。私はそれについて新聞
に書いたことがあります。毎日新聞コピーの
裏に私が執筆した記事が 2 本あり、１本はカ
ズさんについて書いたものです。もう 1 本は
韓国から海外に渡った養子について、どのよ
うな経緯でどのくらいの人が養子になったか
について書いています。実数までは分かって
いませんが、少なく見積もっても 10 万人くら
い、もっと多く見積もると 20 万人くらいの子
どもたちが韓国から養子に出されています。
韓国経済が安定してきた 1980 年代にもたく
さんの養子が送り出されています。先ほども
申し上げた通り、口減らしのためや男の子が
欲しかったなどの理由のほか、未婚の母の子
という理由で、多くの子どもが海外に送られ
ました。韓国では 1980 年代くらいまで、未婚
の母に対する社会的なバッシングが、強かっ
たと思われます。アメリカやヨーロッパ諸国、
特にドイツやフランス、オランダ、ベルギーな
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どの国には多くの海外養子がいます。養子で
すから、送ったときは赤ん坊、あるいは 4、5
歳だったかもしれませんが、次第に年を重ね
て 30、40 歳くらいになってきて、私の友人に
も海外養子が何人かいます。彼らは韓国に自
分のルーツ探しに行ったりします。必ずしも、
その親を見つけられるとか、自分のルーツが
分かるというわけではなく、何も手がかりが
ないまま帰国するという人もいます。そのよ
うなことを考えると、韓国の孤児問題という
のは、カズさんだけの問題ではありません。む
しろ、カズさんは韓国の大きな孤児問題の中
で孤軍奮闘された人物であるということです。

韓国には国会放送というものがあります。
韓国のホテルで私が仕事をしながらテレビを
見ていたら、国会放送が終わり、何が始まるか
と思ったら、孤児たちの消息を紹介する情報
番組が始まったことがあります。孤児が自分
の肉親を捜している場合もありますし、親が
孤児を捜している場合もあります。海外養子
の問題は、韓国人も正面からそれを認めて問
題解決に当たるということが、なかなかない
のですが、このようなことは無視できない大
事な問題ではないかと思います。

おわりに

カズさんは、亡くなったら富士山の見える
場所で眠りたいと話していました。そのため
分骨して、日本にもカズさんのお墓がありま
す。富士山の見える静岡の瑞林寺という所に
あるそうです。韓国にもお墓があります。カズ
さんの碑には、カズさんの戸籍を復活させて
くれた根本隆さんという弁護士の方がカズさ
んの生涯について書いた文章があります。碑

に彫られている望月勝雄さんは、カズさんの
養子の一人ですが、根本さんが後見人になっ
たということです。日本にはカズさんの育て
た養子の方が何人かいらっしゃるそうです。

本日はカズさんの手記を通してお話しまし
たが、周りの人々の追悼集みたいなものもあ
ります。いずれ機会があれば、このようなもの
などを見て、カズさんがどのような時にどう
言われたのか、思われたのか、それから戸籍を
取るときの苦労など、いろいろな話ができれ
ばと思うのですが、本日はここまでとさせて
いただきます。聞き苦しい点が多々あったか
と思いますが、どうもありがとうございまし
た。

＊講演者よりこの拙い講演は、講演者が自ら
の読書により知り得たことを多くの人と共有
したいとの願いから行ったものです。この講
演の記録を、実際に望月カズさんを知るご家
族、関係者の方々がご覧になれば、いくつもの
事実誤認や見逃している点などがあることと
存じます。不備なところにつきましては御寛
恕を賜りたく存じます。

1 永松カズ『この子らを見捨てられない』
オリオン社、1965 年、20 頁。

2 同書 41-42 頁。
3 同書 44-45 頁。
4 同書 45-46 頁。
5 同書 47 頁。
6 同書 47 頁。
7 永松カズ『愛の灯は消えず』講談社、1971 年、
192 頁。

8 永松カズ『この子らを見捨てられない』
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オリオン社、1965 年、117 頁。
9 同書 119 頁。

10 同書 120 頁。
11 同書 121 頁。
12 同書 124 頁。



Journal of Sugiyama Human Research 2014108

第3回　人間講座『「私たちの中にある物語」を語ることの意味─人生体験を語り、書くことを考える』

「私たちの中にある物語」を語ることの意味
─人生体験を語り、書くことを考える
The Meaning of Telling “Stories in Ourselves”―To Talk and Write about our 

Life Stories―

椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授
塚田　守

Mamoru　Tsukada

杉藤重信研究員：本日は第 3 回人間講座にお
越しいただき、ありがとうございます。講演に
先立ちまして理事長より挨拶をいたします。

森棟公夫理事長：本学園の理事長森棟公夫で
ございます。本日はお集まりいただき、ありが
とうございます。人間講座は、10 年目に入っ
ておりまして、今年度末で満 10 年となります。
毎回、このようにお集まりいただき、深く感謝
いたします。本学の教育理念として「人間にな
ろう」を掲げておりますが、この言葉に従い、
人間学研究センターが設立され、このような
講演会を続けております。従来、自然科学のテ
ーマを中心に取り上げておりましたが、最近
では、社会科学の分野も取り上げています。話
のバラエティも広がっているため、参加いた
だける方の人数も増えていることと思います。
話はそれますが、学外の方で 65 歳以下の方は
手を上げてください。･･･7 名くらいですね。
現在大学では、高齢者の方へどれくらいサー
ビスをしているかが問われているため、この
ような質問をさせていただきました。今後も
引き続き人間講座を開催する予定ですので、
皆さまぜひお越しください。

杉藤重信研究員：講演に先立ちまして、塚田

先生のご紹介をさせていただきます。塚田先
生は、国際コミュニケーション学部の教授で
いらっしゃいます。私とほぼ同時期に本学に
赴任され、様々なプロジェクトでご一緒させ
ていただいておりますが、実際に塚田先生の
研究分野の内容について伺うのは、今回が初
めてかと思います。私が専門としている文化
人類学でも「語り」は非常に大きなテーマであ
り、文化人類学では、話を聞いて書き留める作
業をしていますが、塚田先生の場合は、物語を
主体的に語ることが重要となってきます。本
日のお話を期待しています。どうぞよろしく
お願いします。

塚田守教授：よろしくお願いいたします。多
くの方にお越しいただき、嬉しく思っており
ます。私は現在 62 歳です。先ほどの理事長の
話から言いますと、本日ご参加いただいてい
る方の中では相対的には若い方なのでしょう
か。今回のテーマとは少し離れますが、2 週
間前に、看護ケアの社会学に関心を持ち看護
師たちの研究グループに参加して、研究を進
めようとしていると言いましたところ、私が
62 歳ということを聞いた方が、「62 歳から新
しい研究を行うのか」と驚かれました。その研
究の場では多くの方が 40 代だったため、私は
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高齢だと思われたのかもしれません。
さて、杉藤先生から紹介いただきましたが、

本日は、“ 語りを書くことの意味 ” とか “ 語
ることが意義のあること ” という内容をお話
します。私は、研究として人々のライフストー
リーを聞いて、それをまとめ本として出版も
しています。本日は、自分の人生の物語を書く
ことの意味についてお話し、皆さんにも書い
てもらいたいと思い、講演させていただきま
す。

本日のお話の流れですが、まず、自己紹介を
もう少し付け加えさせていただきます。次に、
自分史を書くことについてのこれまでの研究
をレビューします。それから、ロバート・アト
キンソン教授が書いた興味深い本、Th e Gift of 

Stories を翻訳しましたので、それについても
お話します。続いて、大学での授業について触
れます。「ライフヒストリー研究」という授業
を 10 年くらい担当しており、20 人前後の学
生が受講していますので、その授業について
取り上げます。最後に、時間があれば、自分史
を書いた経験についてお話します。最初は、自
分だけのために自分史を書き、自費出版で１
冊の本『浪人だった頃』を作りました。当初は
10 万円を支払って 20 ～ 30 冊くらい作った
のですが、その後、オンデマンドで印刷したと
いう経緯があります。自分にとって意味があ
る時期（17 歳から 21 歳まで）の自分史です。
自分はエリートではなく、地を這いずり回っ
て生きてきた人間であり、自分のそのような
経歴については、本学関係者のほとんどの人
には話していないことですので、少し恥ずか
しくもありますが、この講座では、自分のこと
もお話したいと思います。

まず、自己紹介をします。私は日本の大学院

を出ましたが、就職先もありませんでしたの
で、フルブライトの奨学金を受け、ハワイ大学
大学院に留学し、1988 年に社会学の博士号
を取得しました。博士論文のテーマは、日本の
予備校の社会学的研究でした。私が留学して
いました 1980 年代に Japan as No.1（ジャパン
アズナンバー１）という本が出版されて、日本
の教育はすばらしいということが言われてい
ました。ただし、日本の大学受験の問題は批判
されていました。「受験地獄」という言葉もあ
りますように、受験に失敗した浪人生は悲惨
でかわいそうだと言われていました。私は社
会学者として、そのような見方は間違ってい
ると考え、データで証明したいと思い、フィー
ルドワークをするために帰国して、1 年間河
合塾でアルバイトとして英語の講師をしなが
ら、71 名くらいの生徒にインタビューをす
るという調査研究をしました。英語圏では浪
人生はネガティブに捉えられていますが、彼
ら自身の世界から描くと、浪人生たちは、「チ
ャレンジ精神と不安の狭間で葛藤する者た
ち」という捉え方ができました。1980 年代に
は、20 ～ 30 万人程度の浪人生がいました。
受験生の中であえて浪人する生徒は、アスピ
レーション（やる気）が高いことがわかりまし
た。私はこのインタビュー調査をする中で、人
の話を聞いて、そこから色々見えてくるデー
タを収集するおもしろさを体験しました。博
士論文では受験体制と日本の教育をテーマと
して取り上げ浪人生を研究対象としましたの
で、その後、1989 年に帰国した後、予備校講
師を研究対象として調査をしようと思ったら、
時代が変わっていました。その頃には、浪人生
が減っており、予備校講師にとっても以前の
羽振りがよかった時代が終わっていました。
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そこで、受験体制をより理解するために、予備
校講師ではなく、高校教師をインタビュー対
象としました。愛知県の様々な高校（偏差値の
高い高校から年間数十人が退学する高校ま
で）の教師約 19 名に話を聞きましたが、イン
タビュー調査をしていく過程で研究内容がず
れて、受験体制のみでなく、「教師としての生
き方」に興味を持つようになりました。ここで、

「人の生き方を聞くライフヒストリー研究」を
行うようになったのです。以上、ライフヒスト
リー、ライフストーリー研究に興味を持った
ことに関する自己紹介の追加です。

さて、ここから自分史に関する研究などに
ついてお話しします。1980 年代は「自分史ブ
ーム」の時代と呼ばれ、豊かな時代になって自
分が何者であるか自身を振り返る風潮が人々
の中に広がりました。1995 年に出版された

『現代のエスプリ』という雑誌をご存知かもし
れませんが、その雑誌では自分史特集があり
ました。私もその頃から自分史に興味を持っ
て、「日本自分史学会」という学会に入りまし
た。その「学会」が行ったことは、新聞社を通し
て自分史を募集し、応募された自分史の中か
ら、優秀な作品に学会賞を与えるという取組
みでした。

また、社会学的研究の対象としても自分史
が注目されていました。現在、一橋大学で社会
学を教えている日本オーラル・ヒストリー学
会の元会長である小林多寿子さんという方が
いらっしゃいます。1997 年に初めて「自分史
ブーム」について社会学的調査をしたのです
が、彼女の分析によれば、自分史は２種類あり
ます。一つは、年配の人たちの自分史、例えば、
戦争体験や病気体験など自分たちが過ごした

「経験を後世に伝えることを目的とした自分

史」。もう一つは、比較的若い人が自分とは何
かというエッセイを書いて、「自分探しをする
ことを目的とした自分史」。多くの人が出版し
て人に読んでもらいたいと考えていました。

この「自分史ブーム」に乗って、様々な形で
自分史が書かれています。有名なものの中に
は 30 年以上続いている自分史を書くグルー
プがあります。橋本氏が指導した『ふだんぎ』
という雑誌があり、特に女性たちが自分たち
の日常を書くことによって、日常の中にある、
非日常を見つけ、生きている意味を考えてい
る取組みをされています。この地方でも同様
の取り組みがあります。春日井市が、『伝えた
い私の物語』というテーマで自分史作品を募
集しました。募集をしたら 269 のエッセイの
応募があり、私自身も審査員として 49 のエッ
セイを選び編集して出版したものですが、審
査をしていた時に泣ける作品がいくつかあり
ました。応募した理由は、選出され、本として
出版されるからということだったでしょうが、
それぞれの応募者は、「自分史を書いたこと自
体に喜びを感じているな」と思いました。春日
井市のＨ先生という 80 歳くらいの方がいて、
自分史を書く講座を開いており、その受講生
が講座を修了しても書き続けたいということ
で、グループが出来て、雑誌を手作りで作って
いらっしゃいます。私もＨ先生が担当される
15 回の講座に参加し、いろいろと勉強になり
ましたが、違う視点で社会学的な物語論から
見た自分史エッセイを書く方法を学びたいと
思うようになりました。

その頃出会ったのが先ほどお話ししたロバ
ート・アトキンソン氏の本でした。アトキン
ソン氏は、「自己の物語について語ることは意
味がある。語ることで自己変革がおこってい
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くのではないか」という前提で研究している
研究者で、彼の本 Th e Gift of Stories、は直訳する
と『物語の贈り物』ですが、私は、『私たちの中
にある物語』として翻訳し、2006 年に出版し
ました。ロバート・アトキンソン氏はそれほ
ど有名ではないのですが、この本は 1 万部ほ
ど売れ、私にとっては非常におもしろい本で
した。インタビューの手法などは把握してい
ましたが、こういう形で自分のストーリーを
書くということについて書かれた本を読んだ
のは初めてでした。

ここからロバート・アトキンソン氏の本を
翻訳したことで学んだこと、書くこと、語るこ
とについてお話したいと思います。書くとい
うことはきわめて神秘的で、書く前は思って
いなかったけれども、書くことによって、あの
時はこうだったのかと解釈できることがあり
ます。ロバート・アトキンソン氏は語ること、
書くことは、自己変革機能を持っていると主
張しています。書いたから自分が変わるとは
断言できませんが、書くことで変わる可能性
があると言っているのです。彼の本の中では、
ストーリーを書くことの４つの機能、社会的・
心理的・神秘的・宇宙的機能が論じられてお
ります。書くことで心の葛藤が解けていくこ
とがあります。社会的機能をいつ自分が獲得
したのかであるとか、自分が生きていく意味、
存在が分かるとかです。また、宇宙的機能とし
て、「書くことで民族や国を超えて、私も人類
の一員であると思える」とも言っています。私
はそこまでは共感はできませんが、彼は語る
ことには、そのような機能があると言ってい
ます。私自身も書くことの機能を８つ①自己
変革の可能性、②人生の体験の意味付け、③自
分の体験と感情が明確になる、④自己肯定認

識の可能性、⑤他者との共通性、⑥人生の経験
の再解釈、⑦ある種の重荷の解放、⑧癒しの体
験になる、とまとめました。

時間が経ってから書くので、自分を客観的
に捉えることができて、だいたいの体験はネ
ガティブではなく、ポジティブなものに昇華
されていきます。すごく腹を立てていた感情
が収まってから考えることができます。それ
から、自分だけが孤独なんだと考えている人
が実は他の人もそう思っているのだと気づく
こともあります。当時の大変だった状況をず
っと考え込んでいたということを書くことで、
自分自身がそのことから解放され、癒される
ということもあります。

ロバート・アトキンソン氏の言ったことを
読み上げます。「なぜ人間はストーリーを語る
のか。私たちにおこった出来事を反省的に捉
えることで、一歩進むことができる。書くこと
によって、経験から自己を違ったレベルに高
められ、経験が意味づけされ、経験を見つめ、
心をのぞくことで、様々な経験を自己の中で
整理することになり、答えを導くことができ
る。書くことで、もやっとしていたことがくっ
きりしてくる。自分だけではなく、他者と共有、
共感できる人間になる。」と言っています。

ロバート・アトキンソン氏がどのようにし
てそこにたどりついたのかということですが、
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彼は、1988 年に、メイン州、ワシントンの北
の方にある州ですが、そこの南メイン州立大
学に、ライフストーリーセンターというセン
ターを創設しました。様々な人の書いたもの、
インタビューしたストーリーを 400 ほどホー
ムページに公開しています。授業の一環でこ
れだけのストーリーを集め読むことで、自分
の人生の物語を語ること、読むことの意義を
確信するようになったそうです。その詳細な
議論は、『私たちの中にある物語』で書かれて
います。

それを知って、私も同じようなことをやっ
てみたいと思いました。2003 年頃にロバー
ト・アトキンソン氏に会いたいと思い、手紙
を書きました。すぐに返事が来て、お目にかか
る約束を取り付けて、南メイン州立大学に行
きました。夜の 9 時半頃現地に着いたのです
が、その日を含め 3 日間も付き合ってくれて、
長い間話をすることができました。本を読ん
だ時の印象と全く同じで、本当に良い人だと
思いました。お会いして翻訳したいという気
持ちを伝えましたところ、非常に喜んでくれ
ました。結局、その本を翻訳するまでに３年間
ほどかかってしまいましたが。

そのセンターは、以前、「ライフストーリー
センター」と呼ばれていましたが、今は「ライ
フストーリーコモンズ」と言われています。支
部が全国に拡がって、本部のような役割を果
たしています。私は同じような「センター」を
日本でも作りたいと思い、研究補助金を申請
し作りました。私たちのホームページは「ライ
フストーリーセンター」とまでは言えません
が、「ライフストーリー文庫」という形で、さま
ざまなストーリーを公開しています。日本学
術振興会の科学研究費補助金を取得し、鈴鹿

短期大学の川又先生と本学の横家先生の３名
で運営しています。「ライフストーリー文庫」
とインターネットで検索していただくと、「き
のうの私」というものが見つかります。色々な
ライフストーリーを入れています。学生に許
可を得て、授業で取り扱った作品もこのホー
ムページに入れています。そこに初めにとし
て入れた言葉としては、アトキンソン氏の言
葉を借りながら、「人間はストーリーを語りた
く、生まれながらにそのような欲求を持って
います。そして、自らのストーリーを書くこと
は、自分へのそして他人への贈り物だ」と位置
づけています。

次に授業のお話に移りますが、資料３の図
で説明しますと、基本的に「現在の私」がここ
にいます。過去を思い出して語る、あるいは書
くときに、「現在の私」が選択的に物語を紡ぎ、
意味を与え、再度解釈するというものです。否
定的なことが肯定的に変わる可能性もありま
す。「現在の私」が未来の自分史的エッセイを
書いても良い。未来を語るときの「現在の私」
が未来を考えて紡ぐことです。つまり、「過去
の私」も「未来の私」も「現在の私」が選択的に
語ること、書くことによって紡ぐということ
です。

「ライフストーリー研究」という授業を十数年
続けてきて、授業で本当に変わる学生を見



Journal of Sugiyama Human Research 2014 113

第3回　人間講座『「私たちの中にある物語」を語ることの意味─人生体験を語り、書くことを考える』

てきました。授業に来る学生は大体 20 人くら
いなのですが、「自分で何か書きたいことがあ
る人は来てください」とシラバスに書いてい
ます。「自分史的エッセイを書いたら、何かが
変わるかもしれないよ」と宣伝します。「20 年
しか生きていない学生に何か書くことがある
の？」と皆さんは思われるかもしれませんが、
学生たちは本当にさまざまなストーリーを持
っています。それに、彼女らがすばらしいと思
うのは、「書く技術・能力」を持っていること
です。春日井市の自分史講座に私自身も一人
の参加者として参加したときに思ったのです
が、参加者の中には、文章の書き方を教えなけ
ればならない方もいました。学生はすでに文
章を書く、自分のことを表現するための書く
技術を持っています。

授業では、まず、語ることの意義や意味につ
いてギリシャ哲学やロバート・アトキンソン
氏の話などに触れ、社会学的な概念について
説明し、それから、「じゃあ、書こうか」と学生
の皆さんに言いますと、「うーん」となるわけ
です。抽象的に語ることや書くことを理論的
に説明しても学生の皆さんには伝わりにくい
ので、今までの学生の皆さんが書いたものが
ホームページの「ライフストーリー文庫～き
のうの私～」に掲載されているので、先輩たち

のエッセイをまず読んで、感想を言ってもら
って、どのように書くかを伝えます。「小学校
で習った作文を忘れてください」と言います。

「一番大切なのは、文章の良し悪しだけでなく、
下手で良いので、自分の言葉で書いてくださ
い」と説明します。そして、最初の草稿の締切
りを決めます。

最初から「10 枚書きなさい」とは言いませ
ん。最初は 2、3 枚を「いついつまでに書きな
さい」と言いました。いったん少しでも書き始
めるとだんだんと書けるようになりまして、
5、6 枚は書けるようになります。そこまでき
たら「物語」が書かれたことになります。

書いたものの発表の仕方も 2 年前から変え
ました。2012 年までは個人の事情もありま
すので匿名にしていましたが、それ以降は匿
名にせず、「書けることだけ書いてください」
と言い、すべての学生が書いた内容をディス
カッションしています。時には学生の皆さん
の中で、先輩のエッセイを読んで、授業中に泣
く学生もいました。その話に感動したわけで
はなくて同じような苦しみが自分自身もあっ
たと、共感して泣いてしまったと話していま
した。そのエッセイは、椙山女学園高校出身の
学生さんの書いたものでした。共学の一流校
に入りたかったが、その志望校に入れず女子
校である椙山に入ってしまって、残念と思っ
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たのです。椙山女学園高校は受験勉強のみで
なく、部活動などにも力を入れている学校で
す。個性を活かす学校です。本人も個性を本当
に活かす学生で椙山女学園高校でさらに個性
的になり、大学では留学もして、最終的には日
本を代表する N 證券に就職することができ
ました。

その学生のエッセイについてディスカッシ
ョンをする中で、公立高校出身の、受験で辛い
経験をした学生が突然発言しました。「私も受
験に失敗して第二志望の椙山女学園大学に入
って悔しい思いをした」と言って、高校時代の
ことを思い出し、涙を流しながら、話し始めま
した。高校受験で第 1 志望に受からず、第 2 志
望の進学高校に入学しましたが、そこでも赤
点を取り続けてしまいました。そして、同級生
たちに劣等感を持ちながら国立を目指しまし
たが、最終的に椙山女学園大学にしか合格で
きませんでした。高校の担任の先生は「お嫁さ
んになるために椙山に入学するの？そんな大
学に行くのはやめなさい」と言ったそうです。
彼女の親は、「伝統もあるし、おばあさんも行
っていたし、椙山でいいじゃない」と言ってく
れたので、結局椙山に来たそうです。その学生
は、椙山女学園大学に入学する条件として、

「椙山に入学するから、浪人しない代わりに、
留学させてほしい」と言って、夢だと思ってい
たカナダ留学を果たしました。そこで自信を
つけ、その後、インターンシップを経験した伝
統のある一流会社に入り、就職活動も苦労し
なかったそうです。

少し話をまとめてみます。その学生さんは、
高校受験、大学受験に失敗した先輩のエッセ
イを読んで共感して涙しました。その先輩の
エッセイの持つパワーを受けて、彼女自身も

3 年生の時に、私の授業を受け、自分史的エッ
セイを書き出して、最終的には自分の第一志
望の就職先に入るわけですが、自分史を書い
たときは就職が決まっていなかったので、そ
の時までの自分の体験を書くことで、振り返
ることができました。大学に進学した当時は
国立の有名大学に進学していく高校の同級生
に、「椙山に入学したことを言えなかった」と
も言っています。最終的にはトヨタ関連の会
社に入り、彼女が大学に入ってからも劣等感
を持っていた国立大学に進学した学生も入れ
ないような就職先に決まりました。椙山で勤
めている教員としてはあまり言いたくないの
ですが、受験に失敗して、彼女は椙山に入って
しまったという結果になりました。しかし、最
終的に満足した就職先に入ることができまし
た。そのようなことを自分史的エッセイで振
り返ることで、高校受験、大学受験で失敗し、
劣等感を持ち続けていた「辛い経験」が、「意味
ある経験」として、彼女の中で再解釈され、そ
の後の自分をより肯定的に評価できるように
なりました。

今入社して２年目ですが、楽しく働いてい
ると聞いています。彼女が書いたことがすべ
てではありませんが、書いていく中で「辛く苦
しかった過去の体験」に決着をつけることが
できたのだと思います。このような学生の変
わる姿を見て、「ストーリーが他者と共有され
共感される。ストーリーはパワーを持ってい
る。」ということを授業という実践の中で感じ
ています。

さて、時間がありますので、これから私自身
が自分史的エッセイを書いた経験を申し上げ
ます。これは私が書いた本『浪人だった頃』で
す。この本を読むと今でも元気になります。本
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学では、「人間論」という授業が開講されてい
ますが、私がその科目を担当することになっ
て、社会学的に人間論を展開しようと思い、い
ろいろ考えた結果、C ライト・ミルズの「社
会学的想像力」という概念で人間論が展開で
きるのではないかと思いました。一つの人間
の捉え方として、歴史と社会との関わりの中
で個人が特徴づけられるという考え方です。
その「社会学的想像力」を応用して、授業の中
で自分史的エッセイを課題として与えて、「今
生きている自分とは何かを歴史と社会の中で
考える」という人間論を展開しました。「私は
何者であるのか。今の時代に生きている私は
どういう人間なのか。」という課題を学生に与
えて書かせたところ、学生たちは自分たちの
経験を生き生きと記述してくれ、書かれたエ
ッセイはとてもおもしろく、感動的でした。

10 名前後の受講生だったのですが、授業の
中で「あなたの話はこういうことだよね」と図
式化したりして、社会学的に説明する授業を
行っていました。あまりにも個人的なことに
ついて授業をしていたので、そのうち受講生
の学生と仲良くなりすぎて、学生の皆さんか
ら、「先生、私たちだけに書かせて、先生は書か
ないの？」と問いかけられました。そのように
言われたことがきっかけで、「自分も書かなけ
れば」と思い書きました。その時書いた 20 頁
ぐらいのエッセイが『浪人だった頃』のベース
となりました。突然親友が交通事故で亡くな
り、自分の生き方が分からなくなったことを
中心に書きました。そのエッセイを読んだ学
生の一人が、「先生、その続きを書いて」と言っ
てくれたので、その後の３年２ヶ月の浪人生
活が終わるまでの自分史を書きました。その
時期の私は辛い日々を送っていたのだと思い

ますが、その体験について書いてみて、その経
験は私にとって極めて大きな意味を持ってい
たものだったと再解釈できました。

さて、今申し上げましたように、『浪人だっ
た頃』を書いた一つ目の理由は、「人間論」の授
業でした。もう一つの理由は、私は他人のライ
フストーリーのインタビュー調査を長年して
いて、他人のライフヒストリーをまとめて、そ
の頃までには、2 冊の本を出版していました
が、「自分を主役にエッセイを書いてみたい」
というものだったと思います。

話の内容を簡単に申し上げると、17 歳の
時に交通事故で突然親友を失ったことがきっ
かけになって人生が変わってしまったという
ものです。その友人が 17 歳で亡くなったので
すが、彼の 33 回忌を迎えるまでに書きたかっ
たということがあります。

高校 2 年生の 2 学期の中間試験のときに、
友人が無免許で山の奥の道をオートバイで運
転して交通事故で亡くなったときのことが

「自分の中でこだわっていたこと」として長い
間忘れることができませんでした。いつもな
ら、自分はその後ろに乗っていたのですが、そ
のときたまたま出かけず自宅で中間試験の勉
強をしていました。もしかしたら、自分も死ん
でいたかもしれないという思いがありました。
かなりショックでした。前日まで仲良くして
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いた友人が突然亡くなったことで、自分が生
きている意味がわからなくなり、自分の生き
方が変わりました。いつも一緒にいた友人が
次の日にはいなく、日常の色も変わりました。
新聞に友人の死は、「無免許の高校生、事故死」
と簡単に掲載されました。私はその友人を尊
敬していまして、勉強も教えてもらっていま
した。かけがえのない親友でした。その時まで
柔道部で熱心に活動していたのですが、その
事故後はそれも止めてしまい、生きるための
何らかの糧を探していました。

今の視点から考えると、『浪人だった頃』で
何を書きたかったかというと、「人生の意味の
喪失」の後、私が「死者とともに生きていた」と
いうことだったと思います。彼にあこがれて、
彼に追いつきたいと思っていました。彼はい
つも勝てないライバルでした。その彼は「国立
大学に入学するという夢」を持っていました
が、かないませんでした。その彼の意志を継い
で、「私が彼の夢をかなえてやる」という思い
を持つようになり、生きる意欲が出てきまし
た。ただ、実際に模擬試験を受けると下から数
えた方が良いくらい惨憺たるものでした。柔
道ばかりやっていて、週に１時間くらいしか
勉強していませんでした。通っていた学校も
今では過疎化で廃校になるような学校でした。
その学校は当時大学進学率が５％くらいでし

た。このような状況から、国立大学へ行くとい
うことは、都会の普通の生徒が東大に行く以
上のことだったと思います。私の前に 2 年間
浪人して名古屋大学に進学したという人はい
たようですが、それ以外は国立大学へ入った
生徒はほぼいませんでした。行こうと思うこ
と自体が考えられないことでした。それでも、

「亡き友の夢」をかなえたいという思い、それ
しか生きる意味は私にはなかったのです。

受験勉強をしようと思って机に向かい、『よ
くわかる数学』と書いてあるテキストを読み
ましたが、全然理解できませんでした。家には
参考書もない生活を 17 歳まで続けていた私
には、当然のことでした。その結果、現役で大
学入試を失敗して、名古屋に来て兄のところ
に居候して 1 年浪人しました。結局、受験は失
敗しました。

2 年目の浪人生活を考えた時、居候を続け
ることが辛かったので、自立したいと考えま
した。それで、大阪に行って新聞配達をしなが
ら、受験勉強をするという浪人生活をしまし
た。当時の新聞配達は今よりはるかに厳しく、
元旦を除いて 364 日配達がありました。時間
を惜しんで勉強して、それなりに成績も上が
ったのですが、志望校である国立大学には合
格できませんでした。

浪人して２度目も大学受験に失敗しました。
同じように新聞配達を続けることができず、
他のアルバイトをし、経済的に少し余裕がで
きる、3 年目の浪人生活をする決心をしまし
た。新聞の小さな広告に「住み込みアルバイト
募集」とあったので、その工場に行ってみまし
た。メッキ工場だったのですが、今までのこと
を話し、受験勉強するために「住み込みで働き
たい」と言ったら事務長が気にいってくれて、
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「おもしろい、じゃあ、来なさい」と言ってくれ
ました。なぜおもしろいと言ってくれたかと
申し上げますと、事務長に息子がいて、私が志
望していた大阪外国語大学に不合格になり、
浪人したくないので、第 2 志望の私立大学に
行くということでした。その息子を情けない
と思っていたようでした。そこに私自身が大
阪外国語大学に合格したいので、受験勉強す
るために働きたいと言ったものですから、「お
まえ、３年も浪人するのか」と感心してくれま
した。そのように応えてくれたので、私は、調
子に乗って、「浪人なので週に４日しか働けな
いのです。勉強しなければならないですから」
と言ったら、笑顔で「明日から働きなさい」と
言ってくれました。次の日に社長が来て、「お
もしろそうな子というのは、こいつか。がんば
りや！」と言ってくれて、正式に採用となりま
した。

しかし、工場で働きながら 3 年目の浪人生
活をしましたが、また受験に失敗したのです。
浪人を 3 年して広島大学と大阪外国語大学を
受験し、不合格だったのですが、広島大学受験
の時に、試験監督をしていた図書館の館長 (
後でわかったことです ) が、「広島大学では 6
月頃に新しい学部が出来る。理科が１科目増
えるから、君たちは受験できないだろうけれ
ど・・・」と独り言のように言っていました。「受
験生に失礼なことを言う」と思って受験を終
えました。広島大学は不合格でしたが、自分な
りにその原因が分かっていましたので、気を
取り戻し、その後、大阪外国語大学を受験しま
した。私は、大阪外国語大学の 3 度目の受験は
かなり自信がありました。すべての模擬試験
で A 判定を取り続けていました。ですから、
一番仲の良い友人を喜ばせるために彼を合格

発表の場所に連れていったのですが、受験番
号はありませんでした。

受験に失敗して行くところがないので、実
家に帰りました。心配した親は、「専門学校も
あるので、そちらを受けてみるか」とも言って
いました。しかし、私は、親に 3 年目の浪人生
活で貯金した 20 万円の入った通帳を見せ、

「広島大でもう一度受験があることを聞いた
ので、それまで受験勉強したい」と言い、「もし
今度合格できなかったら、このお金すべてあ
げるから、2 か月だけ受験勉強させてほしい」
とも言いました。そして、付け加えて、「もし 2
ヶ月後の広島大学の試験に合格したら、もう
少しお金をほしい」とも言いました。「本当に
広島大学の入試があるのだろうか」と不安な
気持ちを持ちながら、受験勉強を一切してい
なかった生物を勉強して過ごしていましたら、
6月1日に発表があり、倍率12.3倍でした。「合
格は無理」と思いながら、受験したところ、奇
跡的に合格でき、私の浪人生活が終わりまし
た。そこまでの話を書いたのが、『浪人だった
頃』の内容です。

その本に書いたことですが、幼い頃を振り
返ってみると伊勢湾台風で家が流されました。
私の家族は 5 人の子どもがいたので、被災者
住宅に入りましたが、2 年後も第 2 室戸台風
で被災することになりました。家にはお金が
なく、借金取りも来ていました。そんな貧しい
家庭環境の中、私は、勉強もできず、ただ、遊ぶ
ことを楽しんでいた子どもでした。

また、私が通っていた田舎の高校には新任
の教師が多く、「島」流し（当時の町の名前は、
長島町でした）でやって来ており、私たち高校
生を 2 年ぐらい教えて、三重県の北部の進学
校に帰っていくという先生ばかりでした。高
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校３年生の時には、数学 C をしていなければ
ならないのに、数学Ⅱ B も終わっていない状
態でした。その学校で先生たちは、私たちのレ
ベルを考えて大学受験の勉強をさせるつもり
はありませんでした。実際、その町の中学校で
上位 20 位までの生徒はほかの都市にある進
学校に進学しました。その順位内にいて、その
地元の高校に残っていた男子生徒は、亡くな
った友人と私ぐらいでした。受験体制は偏差
値体制だということは予備校へ行ったときに
つくづく思いました。そんな「受験体制」も知
らずに田舎で過ごしていたことを名古屋の予
備校に来て気づいたのだと、書くことで振り
返り分かったことでした。

1960 年代から 1970 年代は、地方からの若
者が都会に出て住み込みで工場で働いたので
すが、私が浪人した頃は若者たちが３K の職
場で働くことが嫌がられる時代になっていま
した。住み込みで働きたいという地方からの
若者はいませんでしたので、私が住み込みで
アルバイトができました。私が 3 年目の浪人
をした年があと 10 年違っていたら、働けてい
なかったかもしれません。私が 3 年目の浪人
を「住み込みのバイト」として、過ごすことが
できたのは、もちろん、私を雇ってくださった
メッキ工場の事務長や社長の心が広かったか
らですが、それ以上に、その時代だったから、

私が「住み込みのバイト」として職が得られた
のだと、これまた、振り返ることで、時代の流
れを感じました。

もう終わりが迫ってきましたので、自分史
を書いたことについての感想を述べ、この講
演を締めくくりたいと思います。自分史を書
いてよかったのは、色々な方と会って感謝の
気持ちを持つことができたことでした。私が
浪人 1 年目の予備校で出会った憧れの哲学の
先生に、「意志があれば何でもできる」と言わ
れ、その頃の私はその先生を「神様」だと思い
ました。そして、京大へ行って哲学を学びたい
と思いました。私は、その当時、日記を書いて
いたのですが、その日記の中に「私の夢」とし
て、「27 歳で某私立大学の哲学の講師になっ
て、それから国費でドイツへ留学して・・・」
と書いてありました。私は、第 1 志望の大阪外
国語大学ではなく、偶然、広島大学に入学しま
した。その後国費でドイツ留学はしていませ
んが、その代わりに、国費でアメリカの大学に
留学できました。そして、27 歳という早い時
期ではないのですが、アメリカ留学、研究を終
えた後、36 歳で椙山女学園大学に勤めるこ
とができました。それは単なる「偶然」に過ぎ
ないと言えないことはないのですが、そのよ
うなことを書くことで振り返ると、「本気でや
ろうと思えば何でもできる」と考えるように
なりました。すでに 50 歳代だった私でしたが、
自分史を書いたとき、「がんばっていた 20 歳
の自分」とシンクロすることができ、元気にな
ったことを覚えています。

まとめると、「今こだわっていることを少し
書くだけで色々なものが広がっていくことが
あるのではないか、自分の中で何かが変化す
るのではないか」ということを皆さんに申し
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上げたいと思います。今日この場所にいらっ
しゃる人は、すばらしいことを体験されてい
る方だと思います。それを時系列的につらつ
ら書くことは、自分のためになるか、ならない
かは正直分かりませんが、書くことで何かが
変化するかもしれません。春日井市で自分史
講座を担当している H 先生は、小学校６年生
に自分史を書かせたりしているようですが、
そのような子どもたちでも授業を通して語る
べき豊かな物語があると言っています。

鎌田慧氏はノンフィクション作家ですが、
『書くこと生きること』という本を書いて、書
くことの意味について書いています。また、書
くことで自分自身を日々見つめ直し生きる糧
にした人もいます。ある東北のおばあさんが
農家の嫁として農家で苦労されて、その苦し
さ、辛さの思いを習いたての「文字」でチラシ
の裏に書き、結局、一冊の自分史を書き、ある

文藝賞をとり、１千万円もらったという話を
NHK のインタビュー番組で聞いたことがあ
ります。そのおばあさんは、「なぜ書いたのか」
という質問に対して、「書くことがなければ農
家の嫁として生きていられなかった」と答え
ていたと記憶しています。そういうことを他
の人にも体験してほしいということで、その
賞金のすべてを書くことを推進する団体に寄
付したと聞いています。彼女にとっては「書く
ことは生きることだった」のです。最初は文字
を書くこともあまりできなかったおばあさん
が、書くということが糧になり生きることが
できたということでした。書くことは、そのよ
うな意味を持つものだと私は考えています。
皆さんも、自分にしか書けないイキイキとし
た自分史的エッセイを書いてみませんか。

ありがとうございました。
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美肌づくりの栄養学～美と食のかかわり～
Nutrition for Beautiful Skin

椙山女学園大学生活科学部准教授
大口　健司

Kenji　Ohguchi

杉藤重信研究員：本日はお足もとの悪い中、
お越しいただき、ありがとうございます。今回
は本年度第 4 回の人間講座になります。まず
は理事長の森棟よりご挨拶を申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。

森棟公夫理事長：理事長の森棟公夫でござい
ます。本日はよろしくお願いいたします。第 4
回の人間講座ですが、いつもはご高齢の参加
者が多いのですが、今回は若い学生の皆さん
も参加してくださいまして、やはりテーマに
影響されているのかなと感じている次第でご
ざいます。参加されている皆様全員が、やはり
自分のお肌のことについて考えていらっしゃ
ると思いますので、今日はそのテーマでお話
を伺っていきたいと思います。また会場につ
きましては、普段人間講座の会場としている
人間交流会館の教室を現在改築しています。
実は、これまでは 50 人くらいしか入れない教
室だったのですが、80 人収容できる教室に
しようと思い、工事を行っております。ですの
で、年度内は工事で使えませんが、新年度は新
しく明るい教室で、人間講座を行っていきた
いと考えておりますので、皆さまには引き続
きご参加いただきたいと考えております。今
回は大口先生のお話をじっくりとお聞きした
いと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

杉藤重信研究員：それではまず、講師のご紹
介をいたします。大口健司先生のご専門は、分
子栄養学、皮膚科学でございます。1998 年に
岐阜大学医学研究科博士課程を修了された後、
2011 年より本学へいらっしゃいました。今日
のお話でその研究テーマの一端をお聞きいた
だくことになるかと思いますが、科学的根拠
に基づく美容栄養学を研究テーマにされてい
ます。ではご本人からご自身の紹介の補足も
含めて、講演を開始していただきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

大口健司准教授：皆さん、こんばんは。椙山女
学園大学生活科学部の大口と申します。本日
は、お足もとの悪い中ご参加いただきまして、
誠にありがとうございます。様々な年齢層の
方がいらっしゃることを想定して、どんな方
にも有益な話題を今日は準備させていただき
ました。皆さんにとって良い話となるように
講演したいと思います。よろしくお願いいた
します。

私は今、管理栄養学科で准教授をしており
ますが、先ほど紹介していただきましたよう
に、2011 年にこちらの大学に参りました。そ
れより以前は、岐阜県の公的研究機関や化粧
品メーカーの研究員として、約 15 年間、皮膚
に関する研究を続けてきまして、今日に至り
ます。今は、自分のバックグラウンドである皮
膚科学に食を絡めた研究をしております。
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それでは、本題に入らせていただきます。今
日は「美肌づくりの栄養学～美と食のかかわ
り～」ということで話題を作らせていただき
ました。まずは、皆さん非常に関心の高い「老
化」という切り口から話をしていきたいと思
います。昨年 9 月に厚生労働省から発表され
た、日本の平均寿命を見てみますと、男性が
80.2 歳、女性が 86.2 歳となっております。日
本は長寿国で、どんどん平均寿命が延びてい
ます。そこで、皆さんに質問ですが、この平均
寿命は今後どうなると思いますか？今後、さ
らに延びる可能性はあります。しかしながら、
この平均寿命は今がピークで、今後あまり延
びない可能性もあります。今、この平均寿命を
延ばしている方々は、戦争前後につつましく
生きてきた方々です。そういった方が、寿命を
延ばしています。今の若い人の中には、若年齢
から生活習慣病を抱えている人がいます。そ
んな人達が老人になったときは今よりも寿命
が短くなってしまうかもしれません。

では、もう一つ質問したいと思います。人間
の寿命の限界は大体何歳くらいだと思います
か？人間の最長寿命は、恐らく 120 歳前後で
はないかと言われています。世界の中で最も
長生きをしたフランス人の女性の方が 122 歳
で亡くなりました。この方以上に生きた方は
いらっしゃらなくて、おそらく人間の最長の
寿命がこの 120 歳前後ではないかと言われて
います。

もちろん寿命を延ばしたいという願望はあ
りますが、ただ寿命を延ばせばいいという問
題ではありません。日本の場合、平均寿命は男
性 80.2 歳、女性 86.2 歳ですが、健康寿命は男
性の場合は 70.4 歳、女性は 73.6 歳と言われて
います。健康寿命というのは「この年までは元

気に生きられますよ」という年齢を示します。
すなわち、平均寿命から健康寿命を引いた年、
男性でいえば 9.8 年、女性でいえば 12.6 年は、
健康でない期間があることを意味します。す
なわち、この 10 年くらいの期間が、我が国の
医療費や介護費の増加要因となっています。
これからの日本は、健康寿命を延ばして平均
寿命と健康寿命の差をなくしていかなければ
なりません。

さて、人間は生物界においては寿命の長い
生き物です。生き物全般で話しますと、どんな
生き物も基本的には三つの大事な時期を経て、
一生を終えていきます。まずは「成長期」とい
う期間があります。その後に「成熟期」と呼ば
れる期間、その後に「退行期」という期間があ
ります。生物学的には真ん中の「成熟期」が最
も重要と言われています。なぜかというと、

「成熟期」は「生殖期」とも言われ、子孫を残す
ことが可能な時期だからです。「成熟期」を中
心に考えると、「成熟期」に向かって準備して
いるのが「成長期」、「成熟期」を終えて衰退し
ていくのが「退行期」、すなわち老化というこ
とです。人間はこの三つの期間では、「退行期」
が非常に長い生き物です。我々は人間なので
人間のライフサイクルを中心に考えるのです
が、実は人間のように長い「退行期」、すなわち

「老化期間」をもっている生き物の方が珍しい
です。例えば、サケは子孫を残すために頑張っ
て滝を上り、産卵したらすぐに死んでしまい
ます。子孫を残すことに精いっぱいで、サケに
とって老化は全く関係のない話です。では、哺
乳動物、例えばチンパンジーの場合、成長期、
成熟期の期間は人間とさほど変わらないので
すが、退行期の期間が短いです。すなわち、人
の退行期はとてもゆるやかで長い期間であり、
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その長い期間は人間に与えられた特別な時間
だと考えることもできます。そう考えると、老
化に対する見方も少し変わってくるのではな
いでしょうか。

さて、人間は老化の期間が長いため、人間特
有の欲望として「老化に抗いたい」という思い
が強くなります。すなわち「アンチエイジン
グ」という言葉が生まれてきます。「アンチエ
イジング」には三つの大事な要素があると言
われています。三つの要素の一つ目は、寿命を
延ばすための「長寿」。二つ目は、高齢でも元気
な体を保つための「健康」。最初に話したよう
に、健康寿命をいかにして延ばすかがアンチ
エイジングの重要なテーマだと思います。三
つ目は、ただ長生きして健康であればいいと
いうわけでなく、特に女性の方は吉永小百合
さんみたいに、いつまでも若々しくきれいで
いたいという願望がありますね。だから、「美
容」もアンチエイジングにとって欠かせない
テーマの一つになります。今日は、この三つの
柱の中で、特に見た目の若々しさを維持する

「美容」に関する話を中心にしていきたいと思
います。

私はいろいろな所で話をする時、特に女性
に、お肌の悩みは何かありますか？とたずね
ます。そうすると、皆さん様々な肌の悩みを持
っていることが分かります。例えば、本学管理
栄養学科 4 年生の学生達に「どんな肌悩みが
ありますか？」というアンケートをとってみ
ました。すると、乾燥、吹き出物（ニキビなど）、
毛穴の目立ち、などで悩んでいる学生が多い
ことがわかりました。そして、このアンケート
用紙を家に持ち帰ってもらい、お母さん達（平
均年齢 50 歳前後）にも同じアンケートに答え
てもらいました。そうすると全く違う結果が

返ってきました。若い子達が悩んでいた、乾燥、
吹き出物、毛穴の目立ちの割合はぐっと低く
なり、くすみ、しわ、しみ、たるみといった別項
目の割合がぐんと上がってきました。若い人
でくすみ、しわ、たるみで悩んでいる子は、ほ
とんどいないことから、これらの肌の悩みは
皮膚の老化現象によるということです。今日
は、お肌についていろいろなことをお話した
いのですが、特に老け顔の元凶とも言われる

「しわ」に焦点を絞ります。一体しわとは何な
のか、どうしてできてしまうのか、これを食で
どうにかできないのか、といった話をしてい
きます。

これから若い女性のイラストを使って、こ
のイラストに順番にしわを書きこんでいきま
す。そうすると、どのように見た目が変わって
いくかを見ていきましょう。まず、皆さんが一
番気になるしわ、ほうれい線です。ほうれい線
が入るだけでイメージが変わります。次に目
の周りにしわを入れます。目の周りのしわを
気にされる方は多いです。目もとのしわで「カ
ラスの足跡」と呼ばれるもの、その他に目の下
や目の上にもできます。目の周りのしわで、ず
いぶん印象が変わります。次に、眉の間と額に
深いしわが入ります。あとはマリオネットラ
イン、いわゆる操り人形の口元のラインに似
たしわが入ります。それから、口の上に細かい
しわが入りますね。あとは、「ゴルゴ線」と呼ば
れるしわが頬の真ん中に入ります。あとは細
かいしわが顔全体に入っていきます。顔面の
しわは、このような感じで入りますが、しわが
あるだけで顔の印象ががらりと変わってしま
います。

まず、しわを語る上で、どうしてしわができ
るのか、という話をしていきます。しわの形成
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には、二つの要因があります。一つは、基本的
に表情筋の動きに合わせたところにできると
いうことです。それは言ってみれば、表情の癖。
表情の癖にしわが入り、それが若いうちは一
過性の顔の変形で済みます。いろいろな表情
をして、しわが入るのですが、元通りに戻って
しまうというのが若い肌です。それが加齢と
共に元に戻らなくなっていきます。元に戻ら
ない形状として変形が入る、それがしわです。
それでは、元に戻らない変形になってしまう
要因は何なのか？それは、「真皮網目構造の崩
壊」です。真皮を形成する網目構造は、皮膚を
支える重要な構造ですが、それが壊れてしま
うと、変形したときに皮膚構造が元に戻らな
くなってしまいます。それでは、真皮網目構造
を崩壊させる原因は何なのか、次に説明して
いきます。

まず「真皮」の説明をします。真皮の構造を
知る上で、皮膚がどのような構造になってい
るかを皆さんに知っていただきたいと思いま
す。一番分かりやすい例えは、カステラです。
カステラにはよく間違えて食べてしまう薄い
紙が上に乗っていますが、あれが皮膚で言え
ば角質層という皮膚の最上部分にあたります。
人間の皮膚は、表皮と呼ばれる部分が皮膚表
面を覆っています。角質層は表皮の最外層に
あたります。そして、表皮の下の部分が真皮で
す。皮膚というのは表皮と真皮の二重構造に
なっていて、カステラの上のこげた皮みたい
なところが表皮、下のスポンジの部分が真皮
だと思ってください。カステラは黄色いふわ
ふわした部分が厚くなっていますが、皮膚で
も真皮の部分が厚くて、皮膚の弾力性を決め
る重要な部分になります。実際に皮膚の断面
図を見ながら説明したいと思います。

表皮の厚さは、大体 0.1 ～ 0.3mm くらいで
す。その下が真皮と呼ばれる部分です。2.0 ～
3.0mm 程度の厚さで、皮膚の大部分を占めて
います。実際の人の皮膚組織を見てみると、二
重構造になっている様子が分かると思います。
表皮は、表皮細胞が密に詰まって強固なバリ
アをつくっています。真皮は表皮とは様子が
違い、細胞が少し離れて存在しています。真皮
に存在する細胞は、「真皮線維芽細胞」という
細胞です。この真皮線維芽細胞は真皮で何を
しているかというと、真皮マトリックスとい
う成分をつくっています。真皮マトリックス
の主成分は、皆さんよくご存知のコラーゲン
です。コラーゲン以外にもエラスチンやヒア
ルロン酸が真皮マトリックスの成分として知
られています。主にコラーゲンが網目の基本
をつくっていて、その網目を結んでいるのが
エラスチン、コラーゲンの網目の中に住んで
いるのが真皮線維芽細胞です。この網目構造
が、強固かつ柔軟な皮膚構造を形成していま
す。

ここでまた皆さんに質問をしたいと思いま
す。これは 2012 年にイギリスの医学ジャーナ
ルに投稿された、ノースウエスタン大学の皮
膚科学者達によって発表された論文に載って
いる有名な写真です。この写真の男性の特徴
は見ていただくと分かるように、顔の半分ず
つを見たときに少し様子が違います。左半分
の皮膚にしわとかたるみがあります。この方
はお年寄りの方なので反対側の皮膚にも、し
わやたるみはありますが、左側に比べたら少
ないです。果たしてこの人は、どのような仕事
をしていた人でしょうか？どんな仕事をして
いるとこのような顔になってしまうのか。正
解はドライバーです。この方は長い間、長距離
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トラックの運転手をしていました。そのため、
顔の反対側だけ 28 年間太陽の紫外線を浴び
ていたら、このような顔になってしまったと
いうことです。すなわち、この写真から、しわ
やたるみの一番の要因が分かります。先ほど、
お母さん達の肌の悩みとして、しわ、しみ、た
るみの話をしましたが、これらの肌の悩みは
全て紫外線が主な原因になっており、これら
の老化症状を、「光老化」と呼びます。フォトエ
イジングという言葉も使われますが、普通の
老化とは少し様子が違います。あくまでも紫
外線が原因です。紫外線が当たる体の場所は
基本的に皮膚です。すなわち、光老化は皮膚で
見られる老化で、内臓では光老化はほとんど
見られないと思ってください。

老化には自然的な老化がありますが、皮膚
の場合はそれに加え光老化のウエイトが大き
くなります。ご自身の体で、光老化の影響を見
るには、紫外線がよく当たる場所と当たって
いない場所を比べるとよく分かります。一番
良いのは、腕を出して観察することです。手の
外側は紫外線が昔から当たっていると思いま
す。そちらの様子を見て、今度は腕をひっくり
返して内側を見ていただきます。内側は紫外
線があまり当たっていません。触ってみると
分かると思いますが、しわ、しみ、きめ、色が外
側と内側では全然違います。普段から UV の
カットをしっかりしている方は、腕のどちら
側を見てもほとんど差がないかもしれません
が、太陽の光を浴びている方は、大きな差があ
るのではないかと思います。

ここで、ネズミを使った実験を紹介します。
ヘアレスマウスという毛の生えていないネズ
ミを使って紫外線を背中に当てて、真皮の網
目構造を見てみますと、構造中のコラーゲン

の量的あるいは質的な変化が見られます。す
なわち、コラーゲン繊維が少なく、かつ細くな
ってしまって、網目構造がぐちゃぐちゃにな
っています。これでは皮膚の構造を支えるこ
とが出来なくなってしまいます。このように、
紫外線によって真皮の網目構造が崩壊してし
まいます。では、その真皮コラーゲンに量的あ
るいは質的な変化をもたらしてしまう要因は
何か。主な要因は二つ考えられます。その二つ
の要因を順番に説明していきます。

まず一つ目は、「活性酸素」です。活性酸素は、
老化の原因として皆さんよくお聞きになるか
と思います。酸素の仲間ですが、非常に不安定
な酸素です。不安定であるがゆえに、周りにあ
るいろいろなものと反応して、酸化させてし
まいます。相手を酸化させて自分が安定した
状態になろうとするのが、活性酸素の特徴で
す。皮膚に紫外線が当たると、皮膚の細胞内に
ある NADPH オキシダーゼと呼ばれる酵素
が活性化されます。そうすると、細胞の中で活
性酸素が発生する仕組みになっています。こ
の活性酸素が悪さをするのですが、私達の細
胞にはよくできた仕組みがあって、細胞中に
できた活性酸素を消去してくれる仕組みがあ
ります。いわゆる抗酸化機構というものがあ
って、こういった働きをもつ酵素を私たちは
細胞の中に持っています。例えば、有名なのは、
スーパーオキシドディスムターゼ（SOD）と
いう酵素です。地球上の生物の寿命は、SOD
活性に相関しています。すなわち、活性酸素を
消去してくれる活性が高いため、寿命が長く
なります。逆に、寿命が短い生物は、SOD 活
性が低くなります。すなわち、活性酸素を消去
できないから、寿命が短くなってしまいます。

若いうちは、できた活性酸素を SOD のよ
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うな抗酸化酵素がどんどん消してくれるので
すが、年を重ねるに従って、細胞の中の抗酸化
機構も弱まってきます。だから、紫外線によっ
て活性酸素ができても、それを消去しきれな
くなってしまいます。消去しきれなくなった
活性酸素は、周辺にあるタンパク質、脂質、
DNA を酸化します。すなわち、細胞の中で消
去されない活性酸素は、細胞自身に傷を与え
ていきます。傷が蓄積してきた細胞は、細胞機
能がどんどん落ちていきます。細胞一つ一つ
の機能が落ちていくということは、臓器その
ものの機能が落ちていき、体全体の老化につ
ながっていきます。皮膚においても、皮膚細胞、
そして臓器としての皮膚の機能がどんどん低
下して、老化をもたらします。老化を考える上
で、細胞レベルから活性酸素が原因で始まっ
ていると思ってもらえればいいと思います。
もちろん、皮膚以外の臓器においても、活性酸
素が老化を引き起こす一番の原因となってい
ます。

先ほどから話によく出てくる真皮線維芽細
胞に活性酸素を加えると、細胞の形態や性質
が大きく変わってしまいます。細胞に、活性酸
素を加えて一日くらい培養すると、一つ一つ
の細胞が、延びて大きくなってしまいます。ま
た一部の細胞は、死んでしまいます。これは、
細胞が酸化ダメージを受けた結果です。こう
いった状態になってしまった細胞は、コラー
ゲンをつくれなくなってしまいます。逆に、コ
ラーゲンを分解する酵素の力が高まってきて、
つくるというより周りにあるコラーゲンを
次々と分解していくような細胞に様変わりし
てしまいます。

皮膚細胞内で活性酸素ができないようにす
るには、紫外線をカットすることが大事です。

しかし最近、皮膚における活性酸素は、紫外線
だけではなくて、他の要因によっても発生し
うることが分かってきました。例えば、大気中
にも活性酸素があり、皮膚は大気と接してい
ますから、当然皮膚の中で活性酸素が増える
機会が多くなります。あと、喫煙の際の煙の中
にも活性酸素は含まれています。他にも、体内
の要因、例えば生活習慣が悪い時や、心身スト
レスを受けている時なども、皮膚で活性酸素
ができやすいと言われています。つまり、紫外
線カットは第一選択としてやらなければいけ
ないことですが、それ以外にも活性酸素の産
生を防ぐためにやらなければいけないことが
いろいろあります。

では、真皮マトリックスを変性させてしま
う二つ目の理由について説明いたします。こ
こでまた皆さんに質問です。普通の鯛焼きと
白い鯛焼きとでは、皆さんはどちらがお好き
でしょうか？白い鯛焼きを食べたことはあり
ますよね？普通の鯛焼きは外がかりかりっと
した感じなのですが、白い鯛焼きは焦げ目が
なく、もっちりとした食感をしています。白い
鯛焼きはどのようにして作るか知っています
か？なぜ焦げ目がなく真っ白なのか分かりま
すか？それは、小麦粉を使っているか使って
いないか、ということになります。小麦粉の中
にはタンパク質が約 8% 含まれています。白
い鯛焼きは小麦粉ではなく米粉とかタピオカ
粉を使います。そういったものにはタンパク
質がほとんど入っていません。普通の鯛焼き
が小麦粉を使うのに対し、こちらは米粉を使
って焼くと、なぜか焦げ目が全くつきません。
これはタンパク質の含量が関係しています。
これは食品学の話になりますが、何かを焼く
と表面に焦げ目がつきます。その焦げ目は、
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「糖化反応（メイラード反応）」です。鯛焼きの
表面に焦げ目がつく、あるいはホットケーキ
やトーストの表面に色がつく、これらは全て
メイラード反応による生成物であるメイラノ
ジンという褐色の物質が、表面にできること
によって色がつきます。このメイラノジンと
化合物は、糖質とタンパク質が反応した糖化
産物です。先ほど、米粉にはタンパク質が入っ
ていないという話をしましたが、白い鯛焼き
の場合はタンパク質が含まれないため加熱し
ても糖化反応が起こらなくて、表面が白い状
態になります。逆に普通の鯛焼きは、焼くこと
によってメイラード反応が進んでメイラノジ
ンができて、表面が褐色化します。当然、この
糖化反応は食品の見た目や風味にとって重要
で、焦げ目がつくことによっておいしく見え
たりします。食品学においてメイラード反応
は非常に有名な反応ですが、実はこの反応が
皆さんの体の中でも起こっていて、それが老
化の誘因となります。

メイラード反応は、糖とタンパク質の反応
だと説明しました。体の中にはタンパク質が
いっぱいあります。私達の体の中で一番多い
成分は水なのですが、その次に多い成分がタ
ンパク質です。では、その相手方の糖はどこに
あるのか？ここで、血糖値の話をしたいと思
います。血糖値は、血液の中に存在するブドウ
糖すなわちグルコースの濃度のことをいいま
す。血糖値は、何も食べていない空腹時のとき
には 100 以下の数値を示しています。食事を
すると体の中にグルコースが吸収されてきて、
血液中の血糖値濃度が 150 前後まで上がって
いきます。その後は、グルコースが体中の細胞
に取り込まれるため、血液中の濃度は元のレ
ベルにまで下がります。血液中を流れている

このグルコースが、体の中で起こるメイラー
ド反応のタンパク質の相手側です。糖尿病は、
血糖値が高い症状なのですが、血液中のグル
コース濃度が高いことに問題があるというよ
り、血糖値が高いことによって起こる様々な
合併症が糖尿病の怖さです。糖尿病の合併症
は、体の中で起こっているメイラード反応と
深く関係します。体を構成するタンパク質と
余分な糖質が体内で反応し、糖化タンパク質
ができます。体の中のタンパク質は、本来いろ
いろな機能を持って働いているのですが、糖
化されてしまうと本来の役割を果たせなくな
っていきます。そうなっていった結果が、糖尿
病の合併症ということになります。なお、体の
中でできた糖化タンパク質は、糖化最終産物
AGEs と呼ばれます。

糖尿病の話から、しわの話に戻ります。体の
中で一番多いタンパク質はコラーゲンです。
特に皮膚に多いのですが、このコラーゲンが
糖化して糖化コラーゲンになってしまうと、
糖化コラーゲン同士が無秩序に結合してしま
います。すなわち、真皮網目構造が持っている
本来の弾力性がなくなってしまいます。皮膚
のコラーゲンが糖化してしまった結果、どん
どん皮膚が硬くなっていきます。同志社大学
アンチエイジングリサーチセンターの研究結
果なのですが、糖尿病の患者さんと健常者の
方で皮膚の弾力性を測ってみると、糖尿病の
患者さんの皮膚は弾力性が低いことが分かり
ます。血糖値が高いと、皮膚のコラーゲン線維
が糖化してしまい、網目構造が硬くなるため、
弾力性が失われてしまっているということで
す。また、糖尿病に限らず、加齢に伴って
AGEs が皮膚に蓄積することも明らかにされ
ています。
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糖化反応というのは、コラーゲンを硬くし
てしまうということもあるのですが、もう一
つやっかいな問題は、褐変化です。牛皮にグル
コースを加えた状態で、加熱して 6 日間くら
い置いておくと、牛皮が黄色くなります。すな
わち、皮膚の中で AGEs がたまってくるとい
うことは、皮膚の色がだんだん黄色っぽくな
ってくるということです。若い人は皮膚の表
面が白くて血液の色が見えるので、赤みが強
くて健康的に見えるのですけれど、加齢に伴
って皮膚の表面に AGEs がたまってくると、
肌の明るさが低下して黄味が増してくる。す
なわち、これが加齢に伴う黄ぐすみというも
ので、その原因物質が AGEs なのです。

体の中にできた余剰な糖質により、体を構
成するタンパク質が、体の中でメイラード反
応を起こして、AGEs をつくってしまいます。
それが糖尿病の合併症や、皮膚の老化を起こ
すということが分かってきました。また最近
では、糖尿病や皮膚の老化だけではなく、認知
症、癌、骨粗しょう症など、様々な疾患の発症
においても AGEs で説明できるようになっ
てきました。今日は皮膚の話をしていますが、
老化や疾病の予防という意味では、血糖値を
なるべく下げておくということが重要なこと
だと思います。

では、残る時間は、しわを食事でどうにかす
ることはできるのか、という話をしていきた
いと思います。世の中には、しわを取るような
さまざまな化粧品、健康食品がありますが、中
には科学的根拠を得られていないものもたく
さんあります。今日は理論的にしっかりと説
明のつく「これを食べればしわがなくなる（か
も）、予防できる（かも）」という食品を紹介さ
せていただきます。

まず私の考えとしては、真皮の中で生きて
いる細胞、真皮線維芽細胞の働きを落として
はいけないので、この細胞の働きを維持する
ための食事を考えたいと思います。まずは、細
胞にダメージを与える活性酸素を除去する必
要があります。本来、細胞の中で活性酸素を消
去してくれているのですが、その消去能力が
落ちていきます。そのため、その分を食品でカ
バーする必要があります。活性酸素を消去す
る力を備える食品を摂取しながら活性酸素を
消していくということです。そのようなもの
を、抗酸化物質と言います。例えば、ビタミン
類では、ビタミン C、ビタミン E、ベータカロ
テン、この三つのビタミン類は抗酸化作用を
持っています。あとはミネラルの中では亜鉛
とセレンなどです。これらのミネラルは、その
ものに抗酸化作用があるわけではないのです
が、先ほど登場した SOD など活性酸素を消
去する酵素をしっかりと働かせるために、絶
対に必要です。また、最近注目されているのは、
ファイトケミカルという物質です。ファイト
ケミカルというのは植物の作り出す化合物で
す。植物は、根を生やした場所から動けません。
そこに紫外線も当たるし害虫も病原菌も来る
といった状況の中で、植物は自身を守るため
に様々な防御物質をつくっています。それを
人間が摂取したら、意外にも体に良いものが
あったというわけです。すべてが人間にとっ
て良いわけではないですが、中にはとても強
い抗酸化作用を持った物質もあります。例え
ば、ゴマに含まれているセサミン、赤ワインな
どに含まれるアントシアニン、レスベラトロ
ール、お茶のカテキン、タマネギのケルセチン
など、いろいろあります。こういった成分を意
識して摂取するのも良いと思います。
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次に、コラーゲン合成を促進するためには、
ビタミン C が必要です。先ほど、真皮の中に
いる真皮線維芽細胞はコラーゲンをせっせと
つくっていますという話をしましたが、その
ときに絶対に必要な酵素があります。プロリ
ンヒドロキシラーゼという酵素です。この酵
素は、細胞の中にあるのですが、本酵素をしっ
かりと働かせるためにビタミン C が必要に
なります。ビタミン C が欠乏してしまうと、
この酵素が働かなくなって、コラーゲンがつ
くられなくなってしまいます。ビタミン C の
供給はしっかりとフォローした方が良いと思
います。基本的に美容食品とか健康食品には
ビタミン C が入っていますが、ビタミン C は
お肌にとって必要な栄養素の一つです。

それから三つ目は、細胞の増殖を促進する
食品成分です。真皮線維芽細胞は、どんどん死
んで少なくなってしまうので、新しい細胞を
増やしてあげる作用のあるものを摂取すると
良いかもしれません。女性ホルモンであるエ
ストロゲンには、細胞増殖促進効果がありま
すので、真皮線維芽細胞を増やす作用があり
ます。女性はエストロゲンを持っていますが、
40 代以降は卵巣機能の低下とともに、分泌量
が次第に少なくなります。そうするとエスト
ロゲン作用に期待できなくなってしまいます。
しかし、エストロゲンと同じような作用、すな
わち細胞表面にあるエストロゲンの受容体に
結合するファイトケミカルが知られています。
有名なのは、大豆に含まれるイソフラボンで
す。作用は、エストロゲンより弱いですが、ゆ
るやかな女性ホルモン作用を示す食品成分と
して効果が期待できると思います。

あとはコラーゲンの原料です。コラーゲン
はタンパク質なので、その原料となる良質な

タンパク質をしっかりと摂取する必要があり
ます。それから、心身ストレスを軽減させなけ
ればなりません。これは私の研究室で行った
実験なのですが、先ほども登場したヘアレス
マウスに心理的なストレスを与えます。その
後、皮膚を採取して、コラーゲン合成に必要な
プロリンヒドロキシラーゼの量を見てみると、
ストレスを加えたマウスでは、この酵素の量
が半分に減ってしまうことが分かりました。
すなわちストレスをずっと受けていると、コ
ラーゲンをつくる酵素の量もぐっと減ってし
まうということです。それを減らさないため
に、ストレスを軽減してくれるハーブティー
などでストレスケアする必要もあると思いま
す。

次に、コラーゲンの糖化を抑える食事とい
うことで、どのようなことに気をつけたら良
いかを話していきます。とにかく必要以上に
血糖値を上げない、これに限ると思います。血
糖値を必要以上に上げない食べ方として、当
然ですが糖が入っている甘いものをなるべく
控える。あとは間食を控えることです。人は基
本的に一日三食を食べますから、一日のうち
三回、血糖値が上昇するウェーブがあります。
しかし、間食をしていると血糖値がずっと上
がりっぱなしになってしまいます。それから、
アルコールを飲みすぎないこと。適度なアル
コールは良いのですが、アルコール中にも糖
質が多く含まれています。ですから、飲み過ぎ
には注意してください。それから三つ目は、ベ
ジファースト（野菜を最初に食べる）です。ベ
ジファーストは最近になって言われ始めた言
葉ですが、是非実践していただきたいと思い
ます。目の前にある食事を何から食べるかは、
人それぞれです。しかし、野菜から食べると血
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糖値が上がりにくいことが実証されています。
すなわち、同じ食事をするにしても、食べる順
番を変えるだけで、血糖値の上昇は抑えるこ
とができます。

もう一つは、主食は低 GI 食品をなるべく
食べることです。主食は基本的に炭水化物で
すが、炭水化物は分解されるとグルコースに
なります。そのため血糖値を上げやすく、なる
べく摂り過ぎない方が良いのですが、グルコ
ースは私達の体にとってエネルギー源として
重要な栄養素でもあります。食べたくないけ
ど、食べなくてはならない炭水化物も食べ物
によって、血糖値が上がりやすいものと上が
りにくいものがあります。食品によって血糖
値上昇の程度が違うということで、どのくら
い血糖値が上がるかを食品別に示した数値が
あります。それが、グリセミックインデックス

（GI）です。GI 値は、食品によって高いものか
ら低いものまで様々です。高 GI 食品という
のは、食べると血糖値が上がりやすい食品、低
GI 食品は、食べてもあまり血糖値が上がらな
い食品です。基本的に主食を食べるときに低
GI の食品を摂取すれば、少しでも血糖値の上
昇が抑えられます。例えば主食のパン、米、麺
で比較すると、一般的に GI 値はパンが一番
高く、血糖値が上がりやすくなります。その次
がお米、麺という順番です。だからパンばかり
食べている方は、お米にした方が良いかもし
れません。あと、パンとかお米とか麺の中にも、
GI 値の高いものから低いものまであります。
例えばお米では、精米した白いお米とかお餅
は GI 値が高く、血糖値が上がりやすくなり
ます。逆に玄米や穀米などは GI 値が低く、血
糖値が上がりにくいといわれています。麺と
かも同じようになります。本やネットで調べ

ると分かるのですが、一般的に茶色っぽい色
をしている食品の方が、GI 値が低いと言わ
れます。逆に、きれいに白く精製されたものほ
ど GI 値が高いとされています。食べるとき
に色のついたものを選んでいくと、炭水化物
に関していえば、GI 値が低めに抑えられる
のではないかなと思います。血糖値を抑える
ための食事についていろいろ話してきました
が、基本的に糖尿病対策の食事法だと思って
ください。

あとは、表情じわをつくらせないことも大
切です。最初に、表情の癖が取れなくなって、
しわになるという話をしましたが、逆に表情
筋がなくなってしまうと皮膚がたるんできて
しまうので、表情筋を維持することは重要で
す。そのために、絶対にやってはいけないのは
無理なダイエットです。何故かというと、無理
なダイエットをすると体内の筋肉がどんどん
分解されていくからです。分解してグルコー
スをつくると代謝系が動きますので、そのた
めに筋肉が壊れていってしまいます。当然、表
情筋も筋肉の一部なので、急激なダイエット
は表情筋を萎縮させ、表情じわを増やす要因
となります。

最後に、コラーゲンを配合した食品につい
て話します。健康食品は 3 千億円くらいのと
ても大きな市場ですが、その中でも特にコラ
ーゲン配合食品は市場を引っ張っています。
これが果たして効果があるのかないのか？気
になるところですよね。コラーゲンは、タンパ
ク質の仲間です。食べると消化管を通ってい
くうちに、消化酵素の作用を受けてばらばら
に分解され、最終的にはアミノ酸となって体
内に吸収されていきます。つまり、体の中に吸
収された時点では、コラーゲンではなくてば
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らばらなアミノ酸の状態です。では、体の中に
入ってきたアミノ酸がその後どうなるか？体
の中で一番多いタンパク質は先ほどコラーゲ
ンだという話をしました。皮膚だけでなく、血
管とか腱とか骨の中にもあります。コラーゲ
ンはどこにでもあるタンパク質なので、ばら
ばらになってしまったアミノ酸が皮膚だけに
選択的に集まって、そこでコラーゲンとして
再構成されるかというと、科学的には考えに
くいことです。ただ、実際に食べたり飲んだり
してみると、効果があったという方がいらっ
しゃるのも事実です。「これを飲んでいると、
きれいになれるかもしれない」というポジテ
ィブな気持ちが、プラスアルファで働いてる
のかなという気もします。ただ、先ほども言っ
たように、科学的には説明がつきにくいこと
もご理解いただけたらと思います。

さて、今日は皮膚の話をしてきました。加齢
に伴う体内の変化として、酸化、いわゆる錆つ
きがあります。体の中でどのくらい錆つきが
起こっているか？これは活性酸素によって引
き起こされます。次に糖化。これは体の中の焦
げつき度合いです。これがどのくらい起こっ
ているかは、血糖値と密接に関連します。それ

らに加え、ホルモンバランスの変化や代謝の
衰えも起こってきます。こういった体の中で
起こっている変化が皮膚の老化現象として現
れてきます。皮膚は、外から見える唯一の臓器
です。そのため、検視できる臓器の代表として、
体内老化の進行具合が皮膚に映し出されてい
るわけです。

ほとんどの方は、メイクとかスキンケアと
いった外面美容には力を入れています。反面、
体の内側からお肌をケアする内面美容はおろ
そかになりがちです。今日の話でお分かりの
ように、内面美容はとても重要です。皮膚は臓
器の一つとして、きちんとケアしてあげない
といけません。特に、抗酸化、抗糖化、そして正
しい生活習慣など、体の中からきれいにする
ことを意識してほしいと思います。皮膚は臓
器の一つなので、皮膚とはいえ体全体のアン
チエイジングをやっているのと同じことにな
ります。すなわち、QOL を向上させるとか健
康寿命を延ばすことに、必然的に話がつなが
っていきます。その辺りを意識しながら、普段
の食生活に気を配っていただきたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。
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【はじめに】
本稿では文化人類学の視座についてラフな

スケッチを試みる。たまたまであるが、昨年夏
以来、以下に述べるような事情により改めて
再考する機会があった。この際、メモとして記
しておきたい。

1984 年以来、この 30 年間に私はオースト
ラリアやニュージーランドに何度出かけただ
ろう。初めてのオーストラリアへの文化人類
学的調査での訪問は、約 4 ヶ月の滞在で、合計
3 ヶ月ほどのアーネムランド

1
の二つのコミ

ュニティでの現地調査をおこなった。そのほ
か、中央砂漠のアボリジニのコミュニティや
いくつかの主要都市を回った。その後、昨年夏
までの間、6 ヶ月間を最長期間として、最近
でも 1 年に１～２回、期間としては 3 ～ 4 週
間は出かけている。思えば長い時をオースト
ラリアやニュージーランドで過ごしてきたも
のだ。

私たちの研究グループ
2
のオーストラリア

での現地調査は、キャンベラにあるオースト
ラリア国立大学（ANU）

3
の人類学・考古学講

座のニコラス・ピーターソン教授
4
からの支

援をうけている。私たちは、日本とオーストラ
リアの往復のはじめと終わり、もしくは、どち
らかには必ず ANU の研究室を訪問して、情

報収集やスタッフたちとディスカッションを
行っていた。そうしたスタッフの一人であっ
た日本人の KC さんとは、彼女が人類学の研
究室をはなれて、オーストラリアの一般企業
に勤めるようになってからも毎年のように会
ってきた。最近では、シドニーで年に一度は顔
をあわせて情報交換している。彼女は、もとも
と、イギリスで社会人類学

5
の大学院の課程

を終えていて、一般の仕事についてからも、新
しい人類学の出版物があればそれを読んでい
るなど、なかなか手ごわい討論相手だ。

KC さんとは、いつもの様に昨年の夏、シド
ニーへ学生たちの海外研修の引率教員として
行った時も、2 度も夕食を一緒に食べて議論
をした。今回のポイントの一つは、以前から
KC さんが繰り返し言っていたことだが、日
本人の文化人類学者がオーストラリアにやっ
てきて先住民のアボリジニの調査をするとい
うことはどのような意味、あるいは意義があ
るのだろうか、ということだった。彼女のフィ
ールド

6
は東ヨーロッパで、オーストラリア

での調査経験は持っておらず、オーストラリ
ア人の文化人類学者が、政治的にアボリジニ
社会と深い関わりを持っていることについて、
これまでも議論をしてきた。昨年夏における
彼女とのディスカッションを踏まえて、その
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あらましを以下に記しておきたい。
また、昨年の夏にはシドニーのあとニュー

ジーランドを訪問して、オークランドのオー
クランド大学で旧知の HA さんと会い、また、
ダニーデンのオタゴ大学で旧知のスタッフで
ある PT さん、MK さん、HT さんの三人

7

と久しぶりに会った。その時の話題はニュー
ジーランド・マオリ研究のあり方に関する話
題だった。KC さんとの議論とも接点がある
ので、あわせて触れることにする。

【オーストラリアの人類学と人類学者】
オーストラリアにおける人類学的な調査は、

20 世紀初頭にまで遡り、記録に残る調査が行
われている

8
。おそらく、文化人類学を学ぶ者

は人類学史を学ぶ中で、否応なく触れること
になるはずである。オーストラリアにおける
人類学教育の歴史も 1925 年、ラドクリフ＝ブ
ラウン

9
がシドニー大学の人類学科の創設教

授として赴任したことに遡る。20 世紀初頭
のオーストラリアはまさに探検調査の時代で
あり、地理的空白を埋めるだけでなく、アボリ
ジニたちの社会構造や物質文化、宗教生活が
次々と明らかにされてきた。

一方、オーストラリアにおける人類学の特
徴は、現在の用語で言えば

10
、応用人類学、実

践人類学、公共人類学といった趣が古くから
見られたことである。そもそも、地理的空白を
埋めるという営みは、植民地開発の基礎に直
結している。ラドクリフ＝ブラウンのあとシ
ドニー大学の人類学教授になったエルキン

11

は、国教会
12
の牧師で、当時オーストラリア

の植民地であったパプアニューギニアの植民
地行政官でもあった。彼は、アボリジニの「改
良」と「同化」を主張した。当時、オーストラリ

ア内務省にはアボリジニ担当部局とパプアニ
ューギニア担当部局があり、両部局の担当者
には、両部局をともに担当したものが多かっ
たと聞いたことがある。

1968 年にアボリジニをオーストラリアの
国勢調査の対象とするというアボリジニのオ
ーストラリア市民の一員としての権利を承認
するための国民投票がおこなわれた。アボリ
ジニの市民としての地位が確定した 1970 年
前後から、銀行家でもあり、ANU の経済学
者でもあり、副学長として辣腕を振るったク
ームス

13
は、アボリジニの権利を支援する制

度と組織を立ち上げ、彼らのコミュニティの
自主運営・自主決定の運用支援に立ち上がる。
ここに国立大学の多くの文化人類学者が関わ
ったのである。ノーザンテリトリーの首都ダ
ーウィンには NARU

14
という組織を立ち上

げ、ANU の研究の拠点とした。われわれの
カウンターパートのピーターソン教授や彼の
指導生たちも多くはアーネムランドや中央砂
漠のアボリジニ・コミュニティにこの
NARU をベースにしてフィールドワークに
向かったのである。私たちが調査をはじめた
頃は、アボリジニたちの「アウトステーション
運動」

15
の最盛期で、アボリジニ生活の「ルネ

サンス」ともいうべき時代であった。
私たちの主たる調査地のアーネムランドで

は、白人社会との接触が本格化した 1940 年代
以降、「セツルメント」と呼ぶ「町」にアボリジ
ニたちが集住するようになっていた。食糧供
給所、学校、教会、病院の周辺に住むようにな
って、数百人を超えるアボリジニたちが集住
するようになっていた。もともと、アボリジニ
たちの居住形態は狩猟採集のためには拡散的
であり、せいぜい 2 － 30 人程度の人々が狩猟
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採集のための親族集団が集住することが通常
で、雨季や儀礼の季節には、時には複数の親族
集団が集まって、集団規模が大きくなること
があるぐらいであった。クームスの流れをく
む人々（研究者ばかりではない）は拡散して

「アウトステーション」に居住する人々に食糧
や医療を供給するシステムを構築して、分散
居住する人々を支援することになった。文化
人類学者たちはその「アウトステーション運
動」の様相を記述したのである。1970-80 年代
のことであった。

1990 年台に入ると連邦最高裁判所による
マボ判決やウィック判決によって、アボリジ
ニの土地権を承認するための土地審判所が設
けられることになった

16
。文化人類学との関

連で言えば、この判決はオーストラリアにお
ける人類学教育のシステムに大きなインパク
トを与えることとなった。それは、「Anthro-
pologist」という名の調査員の需要を生みだし
たのである。人類学の修士課程修了者に調査
員としての雇用を産みだし、博士課程の大学
院生や研究者予備軍、人類学の大学教員、研究
所研究員らも、土地権請求のための人類学調
査に携わるようになった。

オーストラリア政治では、労働党内閣の時
に対アボリジニ政策が一歩前進し、自由党国
民党連合政権内閣の時に一歩後退する事が多
い。2000 年代に入ってからの主要トピック
は「和解」と「謝罪」と「介入」である

17
。三つ目

の「介入」は政権に抵抗する勢力からの名付け
であるが、この「介入」は人類学者も立ち会っ
たアボリジニ支援の非効率を非難するもので
もあった。

【日本の文化人類学会と文化人類学者】
2004 年度から「日本民族学会」は「日本文化

人類学会」と名称変更を行い、研究誌名も「民
族学研究」から「文化人類学」と改めることと
なった。ただし、巻号は通巻のままであるので、
学会誌「文化人類学」は第 69 巻第 1 号からス
タートすることになった。2004 年の学会名
称変更の経緯については、「民族学研究」第 67
巻 2 ～ 3 号の理事会報告に記されているが、
科学研究費補助金のカテゴリーの中で「民族
学」はキーワードに過ぎず細目名称としては

「文化人類学」が定着して用いられていること、
また、国立大学法人への改組が続く中、組織名
称としても「民族学」ではなく「文化人類学」が
定着していること等が挙げられている。

私は修士課程の時に学会員となったので、
旧誌名の「民族学研究」は第 40 巻 1 号から所
有している。この年は 1975 年なので、年刊と
して太平洋戦争の間の休刊もなかったとする
と、1935 年から始まる長い歴史を持つ学会
である。この民族学会は日本の植民地統治時
代の各植民地における諸民族の民族誌の記述
に重要な役割を演じていた。つまり、植民地の
統治装置の一つとして民族学研究が活用され
ていたことが想像に難くない。

しかしながら、戦前戦後の体制の転換、すな
わち、戦前のヨーロッパ民族学の系譜から、戦
後のアメリカ文化人類学へという方法論も含
めての転換については、学会名称の変更には
つながらなかった。しかし、植民地における民
族学研究の道は閉ざされた結果、戦後は調査
対象が国内に向けられるようになった。人類
学

18
・民族学・民俗学・社会学・考古学・言

語学の六学会連合にはじまり、これに、地理
学・宗教学・心理学も参加した九学会連合に
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よる日本各地における調査研究が行われ、国
内において活発な「フィールドワーク」が行わ
れることとなった。私が日本民族学会に入会
した頃でも年二回の学会開催のうち、一回は
連合大会

19
と称して、日本人類学会や霊長類

学会などと連携研究大会が行われていた
20
。

日本の人類学者たちがフィールドワークを
実施したフィールドは、戦前期においては、先
に述べたように日本の旧植民地がほとんどで
あったが、戦後は世界各地に分散する。しかし、
地域的に偏りがある。日本の人類学者が多く
調査を行っている場所は、アフリカ、南アメリ
カ、南インド、東南アジア、東アジア、オセアニ
アである。オーストラリアは私たちのグルー
プが開始するまでは、長期のフィールドワー
クがなされることはなかった。現在でもオー
ストラリアをフィールドとする日本の文化人
類学者の数は必ずしも多くはない。また、ヨー
ロッパや北アメリカも少ない。また、ヨーロッ
パや北アメリカにしても、少数民族や先住民
を扱うことが多い。これは、人類学が持ってい
る眼差しの方向性によって地域の偏りが生ま
れているといえるだろう。この問題について
は後述することになる。

【なぜ日本人の文化人類学者か？】
さて、ざっとオーストラリアにおける文化

人類学および文化人類学者のアボリジニとの
関わりと日本の人類学の状況をみたところで、
KC さんとの議論に立ち戻ることにしよう。

KC さんとの議論の焦点の一つは、「なぜ日
本人が」という調査者の属性の問題があった。
もともと、人類学の方法論として、外部の人間
が長期に渡って調査をおこなうフィールドワ
ークという手法が、文化人類学にとって重要

な立ち位置であった。これは、もともと生まれ
育った人間ではないので、ニュートラルな視
点を得るということと同時に、受け入れ先の
人々にとって、外部者をどのように受け入れ
るのか、つまり、人類学者からの説明とすれば、
どのようにして調査が有効的に行われるよう
なラポール

21
をつけることができるのか、と

いうことが課題ではあった。つまり、まるで赤
子のように現地で見聞きする事柄について好
奇心に満ちた視線を向け、現地の人々から可
能な限り邪心なく受け入れてもらえることを
指しているが、これとても、実際のところは、
外部者の受け入れを苦もなくこなす社会が、
はたして、何でも話してもらえているのかど
うかは、わからないとしか言いようが無いだ
ろう。

アボリジニの人たちとフィールドワーカー
との関係性からすると、実は、アボリジニの人
たちは「すれっからし」で、こちらの意図に合
うような答えを用意してくれる人々である。
つまり、彼らは、少なくとも 20 世紀以降、長い
間に渡って、人類学的な調査に限らず、様々な
調査がおこなわれ、それに答えることについ
て慣れきっており、調査者の期待するような
答えをすんなりと出すよう適応ができている
ということである。人類学の調査はそうした
場合にあっても、長期に滞在して複数のイン
フォーマントからの情報をクロスチェックす
るということになっているので、この点、調査
者側の怠りはない（はずである）。

しかし、私は以下の様な経験があって、これ
は、調査者の側の持つ文化的バイアスが理解
をどのように深めるか疑問に思ったことがあ
る。それは、アーネムランドでの調査のおりの
ひとつのエピソードである。



Journal of Sugiyama Human Research 2014 135

「総合人間論」プロジェクト研究報告

私は、ある時、コミュニティのアボリジニの
人たちと共に、4WD の車に乗って狩りに行
こうとしていた。広大な氾濫原（乾季だったの
で、乾いた草原である）にぽつんと立つ一本の
ヤシ科の樹木を通りかかったところ、同行し
ているアボリジニの一人に急に車を止めろと
言われた。私は、運転手だった。アボリジニた
ちの説明によると、このヤシノキの根本にタ
バコを供えろという。見ると、何本もの吸って
いないタバコが新しいもの古いものを含めて、
たくさん転がっている。アボリジニたちは、タ
バコに目がなく、原則的に、タバコは吸口ギリ
ギリまで吸う。だから、火の付けられていない
ようなタバコが地面に落ちているようなこと
はまずありえない。それだけでも、十分に、印
象深いのだが、乗り組んでいるアボリジニた
ちは、自分の持っているタバコのパケットか
らも吸っていない新しいたばこを何本か根元
に投げている。

とても不思議な光景なのだが、彼らは、大真
面目で言う。「この木の根元でタバコを投げて
おかないと今日の狩りはうまくいかない」。日
本人としての私は、この現世利益的なタバコ
のお供えの意味はすぐに理解できた。これは、
まさに、お賽銭だ。あるいは、お布施だ。日本で
はこうした現世利益的な投資はいつでも行わ
れる。というか、大抵の人は、迷わずこの種の
投資をするだろう。たかが、タバコ一本、たか
が投げ銭である。これによって現世利益的な
利得があれば儲けものである。しかし、こうし
た祈りは同時に、聖霊や霊魂が遍在すると思
念するアニミズム的な行為であって、キリス
ト教の一神教的な世界観ではわかりにくいの
ではないだろうか。

単純化して言えば、多神教の世界に生きる

者と一神教の世界に生きる者とでは、たとえ、
同じ、文化人類学を学ぶ者であれ視点にズレ
が生じる可能性があるのではないかというこ
とである。とりあえず、日本人がアボリジニの
社会文化について文化人類学的な調査を行う
として、日本人の感受性が有利になる局面が
あるはずだということにしておこう。

さらに、私がこれまで研究開発に携わって
きた親族データベース

22
の構築についても

関連した事実がある。それは、オーストラリア
の文化人類学者たちが用いている親族データ
ベースもしくは家系図を描くソフトウェアの
選択問題である。詳細は省くが、アボリジニの
婚姻規則や親族組織は複雑で、かのレヴィ＝
ストロースも『構造人類学』や『親族の基本構
造』で分析してきたところである。全国ではバ
リエーションが多く一言で述べることは困難
ではあるが、概ね、半族組織や四分・八分組織
23
を持ち、血族と姻族が親族ネットワークで

複雑に結ばれる。ところが、そうした複雑極ま
りない親族組織をオーストラリアの文化人類
学者は、市販の家系図ソフトに入力して分析
に利用しようとするのである。

市販の家系図ソフトにも様々な製品がある
ので一概に述べることはできないが、その多
くは単系的に祖先へとたどることを主眼とし
たデザインである。こうしたソフトウェアで
親族データを操作するということは、畢

　ひっきょう

竟単
系的なイメージで親族組織を捉えてしまいが
ちであるといえる。

すでに述べたように、文化人類学の方法論
の一つとして、他者性のもつ重要な意義を指
摘することができる。文化人類学者のトレー
ニングのためには長期かつ単独のフィールド
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ワークを行うことが求められる。フィールド
の選択肢についても、母語ではない場所が選
ばれる。すなわち、他者としてフィールドワー
クに臨むのである。望ましいとはいえ、完全に
ニュートラルな視線で眺めることは困難であ
るので、当然のことながら出身文化の目を通
して眺めることになるはずである。

世界の宗教の多くは神や教祖の語りを、た
とえば、仏典の多くが「如是我聞」で始まるよ
うに、弟子や依

よりしろ

代が、「私は神（仏）の言葉をこ
のように聞いた」のように物語るものが経典
あるいは仏典として伝えている。文化人類学
のフィールドワークを経典や仏典と引き合わ
せることはいささかおこがましいが、フィー
ルドワークの経験もまさに「私は人々の言葉
をこのように聞いた」と記録することである。
おそらく、それ以外にはありえないのではな
いか。すなわち、さらに言えば、文化人類学者
の数だけフィールドの「真理」が存在するとも
言えるだろう。

その意味ではアニミズム的な日本人であれ、
単系的に理解するオーストラリア人であれ、
それは、それなりの見方であるとするのが文
化人類学のフィールドワークであるといえば、
言い過ぎだろうか。

KC さんへの答えのひとつは、アボリジニ
社会で日本人文化人類学者がフィールドワー
クを行うことは、多様な視線の一つとして日
本人が眼差しを向けることには大変意味があ
るということである。また、多様な視線が、一
面的な理解の陥

かんせい

穽から免れることにつながる
はずである。

先に述べたようにオーストラリアの文化人
類学、特にアボリジニ研究は、古くから実践的

であった。すなわち、古くは植民地行政に関わ
り、また、先住民であるアボリジニの置かれて
いる状況についてある種の告発を行ってきた。
最近ではアボリジニの土地権をめぐる権利擁
護のために、文化人類学者は支援する側に回
っている。自由党国民党連合政権による「介
入」政策では、文化人類学者も批判される側に
立たされ、厳しい状況に追い込まれた。オース
トラリアの文化人類学者はその意味で、オー
ストラリアのアボリジニ政策の直接的なステ
ークホルダー（利害関係者）の一員である。日
本語だと当事者と記したいところであるが、

「当事者」という語は、どうやら一言で英語で
は表現しにくく、ステークホルダーよりもも
っと事柄への関わりの度合いが強いニュアン
スを持っている。とりあえず、この稿では、以
下かぎかっこ付きで「当事者」と記すことにし
たい。
アボリジニ研究においては、幸か不幸か日

本の文化人類学者は研究の上での「当事者」で
はなかった。私たちはいつも、研究遂行上の利
害関係の外にあり、委託研究を行ったことは
ない。しかし、国立民族博物館のアボリジニ・
コレクションを購入し、コミュニティに経済
的な貢献をおこなうといった利害関係は持っ
ていた。また、国立民族博物館において特別展

「オーストラリア・アボリジニ展：狩人と聖
霊の 5 万年」（1992 年）を開催し、神戸市立博
物館でも「狩人の夢：オーストラリア・アボ
リジニの世界」（1986 年）を開催したが、こう
したタイミングでアボリジニやその他の関係
者を日本に招き、オーストラリア研究の社会
的還元に貢献することとなった。その意味で
は「当事者」であった。

最近では神戸大学の窪田幸子教授
24
を代
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表とする科学研究費補助金「『先住民』のアイ
デンティティの交渉」（2008-2013 年）

25
による

と、アフリカ、北アジア、北アメリカの日本人
文化人類学者とともにオーストラリアのフィ
ールド各地（アーネムランドと中央砂漠）を訪
問し、文化人類学の視座を持つ日本人外部者
として、オーストラリアのフィールドにおけ
る観察結果をオーストラリアの文化人類学者
に対して開示し、情報交換を行った。また、日
本人アボリジニ研究者は代表者の窪田と著者
で、私たちのフィールドに彼らを伴ったので
ある。私たちにとっても、この外部者の見方は
大変興味深かった。彼らの質問に応じてフィ
ールドの状況について補足説明をするたびに、
自分自身の思い込みや考え違いに気づくこと
もあった。

この「当事者」であるかどうかについても、
文化人類学の視座の持つ重要性の中の多様性
の一つとして見ることができるのではないか
と思われる。「当事者」性の度合いもまた必要
である。多様性を担保する上でも十分に考慮
すべき事柄と思われる。フィールドは縄張り
ではなく他者を排除してしまうのではなく、
可能な限りあたかもコモンズであるかのよう
に扱うことが必要なのではないだろうか。

【マオリによるマオリのためのマオリ学なの
か？】

一方、ニュージーランドではまた別の視点
からの示唆を受けることになった。

昨年夏のニュージーランド訪問では、まず
は、オークランドを訪問した。その目的は二つ
あって、一つは、オークランド博物館において
ニュージーランドの自然史が「マオリ・サイ
エンス」の概念で展示されているので、もう一

度（これまでも、何度か見ている）、眺めてこよ
うというもの。そして、もう一つは、オークラ
ンド大学で旧知の HA さんと議論すること
である。

HA さんによると、オークランド博物館の
「マオリ・サイエンス」展示は「自然科学者」か
らの批判が大きいという。たしかに、そのとお
りであろう。というのも、「マオリ・サイエン
ス」展示はマオリ神話に基づく自然観に基づ
きニュージーランドの自然を分類展示してい
るからである。詳しいマオリ神話の記述を省
くが、天と地の始まりは、次のようであった。

大地母神と天空のまぐわいによって様々な
事物が誕生し、ぴったりと重なりあっていた
天と地の両親が引きさかれることによって世
界に光が生まれたのである。

すべての事物はこの天と地の両親から生ま
れた子供であるので、動植物や人間は系譜に
よりつながっている。オークランド博物館の
自然史セクションはそのコンセプトにもとづ
いて展示されているので、系譜関係が重要と
なる。もちろん、生物分類とは異なっている部
分が多くある。動植物や鉱物もひとつの系譜
につながって表示されるので、いかがかとい
う見方もあるだろう。

この展示に関わったのが、オークランドの
後に訪ねたダニーデンで久しぶりに再会する
ことになる PT さんである。彼には、この展示
に大きな狙いがあった。それは、従来の博物館
のマオリの社会文化の展示に加えて、マオリ
の自然観にハイライトを当てることであった。
その目的は、マオリ・アイデンティティの主
張とマオリ研究の独自性の主張、人類学的な
認識人類学や民族分類の考えを博物館展示に
盛り込むことであった。文化人類学を学ぶ私
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にとっては、その主張は自明の理で、十分理解
できるのだが、たしかに、自然科学者からする
と理解が難しいと思えるであろう。しかし、ポ
スト・モダンな自然観からすると、こうした
展示の意義は大きいと思われる。

マオリはニュージーランド
26
の先住民で

あるが、ヨーロッパ人たちとのコンタクト、ア
ベル・タスマン船長率いるオランダ船と接触
した 1642 年以降大きな変化がもたらされた。
まるで日本の戦国時代のようにマスケット銃
がもたらされることによってマオリ

27
の部

族のひとつガプヒは他部族に征服戦争を仕掛
けた。また、ヨーロッパをいち早く訪れて交易
に精出したマオリもいた。しかし、1840 年に
署名が始まったワイタンギ条約

28
により、ニ

ュージーランドの植民地化がすすみ、マオリ
の社会文化や生活は大きく変容を迫られる。
多くの部族が土地を失い、都市部に流れ込み、
マオリとしての系譜を失い、アイデンティテ
ィを喪失した。社会の下層階層に組み入れら
れ、青年たちは非行に走り、失業に苦しんだ。

そうした中で、アピラナ・ガタ
29
やテ・ラ

ンギ・ヒロア
30
らは太平洋戦争以前から青

年マオリ党を結成してマオリの権利を主張し
ただけでなく、マオリによるマオリ研究の必
要を述べた。その伝統は、現在もニュージーラ
ンドにある高等教育機関にはすべて、マオリ
学部

31
もしくは研究センターが置かれるよ

うになっていることに現れている。そのスタ
ッフの多くはマオリであり、まさにマオリに
よるマオリ研究が実践されているというわけ
である。また、マオリに関する出版物の主な作
者はマオリ出身もしくは血を引く者であるこ
とが多いのもそうした事情による。

HA さんによると、今年はニュージーラン

ドへのキリスト教ミッション（宣教団）到着
200 周年にあたるそうで、また、マオリにとっ
てインパクトのあったワイタンギ条約以前の
マスケット戦争にも関心が寄せられていると
のことである。今年もマオリは当たり年で、ニ
ュージーランドは多文化主義ではなく、二文
化主義を標榜するが、政治経済文化いずれの
局面においても、マオリの存在を無視しては
ニュージーランドを語りえないだろう。詳し
くは稿を改めたい。

HA さんは考古学者である。オークランド
の沖合にあるランギトト島

32
は約 500 年前

の海底からの噴火により誕生した新しい島で、
隣接するモトゥタプ島は聖なる島とされてマ
オリの住居が噴火のために埋没しており、発
掘が待たれているとのことである。しかし、現
時点では環境保護に重点が置かれていて発掘
調査さえも、環境破壊に通じるとの見方があ
って、発掘計画は中断されているとのことで
ある。彼によると、マオリの神話形成と環境観
についてランギトト火山の噴火は大きな意味
を持っており、後日あらためて、情報交換を行
うこととした。彼とのミーティングの翌日、ラ
ンギトトを訪問した。標高はそれほど高くは
ないが、大きな裾野をもち、オークランドから
もその特徴的な島影を見ることができる。そ
の話も、これまた稿を改めることとしたい。

さて、クライストチャーチを経てダニーデ
ンでは PT さんらと再会した。彼らとは、短い
時間であったが、マオリ研究とは何かとか、ネ
イティブ人類学について議論することができ
た。これが、前節の「なぜ日本人文化人類学者
によるフィールドワークか」の内容に関わる。
PT さんとつれあいの MK さんは、いずれも
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英国オックスフォード大学の社会人類学で博
士号を取っている。彼らふたりのオックスフ
ォード大学におけるスーパーバイザーはハワ
ード・モーフィー教授

32
で、現在は ANU で

我々のカウンターパートの一人だが、当時、オ
ックスフォード大学に籍を置いていた。彼ら
二人は、テ・ランギ・ヒロア以来のマオリ研
究の直系というべきだろう。マオリ研究の研
究者たちは、ニュージーランドの大学を経た
あと、イギリスの大学に留学することが多か
った。そして、人類学に籍を置くことが多く、
カナダやオーストラリアの大学研究機関との
交流が多いことも、特徴といえるだろう。

彼ら三人はいずれも北島のマオリの出身で
あるが、PT さんは、ちょうど私が知り合っ
たころ、2009 年にオタゴ大学のマオリ学部
33
の学部長として着任した。現在は学部長の

任期を終え、教授職にある。彼によると、もと
もと、人類学はヨーロッパに生まれ植民地宗
主国の人々の眼差しで植民地の人々の社会文
化を対象として眺めていた。社会人類学はそ
うしたツールの一つであったといえるだろう。
しかし、ポスト植民地主義の現在にあっては、
土着の、あるいは、ネイティブの、また先住民
の人々の眼差しで、自らを、はたまた、旧植民
地宗主国を、あるいは他の社会を対象として
眺めるようになったのだという。マオリ研究
はまさにそうした立ち位置にある。テ・ラン
ギ・ヒロアのマオリ研究は、更にバージョン
アップされたというべきだろう。このオタゴ
大学のマオリ学部は 1952 年に誕生し、当初は
マオリ語をマオリに教育するだけだった。実
は、マオリの人々はもちろんもともとマオリ
語を話す人々であったが、ニュージーランド
の植民地化の過程でやがてマオリ語が失われ、

一部の人々がマオリ語を維持するだけであっ
た。その意味でマオリ学あるいはマオリ研究
の樹立はマオリ・アイデンティティの再構築
の第一歩だったのである。

【むすびにかえて】
日本においても、江戸時代末期における本

居宣長らの国学「運動」は、ヨーロッパ学であ
った「蘭学」に対抗して生まれたのであるし、
また、柳田国男は関東大震災によって江戸が
失われ「東京」となっていくことに危機感を覚
えて官職を辞して「日本民俗学」の確立を目指
したのであった。つまり、日本の独自の視点の
確立を目指そうとしたのが国学であり日本民
俗学であった。マオリ学あるいはマオリ研究
と時代や状況は異なるとしても、いずれも、他
者との関連において自己を見出すための学問
としての視座を確立しようとするものであっ
たといえよう。

そして、ポスト植民地主義の時代にあって、
人類学、社会人類学は次のステージに入った
といえるだろう。すなわち、調査対象であった
人々が、人類学、社会人類学の方法と眼差しを
持って、あらためて、世界の多様性を再発見す
ることが重要なのである。

わたしたちは、西欧に発見され、欧化しヨー
ロッパの人類学・民族学を学んだ。また、自身
へもその眼差しを向けた。そして、その後、植
民地の「民族学」を経験した。さて、日本の文化
人類学は、どちらに向かうのだろう。

KC さんとの今年の再会では、以上の事を
話してディスカッション・バージョン 2 へと
進みたいと考えている。
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1 　オーストラリア北部のノーザンテリトリー準州にあるア
ボリジニ領（Aboriginal Land）の一つで、北海道と長野県
を合わせたほどの日本の約五分の一の面積があり、オース
トラリアの先住民であるアボリジニたちが暮らしている。

2 　国立民族学博物館（民博）の小山修三教授（現・名誉教授、
1939-）が組織した研究グループで、それまで、日本にはオー
ストラリア研究のための組織はなかった。また、この研究
プロジェクトは 1990 年代なかばまでは、民博のアボリジニ・
コレクションの収集も兼ねていた。

3 　The Australian National University, ANU
4 　Peterson, Nicolas (1941-)
5 　本稿の中で文化人類学、社会人類学、人類学というキー
ワードが繰り返し出てくるが、少し整理しておきたい。も
ともと Cultural Anthropology（文化人類学）は、アメリカ
流では「総合的な人類学」を文化人類学と称するが、日本
では自然人類学や形質人類学と言った人類学とは区別する。
理系／文系という言葉を使うならば、文系の人類学という
ことになるだろう。イギリスでは社会科学としての人類学
を社会人類学と呼び、自然人類学や形質人類学と対比させ
ることがある。オーストラリアでは、文系理系含んで人類
学を Anthropology と呼んでいる。したがって、本稿の中
では、これらの用語を場所依存で用いることとする。

6 　文化人類学の重要な方法論はフィールドワークである。
現地に長期滞在して、現地の人々と交流しながら参与観察
をおこなう。実は、フィールドワークの時代の前はむし
ろ、人類学者たちは、研究室を出ることなく「armchair 
anthropologist」と呼ばれた。その時代は、19 世紀末まで
続いていた。

7 　彼らとは、はじめにオークランド大学で出会ったが、4-5
年ほど前から彼らはオタゴ大学に移ってきている。

8 　たとえば、メルボルン大学の生物学講座の創設教授となっ
たSpencer, Baldwin(1860-1929)とGillen, Francis (1855-1912)
による中央砂漠の探検調査（1901 ～ 1902）やケンブリッジ
大学の西オーストラリア調査（1910）をあげることができ
るだろう。

9 　Radcliff e-Brown, Alfred (1881-1955)。Malinowski, Bosnis-
raw (1884-1942) とならび、機能主義人類学の旗手として知
られ、シドニー大学には1925年から1931年にかけて在籍し、
オーストラリアの人類学教育の基盤を築いた。

10 　応用人類学＝ applied anthropology、実践人類学＝
practical anthropology、公共人類学＝ public anthropology

11 　Elkin, A.P. (1891-1979)
12 　Anglican Church
13 　Coombs, H.C. Nugget (1906-1997)
14 　North Australia Research Unit
15 　Outstation Movement といい、「伝統的な」狩猟採集集
団を構成して分散居住を行おうとする運動を指す。

16 　マボ判決とはトレス海峡のミリアム島居住のトレス海峡
諸島民である Edie Mabo が起こした土地権回復のための訴
訟で、オーストラリアの連邦最高裁判所は、1992 年にクラ
ウンランド（王室領を起源とする公共用地）におけるアボ
リジニの土地権回復を認めるとして、審判を行う土地審判
所（National Native Title Tribunal）を設置した。ウィッ
ク判決とは、1994 年に審判が下ったリース地に対する同様
の判決である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

17 　Reconciliation、Sorry、Intervention。Reconciliation 
Committee が設置されて、過去に行われた政府の対アボリ
ジニ政策に対する謝罪や和解をおこなおうとした。一方、
自由党国民党連合政権のいう「Emergency Policy」により、
ノーザンテリトリー準州のアボリジニコミュニティに対し
て、ポルノ・児童虐待・暴力・アルコール中毒について、
改善策が見られず各種補助金の見直しを行い、アボリジニ
コミュニティのシャイヤー（郡制度）への組み込みによる
介入（Intervention）を実施するというもの。

18 　自然人類学もしくは形質人類学である。
19 　1996 年の第 50 回大会まで続いた。
20 　日本初の人類学者は坪井正五郎 (1863-1913) であるとい
うのは人口に膾炙している。民族学会の設立が 1935 年で
あったのに対して、人類学会は 1884 年と更に長い歴史を
もっている。人類学会の設立にあたっては明治維新以降の
日本人アイデンティティの発見を目指す意図があったと思
われる。坪井はコロボックル説をとなえ、アイヌに先立
つ日本列島の先住民族と位置づけた。一方、小金井良精
(1859-1944) や鳥居龍蔵 (1870-1953) はアイヌ説を唱えた。坪
井が活躍した時代は、1880 年代から 1910 年代にかけての
時期で、世界の人類学が確立されようとしていたタイミン
グでもあった。

21 　ラポールをつけるとは、様々な情報を現地の人々からう
まく聞き出せるよう信頼関係を築くことができたかどうか
ということである。

22 　親族関係をどのように家系図で表すか、また、表すため
のデータベースをどのように構築するかを課題としている。

23 　半族 (moiety) とは集団を対立する二分組織として捉え、
婚姻や贈答交換を行うもの、また、四分・八分組織 (section, 
sub-section) とは、半族組織と組み合わせて集団を四分ある
いは八分に分割し、対立する組織と婚姻交換をおこなう。

24 　窪田幸子（1959- ）
25 　著者も研究分担者としてこのプロジェクトに関わった。
26 　マオリはニュージーランドをアオテアロア（「白い雲が
たなびくところ」というマオリ語）と呼ぶ。現在では、国
名も併記、国歌も英語版とマオリ語版が存在する。

27 　マオリは、ニュージーランドヘはソサエティ諸島から
1000 年ほど前に到来、神話的なカヌー船団ごとの集団に分
かれ各地に居住する。この集団を Iwi（部族）という。マ
オリ人口は北島に多く、南島には少ない。ニュージーラン
ドの人口は約 450 万人、うち 15％の約 68 万人がマオリで
ある。マオリ人口のうちその半数がマオリ語の話者である。

28 　ワイタンギ条約、Waitangi Treaty は、1840 年にマオリ
の部族の首長とイギリスの送りつけた総督との間で結ばれ
た条約で、これをきっかけにニュージーランドの植民化が
始まった。しかし、1980 年代に入って正文としての英語と
マオリ語の条文に齟齬があることが判明したためにマオリ
の社会的待遇が改善されることとなった。

29 　 Ngata, Apirana, Sir (1874-1950)
30 　Te Rangi Hiroa (Buck, Peter, Sir, 1877-1951)
31 　Maori Studies
32 　Rangitoto Island
33 　Dr. Howard Morphy (1947- )
34 　オタゴ大学 University of Otago におけるマオリ学部の
正式名称は、Te Tumu: Schools of Maori, Pacifi c, and In-
digenous Studies である。
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「女性論」プロジェクト研究報告
A Report of the Women's Studies Project

女子大生のキャリアデザインと女子大学のキャリア教育に関する研究
Study about the Carrier Design of the Female University Students and
Carrier Education for a Women's University

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授
東　　 珠実

 Tamami Azuma

椙山女学園高等学校教諭
小川　奈保子

 Naoko Ogawa

椙山女学園大学人間関係学部准教授
小倉　 祥子

 Shoko Ogura

椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授
影山　 穂波

 Honami  Kageyama

椙山女学園大学人間関係学部教授
藤原　 直子

 Naoko　　 Fujiwara

椙山女学園大学人間関係学部教授
吉田 あけみ
Akemi 　　 Yoshida

１．緒 言
中央教育審議会によるキャリア教育・職業

教育の在り方に関する答申１）が示されてから、
すでに 4 年が経過した。答申のなかでキャリ
ア教育は「一人一人の社会的・職業的自立に
向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる
ことを通して、キャリア発達を促す教育」と定
義され、一人一人の社会的・職業的自立に向
けた「基礎的・汎用的能力」の育成が課題に掲
げられた。以来、特に小・中・高等学校におけ
るキャリア教育に関しては、文部科学省によ
る実態調査が行われたり２）手引書が公表され
たりしてきたが３）、高等教育に関するキャリ
ア教育については、各機関の取り組みに委ね
られている部分が大きい。筆者らは、この間、
女子大学におけるキャリア教育の在り方を検

討するために、女子大学卒業生のライフコー
スの事例分析を行い４）、その結果を教材化（ロ
ールモデル集）５）したり、女子大学におけるキ
ャリア教育の実態調査６）を実施してきた。女
子大生のキャリア教育に関しては、先の答申
においても「特に、妊娠・出産等のライフイベ
ントの影響を受けやすい女性について、社会
において女性が置かれている状況や多様なラ
イフスタイルの選択を可能とする支援策等を
理解させるなど、女性のライフイベントを意
識したキャリア教育の取り組みも展開されて
いる」７）と特筆されており、その実施にあたっ
ては、ライフイベントやライフスタイルを踏
まえた固有の配慮が求められる。近年では、女
子大生のライフコース８）やライフスタイルと
キャリア教育９）10）に関する研究も積極的に実
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施されているところである。
これらを踏まえ、本研究では、現在、女子大

学に在籍する学生たちの大学への進学動機と
今後の理想のライフコースについて明らかに
するとともに、キャリア教育に関するこれま
での経験と今後の希望を具体的にとらえ、学
生のニーズに合ったキャリア教育の在り方を
追究することを目的とした。なお、調査にあた
っては、京都女子大学による女子学生のキャ
リア教育に関する調査研究 11）を参照した。ま
た、学生たちのキャリア形成意識は、専門職志
向学生と一般企業就職志向学生により異なる
ことが指摘されている 12）ことから、本研究で
は、まずは教養系の学部の学生たちを対象に
調査を行い、キャリアデザインに関する実態

とキャリア教育の課題を明確にすることにし
た。
２．研究方法
１）調査対象者

本研究では、本学 7 学部のうち教養系の学
部としてとらえることのできる国際コミュニ
ケーション学部、人間関係学部、文化情報学部、
現代マネジメント学部の 4 学部に在籍する 1
～ 3 年生を調査対象とした。各学部・各学年
100 名ずつを目安としたが、調査票（有効回答
票）の回収数は、表１のとおりとなった。

すなわち、国際コミュニケーション学部
284 名、人間関係学部 454 名、文化情報学部
304 名、現代マネジメント学部 303 名の合計
1,345 名を本研究における調査対象とした。

２）調査方法
本研究における調査はアンケートにより実

施した。調査時期は、2014年 11～ 12月である。
調査票は、授業中に配付・回収した。

調査内容は、以下のとおりである。
①大学進学に関する意思決定に関する事項
（大学進学理由、学部・学科の選択）
②大学入学と資格取得に関する事項（大学入

学時における資格取得の希望、大学入学時
に取得をめざしていた資格）

③理想のライフコースと価値観に関する事項

（卒業後の理想のライフコース、人生で重要
なもの）

④卒業後の職業選択に関する事項（就きたい
職業・職種に関する意思決定、就きたい職業、
希望する雇用形態、就職先を決める上で重
視すること）

⑤キャリア教育の経験と希望に関する事項
（将来のキャリア形成に関してこれまでに
学んだ（体験した）こと、将来のキャリア形
成のために大学で学びたい（体験したい）こ
と、女子総合学園のキャリア教育について

表１　調査対象者の属性（学部学科・学年）
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思うこと）
調査結果は、全体及び学部別に集計し、全体

的傾向を把握するとともに学部間の比較分析
を行った。

３．結果及び考察
調査結果の概要は、表２に示したとおりで

ある。
以下では、表２及びより詳細なデータに基

づいて作成した図表を提示し、項目別に結果
を考察する。

表2　調査結果の概要（1）

注 : １）各質問に対する有効回答（未回答、不適切回答を除く）の結果を示した。
２）〔1 ～５点〕で回答を求めた質問の数値は平均点、その他の質問の数値は回答数を表す。
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注 : １）各質問に対する有効回答（未回答、不適切回答を除く）の結果を示した。
２）〔1 ～５点〕で回答を求めた質問の数値は平均点、その他の質問の数値は回答数を表す。

表２　調査結果の概要（２）
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（１）大学進学に関する意思決定
a. 大学進学理由
「あなたはどのような理由で大学へ進学し

ましたか」という問いに対する回答は、図１の
とおりである。全体を見ると、「大学進学が当
たり前という環境だったから」が最も多く、次
いで「就職を有利にしたいから」が挙げられ、
これらを合わせると半数を超える。これに対
し「専門的な知識を身に付けたいから」は約 2
割、「資格をとりたいから」は 5％強にとどま
り、学生たちは総じて、明確な動機を意識する
ことなく大学へ進学している様子がうかがえ
る。

また、学部別に比較すると 5 ％水準で有意
差が確認され、特に、心理学関係の資格取得を
支援する人間関係学部で「専門的な知識を身
に付けたいから」とする学生が相対的に多い
こと、ビジネスに関する内容を学修する現代
マネジメント学部で「就職を有利にしたい」と
する学生がかなり多いことがわかる。

b．学部・学科の選択
「あなたは将来就きたい職業を考えて学部・

学科を選びましたか」という質問に対する回
答は、図２のとおりである。全体を見ると、「少
し考えて選んだ」が最も多く、「よく考えて選
んだ」を合わせると 6 割を超える。これに対し

「あまり」または「まったく考えずに選んだ」学
生は 2 割強にとどまり、総じて、就職を意識し
て大学を選んだ学生が多い。

また、学部別に比較すると 5％水準で有意
差が見られ、国際コミュニケーション学部で

「よく考えて選んだ」または「少し考えて選ん
だ」とする学生が 7 割を超え、最も多い。一方、
人間関係学部では、「あまり考えずに選んだ」
または「まったく考えずに選んだ」と答える学
生がおよそ 3 割で、他学部に比べてその割合
が高い。

 

注：χ２検定によれば学部別の回答には 5％水準で有意差が認められる（p ＝ 0.0210）。

図１　どのような理由で大学へ進学したか〔1つ選択〕
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図３　大学入学時、在学中に何か資格を取得したいと思っていたか

注：χ２検定によれば学部別の回答には 1％水準で有意差が認められる（p ＝ 0.0052）。

（２）大学入学と資格取得
a. 大学入学時における資格取得の希望
「あなたは大学入学時、在学中に何か資格を

取得したいと思っていましたか」という質問
に対する回答は、図３のとおりである。全体を
見ると、「はい（資格を取得したいと思ってい
た）」が約 85％で、大半の学生が何らかの資格
取得を望んでいることがわかる。

学部別に比較すると 1％水準で有意差が見
られる。特に、現代マネジメント学部、国際コ
ミュニケーション学部では資格取得を希望し
ている学生の割合が高く 9 割を超えているの
に対し、人間関係学部ではその割合は 8 割を
切り、「いいえ（資格を取得したいと思ってい
なかった）」と答える学生が 2 割以上を占めて
いる。

図２　将来就きたい職業を考えて学部・学科を選んだか〔１つ選択〕

注：χ２検定によれば学部別の回答には 5％水準で有意差が認められる（p ＝ 0.0496）。
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b. 大学入学時に取得をめざしていた資格
「大学入学時、あなたが取得を目指していた

資格は何ですか」という問いに対する回答は、
図 ４ の と お り で あ る。全 体 を 見 る と、

「TOEIC」が最も多く 529 人、次いで「秘書検
定」が 416 人であり、「何か資格を取得したい」
と答えた学生（1,145 名）のうちの 4 割前後が

この 2 種類の資格を挙げていることがわかる。
これらに次いで学生たちが取得を目指した資
格は「司書・学校司書教諭」であるが、その数
は 155 人で資格取得希望者の 1 割程度となる。
すなわち、学生が志向する資格は「TOEIC」と

「秘書検定」の 2 つに絞られていることが明確
であり、英語の実力を示すことのできる

図４　大学入学時、取得をめざしていた資格（受験資格、任用資格、検定試験などを含む）はなにか
 〈全　体〉 〔複数回答：人〕
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表３　大学入学時、取得をめざしていた資格（受験資格、任用資格、検定試験などを含む）はなにか
 〈学 科 別〉 〔複数回答：%〕

注 : １）「何か資格を取得したいと思っていた」学生のうち５％以上が取得を希望していた資格を掲げた。
２）上段は資格名（一部略称）、下段は「何か資格を取得したいと思っていた」学生のうち、当該資格の取得を希望していた学生の割合

を示した。
３）同率の場合、「全体」の順位が高い方を上にした。

「TOEIC」と、就職に有利となると考えられる
「秘書検定」の資格を得ることに関心を持って
いるのである。なお、いずれの学部においても、
授業を通して取得できる資格として中学校・
高等学校教諭が挙げられるが、中学校 88 人、
高等学校 124 人となっており、必ずしも多い
数ではない。ただし教諭に関しては、本当にな
りたい人が受講していると考えられ、その意
味では将来設計がはっきりとしている学生が
目指しているといえよう。他の資格に関して
は、学部による差があると見られる。

表３は、取得を目指す資格を学科別に分類
し、資格取得希望者に占める割合を示したも

のである。これによると「TOEIC」は国際コミ
ュニケーション学部で特に数値が高い。同学
部では TOEIC IP の受験を定期的に実施し
ていることもあり、国際言語コミュニケーシ
ョン学科で 9 割近く、表現文化学科でも 7 割
近くの学生が志向している。また、他の学科を
見ても、心理学科を除くすべてで、この資格が
2 位に挙げられている。「秘書検定」に関して
は、現代マネジメント学科が 6 割以上、メディ
ア情報学科と人間関係学科が 3 割以上で 1 位
を占めており、他の学科でも人気は高い。各学
科の特徴としては、国際言語コミュニケーシ
ョン学科、表現文化学科では、語学系の資格の
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取得が志向されており、上記のとおり
「TOEIC」をはじめ、前者では「実用英語」、後
者では「高等学校教諭（国語）」の志望が他学科
に比べ群を抜いて高い。また人間関係学科で
は「社会福祉士」が 2 割以上、心理学科では「臨
床心理士」、「認定心理士」がそれぞれ 4 割以上
で、学部・学科の特徴を示している。文化情報
学科、メディア情報学科では「IT パスポート」、

「MCP」と IT 関連の資格が並んでいる。両学
科において掲げられた資格の順位は異なるも
のの、その種類はほぼ同様であり、文化情報学
部の特徴を示しているが、「色彩検定」がメデ
ィア情報学科で 4 位となっている点は興味深
い。現代マネジメント学科では秘書検定が人
気であるが、「FP（ファイナンシャルプランナ
ー）」の資格取得希望に特徴がある。「FP」の資
格取得希望は全体で 4 位となっているが、そ
のほとんどが当該学科の学生で占められてい
る。同学部では、このほか、「販売士」、「MCP」、

「簿記」と、就職に有利と考えられる資格が並
んでいる。

  

（３）理想のライフコースと価値観
a. 卒業後の理想のライフコース
「あなたが卒業後、理想とするライフコース

はどのようなものですか」という問いに対す
る回答は、図５のとおりである。全体を見ると、

「出産退職後子育てが落ち着くまで専業主婦、
その後パートで働く」が最も多く 3 割を占め
ている。次いで「結婚・出産後も変わらずフル
タイムで働く」、「出産退職後子育てが落ち着
くまで専業主婦、その後フルタイムで働く」、

「結婚退職後子育てが落ち着くまで専業主婦、
その後パートで働く」の順となっているが、こ
れらはいずれも 10 数パーセントにとどまり、

「出産退職後子育てが落ち着くまで専業主婦、
その後パートで働く」というライフコースを
希望する学生が圧倒的に多い。選択肢を組み
合わせてみると、9 割以上の学生が、理想の
ライフコースに「結婚・出産」を想定している
ことがわかる。また、仕事との関わり方では、
結婚・出産の有無、復職のタイミング等も組
み合わせると、パートタイム希望が 46.3％、フ
ルタイム希望が 40.2％、専業主婦希望が 11.4

図５　卒業後、理想とするライフコースはどのようなものか〔１つ選択〕

注：χ２検定によれば学部別の回答には有意差が認められない（p ＝ 0.9914）。
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％であった。さらに、この結果を国立社会保
障・人口問題研究所が 2010 年に実施した「第
14 回出生動向基本調査（結婚と出産に関する
全国調査）」の結果と比較すると、女子大学に
通う調査対象者たちの特徴が明確となる。す
なわち、同調査によれば、未婚女性の理想のラ
イフコースについて、「専業主婦コース」19.7
％、「再就職コース」35.2％、「両立コース」30.6
％、「DINKS コース」3.3％、「非婚就業コース」
4.9％という結果が得られているが 13）、本調査
の結果を同様に集計しなおすと、「専業主婦コ
ース」11.3％、「再就職コース」61.4％、「両立コ
ース」18.2％、「DINKS コース」1.0％、「非婚就
業コース」6.8％となる。調査に関する諸条件
が異なるため単純に比較はできないが、いず
れにしても、本調査の対象学生たちは、いわゆ
る M 字型（再就職コース）を強く志向してお
り、両立コースの希望者が少ないことが明白
である。

次に、この結果を学部別に見ると有意差は
認められず、各学部とも全体の傾向と大きな
差はない。しかし、相対的な比較において、国
際コミュニケーション学部と文化情報学部で

「結婚退職後子育てが落ち着くまで専業主婦、
その後パートで働く」がやや多く、一方で「結
婚・出産後も変わらずフルタイムで働く」就
業継続タイプが少ない傾向が見られる。
 b. 人生で重要なもの
「あなたの人生にとって次の事項はどの程

度重要ですか」という問いに対する回答は、図
６のとおりである。全体を見ると、重要度に関
する平均スコアは「健康」が 4.31 と最も高く、
次いで「友人との関係」、「親孝行」となってい
る。一方、「子育て」や「社会貢献活動」など学生
生活との関わりが希薄な項目の重要度のスコ

アは 3.5 前後と相対的に低い。
学部別に比較すると、総じて、国際コミュニ

ケーション学部と現代マネジメント学部では
重要度の評価が高く、人間関係学部、文化情報
学部では低い。また、項目別に見ると、現代マ
ネジメント学部で「美容」の重要度がかなり高
く、文化情報学部で「子育て」、「美容」、「社会貢
献活動」の重要度が相対的に低い。

（４）卒業後の職業選択
a. 就きたい職業・職種に関する意思決定
「あなたは現在、卒業後に就きたい職種・職

業を決めていますか」という問いに対する回
答は、図７のとおりである。全体を見ると、「あ
まり明確に決めていない」が最も多く、次いで

「ある程度決めている」が挙げられている。「あ
まり明確に決めていない」と「まったく決めて
いない」の合計は 6 割を超え、過半数が就きた
い職業・職種に関して意思決定していないこ
とがわかる。先述の大学進学理由もあまり明
確ではなかったが、入学後も進路について明
確な意思決定に至っていない学生が多いとい
えよう。

また、学部別では有意差は認められないも
のの、相対的に比較すると、現代マネジメント
学部に意思決定がなされていない学生が多い。
現代マネジメント学部では大学進学理由にお
いて「就職を有利にしたい」という漠然とした
大学進学理由が多かったことと合わせて考え
ると、入学後もモラトリアムが継続している
ということが考えられる。
b. 就きたい職業
「あなたは大学卒業後、どのような職業を希

望していますか」という問いに対する回答は、
図８のとおりである。全体を見ると、「会社員」
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図６　人生にとってどの程度重要か〔５段階評定：平均点〕

注 : 全体の項目別平均値に対し、各学部の項目別平均値が 1％以上高いまたは低いときに＋または－、3％以上高いまたは低いときに
　　＋＋または－－、5％以上高いまたは低いときに＋＋＋または－－－を付した。ただし、＋＋、－－－に該当する項目はなかった。
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図８　卒業後、どのような職業に就きたいか

注：χ２検定によれば学部別の回答には 1％水準で有意差が認められる（p ＝ 0.0086）。

が最も多く、全体の 4 分の 3 に及んでいる。次
いで、「公務員（教員以外）」が挙げられている。

学部別に比較すると 1％水準で有意差が見
られ、「会社員」という回答が特に多いのは文
化情報学部と現代マネジメント学部で、その
割合は 8 割以上となっている。国際コミュニ
ケーション学部では、「会社員」に次いで「公務
員（教員以外）」と「教員」という回答が同程度
に多い。また、人間関係学部と現代マネジメン
ト学部では「会社員」に次いで「公務員（教員以

外）」という回答が多く、他学部に比べ、その割
合が高くなっている。
c. 希望する雇用形態
「あなたは大学卒業後、どのような雇用形態

を希望していますか」という問いに対する回
答は、図９のとおりである。全体を見ると、「正
規の職員・従業員」が最も多く、97.2％にの
ぼっている。

学部別の回答に有意差は認められず、いず
れの学部においても、「正規の職員・従業員」

図７　卒業後、就きたい職業・職種を決めているか

注：χ２検定によれば学部別の回答には有意差が認められない（p ＝ 0.5875）
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という回答が圧倒的に多い。このように、学生
は正規の職員・従業員を目指しているものの、
産業構造等の変化や法律の改訂などに伴い、
それらの就職口が減少し、「パート」、「アルバ
イト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約
社員」、「嘱託」などの非正規労働の需要が増え
ている現状がある。その雇用のミスマッチが、
学生たちの就職戦線をより厳しいものにして
いるといえよう。 

d. 就職先を決める上で重視すること
「あなたは就職先を決める上で次の事項を

どの程度重視しますか」という問いに対する
回答は、図 10 のとおりである。

全体を見ると、最も重視する程度が高いの
は「職場の雰囲気・人間関係が良い」の 4.56 で、
次いで「経営・雇用が安定している」の 4.37
となっている。さらに「仕事の内容にやりがい
を感じる」、「長く勤め続けることができる」が
ほぼ同じスコアで続いている。一方、相対的に
評価が低いのは「仕事を通じて社会貢献でき
る」で、スコアは 3.52 にとどまる。

学部別に比較すると、総じて、国際コミュニ
ケーション学部では重視する程度の評価が高
く、文化情報学部では低い。また、学部ごとの
特徴に注目すると、国際コミュニケーション
学部、人間関係学部、文化情報学部は、全体と
ほぼ同様の傾向にある。一方、現代マネジメン
ト学部においては、「職場の雰囲気・人間関係
が良い」、次に「経営・雇用が安定している」を
重視する点は他と同様であるが、これらに続
き「長く勤め続けることができる」、「仕事の内
容にやりがいを感じる」と並んで「時間的・精
神的負担が少ない」、「休暇がとりやすい」もほ
ぼ同程度に重視されている点が特徴的である。
同学部においては、現代社会における労働の
現状などを学ぶ機会が他学部に比べて多いが
ゆえに、より具体的に就職後の生活のイメー
ジをとらえることができているということで
あろうか。このほか、個別項目を見ると、国際
コミュニケーション学部で「自分の能力やス
キルを活かせる」ことを重視する程度がかな
り強い点なども特徴的である。

注：χ２検定によれば、学部別の回答には有意差が認められない（p ＝ 0.9760）

図９　卒業後、どのような雇用形態を希望しているか
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図10　将来の就職先を決める上でどの程度重視するか〔５段階評定：平均点〕

注 : 全体の項目別平均値に対し、各学部の項目別平均値が 1％以上高いまたは低いときに＋または－、3％以上高いまたは低いときに
　　＋＋または－－、5％以上高いまたは低いときに＋＋＋または－－－を付した。ただし、－－－に該当する項目はなかった。
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（５）キャリア教育の経験と希望
a. 将来のキャリア形成に関してこれまでに
学んだ（体験した）こと
「将来のキャリア形成（就職、生活設計）に関

する事項について、これまでに学んだ（体験し
た）ことがありますか」という問いに対する項
目別の回答は、図 11 のとおりである。全体を
見ると、大学の授業で学んだこととしては、

「働く女性の現状」が約 6 割と最も多く、次い
で「ロールモデル（目標となる先輩）や卒業生
の体験談」、「生活設計の方法」が約 4 割となっ
ている。また、キャリサポート課のイベント等
で学んだこととしては、「就職のために今する
べきこと」が最も多く、「就職採用試験（筆記試
験）の内容」、「就職活動に必要な具体的なスキ
ル（エントリーシートの書き方、面接の受け方
など）」がこれに続き、いずれも約 3 割となっ
ている。このように、大学では、授業で女性が

「働くこと」をめぐる現状や生活面も含めた将
来展望について学習し、他方で、就職活動に関
する具体的内容についてはキャリアサポート
課のイベント等で学んでいることがわかる。
これに対し、中学校や高等学校における学び
や体験については「近年の就職状況」が最も多
く 4 割近い経験率となっている。「ロールモデ
ルや卒業生の体験談」、「働く女性の現状」、「生
活設計の方法」、「職業体験」がこれに続くが、
経験している学生は約 2 割にとどまる。また、

「これまで学んだ（体験した）ことはない」と答
える学生が最も多いのは「OG とのネットワ
ーク」で約 7 割を占め、「インターンシップ（現
場の職業体験）」を未経験とする者も 6 割近く
に及ぶ。

これを学部別に比較すると、表４のとおり
となる。「大学の授業で学んだ（体験した）」と

答える学生の割合が高いのは現代マネジメン
ト学部で、「ロールモデルや卒業生の体験談」
は約 9 割、「働く女性の現状」は約 8 割、「近年
の就職状況」は約 5 割、「生活設計の方法」は約
4 割を示し、いずれも他学部に比べ圧倒的に
高い。また、現代マネジメント学部に次いでこ
れらの項目の大学での学習経験率が高いのは、
人間関係学部である。これらの特徴は、学部の
カリキュラム内容に依るところが大きいと思
われる。これに対し、国際コミュニケーション
学部では、上記の 4 項目について「中学校や高
等学校で学んだ」とする回答が 4 学部中最も
多い。また、同学部では、「就職活動に必要な具
体的なスキル」や「就職採用試験」を経験して
いない学生の割合が他学部に比べかなり高い
という特徴も見られる。この点については、国
際コミュニケーション学部の調査対象者は他
学部と比較して低学年の回答者が多いことが
影響していると推察される。このほか、人間関
係学部と文化情報学部では、「就職活動に必要
な具体的なスキル」や「就職採用試験」を「キャ
リアサポート課のイベント等で学んだ」とす
る回答が相対的に高く、同課の利用率が高い
ものと思われる。なお、全体において未経験率
が高かった「OG とのネットワーク」と「イン
ターンシップ」については、いずれの学部にお
いても「これまでに学んだ（体験した）ことは
ない」と答える学生が半数以上に及んでいる。

b. 将来のキャリア形成のために大学で学び
たい（体験したい）こと
「あなたの将来のキャリア形成（就職、生活

設計）のために、次の事項をどの程度学びたい
（体験したい）ですか」という問いに対する回
答は、図 12 のとおりである。
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図11　将来のキャリア形成に関する事項についてこれまで学んだ（体験した）ことがあるか
 ＜全体＞ （％）
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全体を見ると、「就職採用試験の内容」、「就
職活動に必要な具体的スキル」がいずれも 4.5
程度の高いスコアを示しており、続いて「就職
のために今するべきこと」が 4.42 となってい
る。さらに、「近年の就職状況」、「インターンシ
ップ」がこれらに続いているが、逆に相対的に

スコアが低いのは「OG とのネットワーク」、
「生活設計の方法」である。これらの結果から、
将来のキャリア形成のために大学で学びたい
と強く思っている内容は、およそ就職活動に
すぐに役立つような具体的スキルであること
がうかがえる。

表４　将来のキャリア形成に関する事項についてこれまで学んだ（体験した）ことがあるか
 〈学 部 別〉 （％）

注 : 経験率（学んだ学生の割合）または未経験率（これまで学んだことはない学生の割合）が 50％を超えるものに網掛けをした。
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図12　将来のキャリア形成に関する事項をどの程度学びたい（体験したい）か
〔５段階評定：平均点〕

注 : 全体の項目別平均値に対し、各学部の項目別平均値が 1％以上高いまたは低いときに＋または－、3％以上高いまたは低いときに
　　＋＋または－－、5％以上高いまたは低いときに＋＋＋または－－－を付した。
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学部別に比較すると、総じて、現代マネジメ
ント学部と国際コミュニケーション学部では
学びたい程度を示すスコアが高く、文化情報
学部では低い。しかしながら、「就職採用試験
の内容」または「就職活動に必要な具体的なス
キル」のスコアが最も高く、これに「就職のた
めに今するべきこと」、「近年の就職状況」、「イ
ンターンシップ」が続くという傾向は、国際コ
ミュニケーション学部以外で共通している。
国際コミュニケーション学部では、「近年の就
職状況」よりも「インターンシップ」の方がス
コアが高く、その値は 4 学部中、最も高水準で
ある。さらに、同学部では、「ロールモデルや卒
業生の体験談」も現代マネジメント学部と並
んで最も高い値を示している。現代マネジメ
ント学部では、ほとんどの項目において他学
部に比べスコアが高く、中でも就職活動に直
結するような学びに関しては 4.63 というか
なり高いスコアが示されている。また、人間関
係学部では、「インターンシップ」について、未
経験者の割合が 4 学部中最も高い（表４）にも
かかわらず、これを体験したいという希望は、
相対的に低い。文化情報学部においては、上記
のとおり、全体の評価水準が低いが、とりわけ、

「ロールモデルや卒業生の体験談」、「OG との
ネットワーク」といった先輩とのつながりに
対するニーズが低い傾向にある。

これらの結果については、調査対象者の学
年構成の影響なども受けていると思われるが、
総じて学生たちは就職活動に関する具体的で
すぐに役立つ知識を学びたい（体験したい）と
強く思っていることが明らかである。キャリ
ア教育を行う教員側としては、働くことの意
味、ライフコースの選択、男女共同参画など今
後社会において働くことに関する知識や、自

分なりの生き方を実現できる力を身につけて
もらいたいという思いがあるが、学生たちは

「就職活動に直結する知識」を強く望んでおり、
そこに意識のズレが生じていることがうかが
える。

c. 女子総合学園のキャリア教育について思
うこと

最後に、「女子総合学園のキャリア教育につ
いて、あなたが思うこと（希望、独自性など）を
自由に書いてください」という問いに対する
回答について考察する。

全調査回答者1,345名のうち169名（12.6％）
から回答（自由記述）が得られたが、特徴的な
記述から、女子総合学園のキャリア教育に求
めている内容をまとめると、次の点を掲げる
ことができる。

①女性の生き方や就職に対する希望の多
様性に配慮したキャリア教育

②出産・育児後の仕事復帰に関する情報提供
③女性が働きやすい企業に関する情報提供
④卒業生等による具体的な体験談
⑤女性らしさやマナーに関する教育
①については、「女性ならではのキャリア教

育」を求める意見が多いなかで、具体的には
「就職、結婚、出産に活かせるようなキャリア
教育が学べるとよい」、「就職以外の道もある
のでそういう方向を考える機会があると良
い」、「専業主婦など、家庭以外の仕事をしてい
ない人の話も出すべきではないか」など、女性
に対するキャリア教育においては、就職だけ
がすべてではないといった趣旨の意見が見ら
れる。また、「仕事でキャリアアップを望む人
よりも、結婚、出産に目標を置いている人のほ
うが多いと思う」という意見がある一方で、
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「事務職だけでなく自分が必要とされる専門
職にも就くことができるようなサポートがほ
しい」という意見もあり、これらに対応するよ
うに「働きたい職種が決まっている人とそう
でない人を分けて、別々でキャリア教育をし
てほしい」というコメントも見られる。このよ
うな指摘は、まさに、生涯の継続的な総合職へ
の就職志向が明確な男子学生に比べ、女子学
生のキャリアやライフスタイルに対する希望
は多様であることを示すものであり、さまざ
まなニーズに応えるキャリア教育が求められ
ているといえる。

②については、①で指摘した点と大いに関
連がある。「卒業後の理想のライフコース」に
関する調査結果（図５）からも明らかなとおり、
多くの学生たちの将来設計のなかには、自分
自身が「出産退職後、子育てを経て再就職す
る」というイメージがある。そのときに備える
という意味で「子育てのあとに再び社会復帰
するためには何をしておけばよいのか」、「結
婚出産後、職場復帰するためにはどうするの
か、資格は何を取っておくべきか知りたい」、

「再就職する際に役立つスキルなどに特化し
た講義があると良い」などの意見が見られる。

③は、女性にやさしい職場環境を求めるも
のである。これについては、「女性が働きやす
い企業や女性社員が多い企業などを聞いてみ
たい」、「女性が長く勤務するためにはどのよ
うな企業が向いているのか」、「女性が働き続
けやすい職種を教えてほしい」、「女性が活躍
している（ＯＧが働いている）会社、企業を知
る機会を増やしてほしい」など、多くの意見が
見られた。

④は、上記①～③の意見と合わせて、女性が
働くということについて具体的な話を先輩か

ら聞きたいとするものである。「ＯＧと話す場
がほしい」、「卒業生の方々がどのように活躍
しているのか知りたい」、「今現在、仕事を活発
にやっている女性の話を聞いてみたい」など、
働く女性の生の声を聞きたいという意見だけ
でなく、「卒業して就職した先輩に、大学での
生活をどう過ごしていたのかを聞いてみた
い」など大学時代の過ごし方を経験者から学
びたいとする意見も見られた。

⑤については、女子大学が「マナーの良いこ
と」で社会的に認知されているという前提に
立ち、それにふさわしいキャリア教育を求め
るものである。「女性らしさを学ぶ機会がある
といい」、「女性らしさ、上品さ、マナー、礼儀を
身に付けたい」という意見に加え、「（調査対象
の）女子大学ではマナーの良さが企業からイ
メージされているそうなので、そのことを学
生に伝え、当該大学の学生であることを自覚
させることで、各自の日常生活における行動
が改善するのではないか」や「表面的なマナー
教育だけではない普段（授業中、学内外での行
動・ふるまい）の当たり前ともいえる常識的
なマナーに対して、注意や指導をしても良い
かと思う。女子大学に入って、あまりマナーが
良くないところを見てきたので」など、マナー
に関する社会的評価と実態がかけ離れている
ことを問題視し、日常的なマナー教育の必要
性を求める意見もあった。

以上のほか、女子大学（女子総合学園）の評
価として「共学校とは違い、女性の主体性が育
つと思う」、「女子大ならではの女子中心の教
育は自分のためになる。共学では学べないも
のがある」といった点を指摘する声が多い一
方で、「男女で意見が分かれるような内容を学
ぶとき、女子大では不利だと思うことがる」と
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いうコメントもあり、「近くの大学とディベー
トする機会があると面白いと思う」といった
具体的な提案もみられた。さらに、早期（低学
年）からのキャリア教育や、資格取得に関する
支援の強化、国際的な現状に対する情報提供、
多様な職業・活動（自営業、起業、ボランティ
ア）に対する情報提供などを求めるコメント
も見られた。

４．結 語
以上のように、本研究では、女子大学の教養

系学部に在籍する学生たちの大学への進学動
機と今後の理想のライフコースを明らかにす
るとともに、キャリア教育に関するこれまで
の経験と今後の希望を具体的にとらえてきた。
本研究の成果を要約すると、以下のとおりで
ある。
①女子大学の教養系学部に在籍する学生たち

は、総じて、明確な動機を意識することなく
大学へ進学しているが、学部・学科の選択
に当たっては、6 割が就職を意識しており、
8 割以上が在学時に何らかの資格取得を目
指している。なかでも、「TOEIC」と「秘書検
定」は学部を問わず取得希望者が多いが、そ
の他の資格は、学部の特性を反映したもの
である。

②理想のライフコースについては、結婚・出
産により退職し、子育て終了後再就職する
という「再就職型（Ｍ字型）」への支持が 6 割
を超え、家事・育児と仕事の「両立」を目指
そうとする学生は 2 割未満である。また、人
生のなかで、「健康」、「友人との関係」、「親孝
行」などを大切にしたいと考えており、「再
就職型」を志向するわりには、「子育て」を重
視する志向は相対的に低く、「社会貢献」へ

の関心も希薄である。
③仕事に関しては、半数以上が卒業後に就き

たい職種・職業を決めておらず、進路への
明確な意思決定が十分ではない。ただし、ほ
とんどの学生が「正規の職員・従業員」とし
て「会社員」になりたいという漠然とした希
望を有しており、就職先を決めるにあたっ
ては、「職場の雰囲気・人間関係が良い」こ
とや「経営・雇用が安定している」ことなど
を特に重視している。

④キャリア教育に関しては、主に大学の授業
で「働く女性の現状」や「ロールモデルや卒
業生の体験談」、「生活設計の方法」などにつ
いて学び、キャリアサポート課のイベント
等で「就職のために今するべきこと」、「就職
採用試験の内容」、「就職活動に必要な具体
的なスキル」などについて学んでいる。授業
での学習状況については、学部の特性によ
る違いが大きい。また、学生たちの経験率が
低いのは、「ＯＧとのネットワーク」や「イン
ターンシップ」である。このような現状に対
し、今後、学生たちがキャリア教育で学びた
い内容をみると、「就職採用試験の内容」、

「就職活動に必要な具体的なスキル」、「就職
のために今するべきこと」が上位を占め、キ
ャリアサポート課が取り組む内容ばかりが、
強く求められている。一方、個別の意見を見
ると、女性のライフコースの多様性や女性
らしさに配慮したキャリア教育を実施して
ほしいとする意見も多くある。
このような結果を踏まえ、学生の実態やニ

ーズを前提に今後のキャリア教育の在り方に
ついて考えると、次のような課題があると思
われる。

１点目は、「早期からのキャリア教育への取
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組」である。今回の調査で、女子大学の教養系
学部に在籍する学生たちは、明確な進学動機
や進路への具体的な希望を十分に有していな
いことから、入学直後から、将来の生活や仕事
をイメージできるような取組を、授業とキャ
リアサポート課の双方の取組により積極的に
展開していく必要がある。

２点目は、「大学の授業におけるキャリア教
育の取組とキャリアサポート課による取組の
棲み分け」を明確にすることである。キャリア
サポート課においては、学生たちが最も求め
ている就職活動に関する具体的なスキルなど
を中心に一層指導を充実させるとともに、長
期的に働き続けることを前提とした就職支援
に徹することが期待される。一方、授業におい
ては、生活面も含めたライフデザイン教育と
してのキャリア教育を充実することが望まれ
る。したがって、企業以外の就職先や活動の仕
方についても広く提示するとともに、「両立
型」のみならず、「再就職型」のライフコースに
も焦点を当てた情報提供や、多様な働き方や
暮らし方をする具体的なロールモデル（卒業
生等）の話を聞く機会を創出していくことが
重要である。

３点目は、「女子大学におけるキャリア教育
のアピールポイントの明確化」である。これに
ついては、単なるマナー教育の充実にとどま
らず、女子大学の強みをどこに置き、それをふ
まえた独自性のあるキャリア教育を大学を挙
げてどう展開するのか、という点について、キ
ャリア教育に関わる教員と職員が協議する場
を設けることが必要であると思われる。

以上のように、女子大学におけるキャリア
教育については、共学校以上に、授業とキャリ
アサポート課と卒業生（同窓会）等との連携が

重要となる。学生の自由記述の中にも「女子大
学の強みを面接で言えるようにしたい」とい
う意見があり、それをキャリア教育という側
面でどう具体化するかについて、大学及び学
園として継続的に検討することが、今求めら
れている。
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「日本・アジア文化と人間」プロジェクトで
は昨年度に引き続き、構成員がそれぞれメイ
ンテーマである「日本・アジア文化と人間」を
踏まえ、各自の研究を継続遂行した。梅野研究
員、冨田研究員より下記の報告を受けたので、
それに筆者分を加えて報告する。

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・神戸など近隣からの女性研究者 20 名程）
が、平成 26 年 4 月 5 日（土）、5 月 10 日（土）、
6 月 14 日（土）、7 月 5 日（土）、8 月 2 日（土）、
9 月 6 日（土）、10 月 4 日（土）、11 月 1 日（土）、
12 月 6 日（土）、平成 27 年 1 月 31 日（土）、2
月 7 日（土）、3 月 7 日（土）のそれぞれ午後 1
時～ 6 時まで、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行
った。18 号までの『風葉和歌集研究報』は休
刊とし、平成 26 年度以降の研究会の活動は、
叢書出版のための原稿作成に切り替えている。

『風葉和歌集』は、全 18 巻で、1408 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、四季の部として纏め『風葉和歌集新注

釈　上巻』とすることにした。既に、冬の巻
388 首までは読了済みであったが、残りの 443
首までを追加作成して、出来上がっていたそ
れらの原稿とともに、叢書の体裁に整えた。そ
れらを 10 月末に青簡舎へ送り、刊行委員会の
審査を受けた。27 年 1 月末、審査の結果、
1000 頁にも及ぶ原稿となっていたため、四巻
に分冊するよう助言を受け、方針を転換した。
そして 10 月以降の発表会では、二巻のための
巻七神祇・釈教の原稿作成をし、四季以降の
歌の注釈も進めるという二本柱で、研究会を
進めた。

以上の出版のための原稿は、安田徳子氏が
中心になってとりまとめた。

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』を平成 26 年 10 月
15 日に刊行した。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 名の著者と、数名の協力による
もので、平成 26 年 3 月の出版を目指していて、
遅延したものである。その後、平成 26 年 10 月
4 日（土）には、次の『源氏物語注釈 十一 浮舟
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―夢浮橋』と『源氏物語注釈　十二 索引』出版
のための下打ち合わせをした。その結果、『注
釈　十一』の出版は平成 28 年 6 月とし、完成
原稿作成を平成27年12月末日とした。著者は、
梅野きみ子、乾澄子、岡本美和子、嘉藤久美子、
田尻紀子、宮田光、山崎和子の予定である。

冨田和子
平成26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」（平
成 23 年度採択科学研究費助成事業）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（すいし
ょうけん）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、「寛延三年地方会所
本にみる雑俳点者雲鈴とその影響」（「東海近
世」22 号　東海近世文学会　平成 26 年 7 月
発行）をまとめた。そして、昨年に続き、「雲鈴
撰会所本『誹

諧冬至梅』の紹介と翻刻」（「椙山女学
園大学研究論集」46 号　平成 27 年 3 月発行
予定）をまとめた。

他に、東海近世文学会 10 月例会で、研究発
表「柳亭雨人編『狂俳入門』と俳諧―狂俳句の
推敲・俗談平話の理解」を行った。柳亭雨人は、
大正期に活躍した小説家である中川雨之助の
ことで、新聞「新愛知」の連載小説「からくり
蝶」などが、嵐寛寿郎や片岡千恵蔵らの主演で
映画化された人物である。そして、この『狂俳
入門』は、これまでに見ることのできた初めて
の狂俳入門書である。更に資料を蒐集し、論文
にまとめたいと考えている。

飯塚恵理人
飯塚は昨年度に引き続き、所属する「メディ

アと古典芸能研究会」で平成 25 年度放送文化
基金に募集のあった助成（課題：「昭和 20 ～
30 年代前半の民放草創期放送音源等放送資
料の収集保存とデジタルアーカイブ化」、助成
額：80 万円、執行は平成 26 年度になる）に採
択され、椙山人間学研究センターの本プロジ
ェクト研究費と併せてラジオ放送開始期から
テレビ放送開始期前後の民間放送の放送関係
資料・附属劇団の関係資料の収集・整理およ
びアーカイブ化を行った。民間放送附属劇団
関係資料の成果については、本誌「椙山人間学
研究 2014」に「昭和三十年代『劇団 CBC』のラ
ジオドラマ資料」として掲載している。
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昭和三十年代「劇団CBC」のラジオドラマ資料
The scripts and pictures of plays what were given by the CBC theatrical 
company

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito      　Iizuka    　

一　はじめに
在名古屋の民間ラジオ・テレビ局である中

部日本放送（以下「CBC」）は、昭和 26 年の局
発足当時から平成 9 年のメンバー全員の定年
退職による結果的消滅まで「劇団 CBC」とい
う放送劇団を有していた。この劇団員のメン
バーについては拙稿「中部日本放送放送劇団
の資料について」（注１）に記した。なおその後、
提供のあった劇団 CBC 関連資料についても
拙稿（注２- ４）に順次紹介してきた。本稿もそ
の研究の成果の一連である。

昭和 50 年代までは写真・音源・放送台本
などの放送資料を保管・保存しようという発
想がなかったため、これらは放送が終わると
処分された。放送演劇の現場は関係者以外の
ファンなどが出入りすることは原則としてな
いため、現存している昭和 50 年代以前の放送
資料は非常に稀少である。今回はそのような
放送資料の中から、昭和 35 年 8 月 8 日放送
CBC ラジオ劇「或る青年の死」（堀江史朗作・
松谷敦演出）の放送台本を演出担当の松谷敦
氏より、さらにこの放送の録音・本読み（台本
の読み合わせ）時の写真（写真 1）を出演者の
松ヶ崎敬子（三期生　旧姓井藤）氏より提供い
ただいたのでここで紹介する。本読みの場の
写真などは、内輪のものだけに残っているケ
ースが少なく、読んでいた台本とセットにな

った形も珍しい。なお、この放送は松坂屋提供
の「カトレヤ劇場」として放送されたが、その
内容は学生運動などの当時の世相が色濃く投
影されているドラマであり、これ自体「演劇文
化」「世相資料」として貴重である。今回は資料
紹介のみとして、演劇内容等の吟味は別稿を
期す。また劇団 CBC として最後の舞台公演
となった昭和35年3月20日と3月21日の「男
にしてください」の上演パンフレットと舞台
写真 2 枚も松ヶ崎氏より提供していただけた
ので併せて紹介する。

二　「或る青年の死」の放送台本に載る出演者
「或る青年の死」のあらすじを以下にまとめ

た。
1 高木一郎が事故を起こす。
2 化粧品会社社長の息子である高木一郎の
死を知らせるニュース。交通事故だが自
殺の可能性があることも語る。

3 家族が、誰が新聞記者に話したかについ
て語る。一郎の妹京子と父・母の問答から、
自殺原因は東京から訪ねてきた学友の上
田洋子かもという話になる。

4 一郎の葬儀の場面。上田洋子が訪ねてく
る。弟の次郎は洋子に、洋子が帰った後、
一郎が非常にがっかりしていたと告げる。
洋子は東京での一郎と郷里で見る一郎に
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ギャップがあることを言う。東京では熱
心に学生運動をしていた一郎が、故郷に
帰ると青年たちとダンスパーティなどを
するほどに堕落してしまった。郷里の環
境が一郎に学生運動や安保反対を許さな
かったのではと言う。

5 次郎が洋子に、一郎が帰郷後、友人達へ安
保反対運動を録音したテープを聞かせて
いたことを教える。さらに次郎は、一郎は
気が弱かったと告げる。

6 洋子は、会いに来た時、一郎が実はブルジ
ョワ育ちで、父親が進める縁談の相手で
ある田沢代議士の娘春子と会う予定があ
ること、洋子のことを母親に知られない
ようにしようとするのを知り、「住む世界
が違う」と思って東京に帰ったのだと次
郎に話す。

7 洋子と次郎が話している場に京子と田沢
春子が現れる。春子は父の田沢代議士が
縁談を進めていたことを話し、この政略
結婚を急いだことが一郎の自殺の原因に
なったのではと言う。

8 葬式に来ていた田沢代議士を一郎の両親
が送り、春子は後で次郎が送ることとな
る。

9 一郎の地元の友人たちが現れ、一郎の遺
志を継いで政治活動の啓蒙運動をしよう
と言う。そして一郎の学生運動の演説テ
ープを借りて去る。

10 一郎の両親が帰宅し、まだ残っていた洋
子を母が責め、帰るように告げる。

11 誰もいなくなった一郎の仏前の前に父
と母が座り、泣く。別室では京子が「一郎
は本当に自殺だったのか。」と疑問を呈す
る。

12 一郎の声で、「原因は自分でもわからな
い。強いて言えばみんなが、何もかもが、
主体性のない僕を僕自身の意思ではない
ところに引っ張っていこうとした結果な
のだ」と告げる。

「或る青年の死」の放送台本の巻頭に載せら
れている配役と出演者を以下に列記した。

（　）はその登場人物の役の設定年齢である。
（出演）高木一郎（24）大塚竜司、次郎（22）長

塚治、京子（19）伊藤満貴子、父（56）栁有、母
（50）藤岡ひろ子、女中（27）加藤教子、上田洋子
（24）井藤敬子、友人Ａ（24）長谷川平八郎、友人
Ｂ（24）久田信二、友人Ｃ（女）（23）島愛子、田沢
氏（60）朝倉孝、田沢春子（21）伊藤友乃、声Ａ中
江研一、声Ｂ鎌田吉三郎

これらの出演者について拙稿（注１）を参考
に、「劇団 CBC」の何期生であるかを以下に記
した。大塚竜司：四期生（拙稿では「大塚龍次」）、
長塚治：拙稿に名前がないが、松ヶ崎氏に五
期生と教示いただいた、伊藤満貴子：四期生

（拙稿では「伊藤満喜子」）、栁有：一期生、藤岡
ひろ子：一期生（拙稿では「藤岡広子」）、加藤
教子：劇団員だが何期生か不明、井藤敬子：
三期生、長谷川平八郎：四期生、久田信二：拙
稿の五期生の「久田」、島愛子：拙稿の四期生
の「此島愛子」、朝倉孝：三期から四期の間に
入団、伊藤友乃：四期生、中江研一：四期生の

「中江真司」、鎌田吉三郎：四期生。彼は劇団
CBC の消滅時まで在団した。なお、一期生は
昭和 25 年後半～ 26 年、二期生は昭和 27 年、
三期生は昭和 28 年、四期生は昭和 33 年、五期
生は昭和 35 年の入団である。
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三　松谷敦氏の資料談話
台本を提供いただく際に、松谷敦氏より資

料についての談話もファックスでいただいた。
以下にそれを転載した。

・堀江史朗さんのこと（著者注：「或る青年
の死」の作者）

戦後 NHK（BK）大阪放送局でラジオドラ
マの脚本・演出を手掛け、その道の先駆者
として知られている。民放開局後、その門下
生たちが多くの局で活躍する。S27 か 28
頃 NHK を退職し、放送作家、演出家、そし
て放送評論家として活躍する。脚本も NHK
はじめ民放各社に書いている。その他、文部
省の芸術祭のドラマ部門の審査員などもつ
とめられ、後に博報堂の副社長に就任され
ました。

私たちとの関わりは、堀江氏の BK 時代
の後輩であった岡島泰さんが S35 頃から
私の上司であった関係で、その紹介もあり、
若手ディレクターと劇団員の指導をかねて
脚本と演技指導をお願いしたものである。
堀江さんには S32「祝電」と二作目である。
同様に内村直也氏に S36「奇数の青春―テ
レビまで」、並河亮氏に S36「古墳」などがあ
る。昭和 37 年はテレビに力を入れた社の方
針もあり、こんな勉強するみたいな余裕も
なくなり、ラジオドラマの凋落期に入った
･･･････。ラジオも個人向け、ディスクジョ
ッキースタイルが多くなった。
・松谷氏の記憶に残る「或る青年の死」放送
前後の世相

S34 （国内）「安保改正阻止でデモ隊国会
内に乱入」岩戸景気もあって技術革新すす

写真1　「或る青年の死」の本読み
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み、電気洗濯機、冷蔵庫、テレビと電化製品
が生活の中に定着しはじめる。その結果石
炭産業頭打ち、失業問題引きおこす。三池の
合理化、反対闘争ひきおこす・伊勢湾台風
　（海外）キューバ革命・チベット反乱・ソ
連月ロケット月面到着

松谷氏の談話にあるように、劇団外部の方
である堀江史朗氏に脚本を依頼したのは、脚
本そのものが必要という面以外に「若手ディ
レクターと劇団員の指導を兼ねて脚本と演技
指導を依頼する」という側面があった。「或る
青年の死」については元劇団員の長谷川敬氏
より談話をいただいている。松谷氏談話の大
部分と長谷川氏談話は、共に昭和 30 年代の放
送演劇についてまとめる別稿に譲ることとす
る。

四　新聞に載った番組宣伝
　「或る青年の死」は朝日新聞と名古屋タイ

ムズで番組宣伝を行った。その新聞記事を以
下に挙げた。無署名記事なので執筆者の名前
は不明であるが、両者は似ているので CBC の
方で番組の情報をまとめて各新聞社に送り、
それをもとに各新聞社が掲載したことが考え
られる。
①朝日新聞〔昭和 35 年 8 月 8 日 12 版（6 面）〕

ききもの　みもの　カトレア劇場「或る青
年の死」CBC ラジオ　後 8：30 あるブルジ
ョア家庭の息子の死因をめぐって、そこに
底流として流れる若い世代、古い世代の確
執を描いたもの。堀江史朗の作で出演は大
塚竜司、長塚治、栁有、藤岡ひろ子ほか劇団
CBC。ブルジョア家庭の一青年が自動車事
故で死んだ。この青年は六・一五事件にも

参加し、帰郷運動にも積極的に加わってい
た。しかしその家庭に帰ったとき、青年はそ
の家庭環境と考え方の矛盾に悩み苦しんで
いた。翌日、青年は自家用車で運転中誤って
死ぬ。だが計画的な自殺とも見られるのだ。
この青年はなぜ死んだのだろうか……。

②名古屋タイムズ〔昭和35年 8月 8日（4面）〕
ラジオカトレヤ劇場『或る青年の死』▽
CBC ＝後 8：30 あるブルジョア家庭の息
子の死因をめぐって、そこに底流として流
れる若い世代、古い世代の意識の確執を提
出し描いたもの。【あらすじ】ブルジョア家
庭の一青年が自動車事故で死んだ。この青
年は六・一五事件にも参加し、帰郷運動に
も積極的に参加していたが、その家庭に帰
ったとき、青年は、その家庭環境と考え方と
の矛盾に悩み苦しんでいた。或る日、自家用
オープンカーで運転中、ガケから落ちて死
んだ。運転を誤ったように見えるが、計画的
自殺ともみられている。この青年は何故死
んだのだろうか……。堀江史朗作。折本吉数
作曲。【出演者】大塚竜司、長塚治、栁有、藤岡
ひろ子ほか。

五　舞台公演「男にしてください」の舞台写真
と上演パンフから伺われる劇団CBCの舞台
公演目的とその内容

劇団 CBC はラジオ放送の「声優団体」とし
て出発したが、やがてテレビ時代が来ると、そ
れに対応するための勉強として舞台公演を行
った。これについてはすでに拙稿（注３，４）で
触れているが、平成 26 年度は新たに、劇団
CBC として最後の舞台公演となった昭和 35
年 3 月 20、21 日の第 7 回公演「男にしてくだ
さい」の上演パンフレットと舞台写真 2 枚（写
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写真2　「男にしてください」の舞台写真

写真3　「男にしてください」の舞台写真
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真２、３）を松ヶ崎敬子氏より提供いただいた。
上演パンフレットによるスタッフと配役は

以下の通りである。企画：岡山泰、製作：松枝
孝二、演出：小幡欣治（筆者注：原作も）、演出
助手：本島勲、美術：島崎陸、照明：柘植貞輝、
効果：松ヶ崎黄長、岩田務、小道具：山中義一、
衣装：鈴木鉚子、化粧：永井美和子、舞台監督：
しかたしん、舞台監督助手：森孝子、島愛子、
進行：伊予田吉広、キャスト　大越伝吉：柳
有　大越房子：中村嘉奈子　大越萌子：伊藤
友乃　飯沼しづ子：松原実智子。

このうち劇団 CBC 団員は拙稿（注１）によ
ると、森孝子（三期生）、島愛子（四期生の此島
愛子）、柳有（一期生）、中村嘉奈子（一期生）、伊
藤友乃（四期生）、松原実智子（三期生）の６名
である。キャストの全員と舞台監督助手の２
名が劇団員であり、この舞台公演が劇団員の
テレビドラマ対応のための「勉強の場」であっ
たことが裏付けられる。
「男にしてください」の上演パンフレットか

らあらすじである「ものがたり」を掲載すると
下記のようになる。「ものがたり　家内工業的
な玩具工場だとか、駄菓子問屋などが群居す
る東京の下町、台東区で、これも小さなメリヤ
ス会社を経営している大越伝吉は、周囲から
の勧めもあって、区議会議員選挙に立候補す
ることを決意する。･･････。このドラマは、選
挙戦公示を目前にひかえた早春のある日の午
前、選挙事務長の炭屋の主人を中心として町
内の自称選挙参謀連が集って、その票読みに
余念のない大越家の応接間から始まる。紺野
のソロバンには総計千七百票、絶対当選間違
いなしと出た。しかし、懸案の中立党公認証の
下附が突然中止されたことを知らされ、一同
に少なからず動揺の気持ちが流れる。その時

突如大越は叫んだ “ みなさん、金は出します。
どうかわしを助けて下（著者注 : 以下欠損判
読不可につき中略）” かくて、てんやわんやの
選挙戦は開始された ･･････。終幕近く ･･････。
少し頭の足りない大越家の女中君子と同じく
使用人新一との会話――。　君子　新一さん、
だんなさんはパスしたのかい？　新一　パ
ス？ああ、パスしたって事だろう。ウン、当選
しやがったよ。君子　じゃ、男になったんだね。
ヒヒ　新一　旦那はずっと前から男だよ
･･････ 果して、大越伝吉は男になったか
･･････」

六　まとめ
劇団 CBC に関する資料のうち、飯塚研究

室に提供いただいたラジオ放送台本「或る青
年の死」と舞台公演「男にしてください」の舞
台写真及びパンフレットから、あらすじ・配
役等を紹介した。この二作はラジオ放送と舞
台公演でありジャンルが異なるが、共にテレ
ビドラマに対応するための劇団員の訓練を目
的とするという共通項があった。さらにどち
らも同時代の社会と庶民を主人公とする、歌
舞伎でいう「世話物」に属する作劇法を取って
いた。この作劇法はやがてテレビドラマの主
流となっていく。

昭和 30 年代の演劇文化、放送文化、愛知県
の演劇文化史を考える場合、放送劇団の活動
は時代をリードしたものとして特筆すべきで
あり、さらに資料を収集・整理してアーカイ
ブ化し、演劇研究としての研究基盤の整備が
急がれる分野である。

注
１飯塚恵理人「中部日本放送放送劇団の資



Journal of Sugiyama Human Research 2014172

「日本・アジア文化と人間」プロジェクト研究報告

料について」、「椙山女学園大学研究論集」
第 43 号人文科学篇、椙山女学園大学、
2012 年 3 月発行、p61-68

２飯塚恵理人「昭和二十年代・三十年台の
CBC ラジオ劇関係資料について」、「椙山
女学園大学文化情報学部紀要」第 12 巻、
椙山女学園大学文化情報学部、2013 年 3
月発行、p169-178

３飯塚恵理人「劇団 CBC 関連資料―長谷
川敬（芸名：芹江敬）氏所蔵写真から―」、

「椙山女学園大学文化情報学部紀要」第
13 巻、椙山女学園大学文化情報学部、
2014 年 3 月発行、p181-189

４飯塚恵理人「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」、「椙山人間学研究」第 9 号、椙
山人間学研究センター、2014 年 3 月発行、
p183-193

補記
本稿は椙山人間学研究センター「日本・アジ
ア文化と人間」プロジェクトの飯塚担当分成
果報告書になります。プロジェクト研究費を
いただきました人間学研究センターに対して
感謝申し上げます。また飯塚が代表を務める

「メディアと古典芸能研究会」がいただいた、
平成 25 年度放送文化基金助成による成果の
一部となります。記して感謝申し上げます。

貴重な放送台本の提供及びご教示をいただ
きました松谷敦氏、写真を提供してくださっ
た松ヶ崎敬子氏と、その便宜を図ってくださ
った東海民放クラブ「音風景の会」会員の皆様
に心より感謝いたします。

後記
本稿を脱稿後、松ヶ崎敬子氏より「加藤教子

（のりこ）」が四期生であること、「此島愛子」は
やはり「島　愛子」が正しいことを指摘され、
氏がお持ちの名簿を提供していただいた。そ
れを以下に示した。
〇　一期生

今泉　洋、大村一平、栗谷俊男（栗谷・谷
地森両氏は一期以前から。後アナウンサ
ーに）、谷地森三平（昇とも）、柳　有、石黒
節子、井川則子、田中幸子、津島和子、中村
嘉奈子、藤岡広子、山尾澄子 

〇　二期生
浦野　光、万代泰輔

〇　三期生
芹江　敬、中山民生、舟木淳、宮田桂、井藤
敬子、大賀祥子、文（かざり）悦子、高橋か
つ子、永井陽子、松原実智子、松川佳澄、
森　孝子（玉置孝子の可能性あり）

〇　二期と三期の間
新橋　博、朝倉　孝

〇　四期生
岡本昭一、大塚竜司、鎌田吉三郎、柴田伸
之、中江真司（中江研一の可能性あり）、長
谷川平八郎、伊藤友乃、伊藤満貴子、稲生
とみ子、加藤教子、島　愛子、高田典子、三
田村秀子、湯浅純子

〇　五期生
折原　正、加藤昌弘、今　一（こん・はじ
め）、滝　雅也、長塚　治、久田真治（著者
注：本稿では「久田信二」）、藤田（名不明）、
増岡　弘、加藤圭子、長谷川一枝、原田千
代恵、坂　玲子、村上まり
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設置後5年を経過したビオトープの池の水
質と水生動物相－椙山女学園大学星が丘キ
ャンパス（名古屋市）のビオトープの事例－
Characteristics of water quality and aquatic animals in an artificial pond from 
the first year of its construction to five years later : a preliminary survey in the 
garden of Sugiyama Jogakuen University, Nagoya, Japan

椙山女学園大学教育学部准教授
野崎　健太郎
Kentaro　　　Nozaki

キーワード：ビオトープ、人工の池、池、水質、水生動物
Key words：biotope, artifi cial pond, water quality, aquatic animal

1. 研究の背景
ビオトープ（biotope）は、本来、生物の生息

場所（habitat）を表す言葉であるが（日本陸水
学会 編集，2006）、日本では、生き物が新たに
生息することを期待して、公園、校庭、園庭に人
工的に造成された池、小川や林を表す名称とし
て用いられている。特に学校現場では、ビオトー
プが、身近に自然体験できる場、すなわち自然
保護（再生）や環境教育の場として期待され、
校庭に設置されることが普通になってきた（野
崎・宇土，2011；林，2014）。実際にビオトープ
が設置されている学校では、近接する公園や他
の教育施設に比べて、校庭で観察される昆虫の
種数が増加する現象が報告されている（吉川・
野崎，2014）。

しかしながら、設置後のビオトープが時間経
過にしたがって、どのような環境に変化していく
かについては明確にされている事例は見当たら
ず、教材として活用する際の問題点と成り得る。
なぜならば、学校現場では教員が異動するため、
ビオトープの活用に関する情報が散逸し、新た

に着任した教員は、情報不足のため、ビオトープ
の活用に二の足を踏むと考えられる。ビオトー
プ設置が普通となった今、次に求められること
は、ビオトープ設置後の水質や生物相の情報を
蓄積していくことである。

慶應義塾幼稚舎の清水研助教諭は、学校プ
ールをビオトープと見立て、ここに産卵するトン
ボの幼虫ヤゴを材料にして自然体験教育、科学
教育を実践してきている（清水，2007）。その際
にも、近隣の学校プールを含めたヤゴの種類組
成の情報を蓄積することが実践の重要な土台と
なっている。そこで、本研究では、大学に設置さ

図1.椙山女学園大学星が丘キャンパスに設置されたビオト
ープガーデンの池（2014年12月3日撮影）。手前が流入で反
対側が流出となる。
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れ、その後、人為的かく乱（操作）が無いまま5
年間を経過したビオトープの池を対象として、水
質と水生動物の現状を記録し、今後の研究の
基礎資料とすることを目的に調査を実施した。

 
2. 研究方法

愛知県名古屋市に立地する椙山女学園大学
星が丘キャンパス（名古屋市千種区星が丘，北
緯35度09分，東経136度59分，山根，2007）に
設置されたビオトープガーデンの池で調査を行
った（図1）。このビオトープガーデンは、2010年
に設置され、池は大学裏手の東山からの湧水、
雨水（天水）および水道水によって涵養されて
いる（椙山女学園管財営繕課，私信）。設置時
にガマやヒツジグサが植栽された以外は、特に
人為的に管理されないまま5年間が経過してい
る。

調査は、2014年4月22日に教育学部教養教育
科目「環境の科学」の授業の一環として実施し
た。参加者は受講学生29名と筆者（担当教員）
の30名である（図2）。受講学生は5班に分け、ビ
オトープを均等に分割した5地点に配置した。水
質の測定は、アルコール温度計による水温、パ
ックテスト（共立理化）によるpHとCOD（化学

的酸素要求量）を行った（図3）。温度計とパッ
クテストの使用方法は、事前に教科書（日本陸
水学会東海支部会 編集，2014）に従い練習し
た。測定は4回繰り返した。水質の測定後は、た
も網で水生動物の採集を行った（図4）。調査
時間は、9時30分～10時30分であった。

 

3. 結果と考察
水温、pH、CODの測定結果は図5に示した。

地点1が流入地点、地点5が流出地点である。各
項目の平均値±標準偏差（資料数＝4）は、水温
では13.4±1.1（地点1）～14.1±0.9℃（地点3）、
pHでは6.1±0.3（地点3）～6.5±0.5（地点1）、
CODでは4.3±4.1（地点2）～5.6±3.2 mg/L

図2. 調査に参加した「環境の科学」受講者と担当教員
（2014年4月22日）。　　　　　　　　　　　　　  　

図3. 水質の測定（2014年4月22日）。

図4. 水生動物の採集（2014年4月22日）。
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（地点5）であった。どの項目でも明確な地点間
の違いは観察されず、池内の水質は均質である
ことがわかった。CODの値は、同一地点で、水
温、pHに比べて大きな標準偏差（ばらつきの
幅）を示した。これは、池の底に落葉が堆積し
ており、その破片がパックテストのチューブに入
った場合、高いCODの原因になるからである。

表1には、採集された水生動物を示した。最
も多く採集されるのは甲殻類のミズムシ
（Asellus属）であった。周囲の木本からの落葉
が良い餌資源となると考えられる。水生昆虫で

は、シオカラトンボ（Orthetrum属）、イトトンボ
亜科（Damselfl y）のヤゴが採集された。貝類は、
小型の巻貝であるモノアラガイ（Radix属）が生
息していた。過去に何度か在来種のメダカ
（Oryzias属）が放流されているが（高阪謙次 博
士，私信）、今回の調査では採集されず、定着し
ていないことが明らかになった。 

野崎・宇土（2011）、野崎・森（2012）、野崎
（2013）は、椙山女学園大学附属小学校（名古
屋市千種区山添町）に設置されたビオトープで、
大学生の水環境教育を実践してきた。附属小
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図5. 椙山女学園大学星が丘キャンパスに設置されたビオトープガーデンの池における水質の測定結果
（2014年4月22日）。地点1が流入、地点5が流出である。

甲殻類 ミズムシ
昆虫類 アメンボ
 マツモムシ
 シオカラトンボ（ヤゴ）
 イトトンボ（ヤゴ）
貝類 モノアラガイ

表1. 椙山女学園大学星が丘キャンパスに設置されたビオトープ
ガーデンの池において採集された水生動物（2014年4月22日）。
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学校のビオトープの池は、水源がかつて谷頭で
あった場所からの湧水であり、大学より名古屋
の都心に立地しながら、自然度は大学のビオト
ープガーデンの池に比べて、より高いことが明ら
かにされている。本調査に参加した受講学生に
は、翌週の授業で、附属小学校と大学のビオト
ープの水質や水生動物相の比較を行わせ、水源
の違いによって、生態系の構造（枠組み）が大き
く異なることを理解させた。つまり、複数のビオ
トープの情報が蓄積することで、より効果的な
環境教育の教材を生み出す基礎となることが示
唆された。

文　　献
林宗弘（2014）小学校におけるビオトープを活
用した文理融合型総合学習の実践．椙山女学
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はじめに
昨年度刊行された本誌において戸部前生活

科学部長が執筆された論考
1
と同じく、教育理念

「人間になろう」および大学での開講科目「人
間論」の視点をもとに、人間に焦点を当てた論
考の執筆を課題として出された。

私は「人間論」の授業を担当したことがなく、
人間の根源的な問題に関する論考を著した経
験もない。また、戸部前学部長が40数年前に学
生時代を過ごした環境、すなわち「高度経済成
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

2
」ることを余儀なくされ

るような状況は、すでに私の学生時代にはなか
った。

1962年生まれの私は、人々の価値観やそれ
によって形成された文化において「戦後」を真
に脱却しつつあった「ポスト戦後」と呼ばれた
80年代に学生時代を過ごした。それまでの「戦
後」世代とは価値観を異にした「新人類（ニュ
ータイプ）」と呼ばれる世代となり、大学は「総
合レジャーランド」と化したと揶揄され、大学院
を含んだ私の学生の最終期にはバブル経済の
絶頂期にあった。世の風潮としてはみんなと手
をつないで同じことをしてただ頑張っていれば、
バブル経済下の社会では何とかなっていくと思
われていたそんな時代だったのである。女性誌

の『anan』のみならず男性誌の『POPEYE（ポ
パイ）』がファッションを中心とした若者のライ
フスタイルをマニュアル化した。また、「体育会
系」に象徴される硬派な領域であったスポーツ
においても、たとえばミーハー・スキーヤーに市
民権を与えた書籍『極楽スキー』は、スキーを
気楽に楽しむ当時の多くの若者のバイブルとな
った

3
。「根性」や「努力」、「忍耐」といったあ

る種ストイックな精神性を強要されたスポーツも
「楽しむ」ことが罪悪でなくなったのである。そ
のほか軟派なマニュアル本が数多く出版され、
それが当時の若者のライフスタイルを形成し、そ
こに身を委ねている限りはずれることはないと
思われていた。それらのマニュアルにより、
「一億総中流社会」のようなイデオロギッシュな
政治思想と相まって社会は一様に平板化した

4
、

そんな時代であった。その点では、今の学生の
方がよほど「何かを考えて何かをしなければな
らない」という危機感をもって勉強しているので
はないだろうか。

そんな私には「人間論」を展開することは少々
ハードルの高い課題ではあるが、戦後日本にお
いて現在の学生の価値観へとシフトした初代と
いわれる「新人類」世代としての筆者の「人間」
に関するこれまでに抱いた関心や気になった著
書、記述などを取り上げて、私なりに必要な視
点として考えられる「人間論」を展開してみたい。

「遊び」をめぐる「人間論」に関する私論
My Personal View about Anthropology on Play

椙山女学園大学国際コミュニケーション学部長
小澤　英二
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１．「人間論」の講義内容とその目標について
まずは、開講科目「人間論」ではどのようなコ

ンテンツを持っているかをシラバスに従って確
認しておきたい

5
。

本学の「人間論」では、最初に学園の歴史と
教育理念｢人間になろう｣についての講義が行わ
れ、次に各学部学科において開講される｢人間
とはどんな存在か、人間は如何に生きるべきか｣
に関する講義、および、｢食育」「エコ･環境問題
｣に関する講義、自己の可能性開発と将来の生
き方や仕事に就く意義を内容とする｢キャリアデ
ザイン教育｣の講義が行われている。学部が独
自に有するコンテンツは、人間の存在や生き方
に関するものであるが、私が所属する国際コミ
ュニケーション学部では、主としてライフヒスト
リー研究を専門とする横家教授が、実在した6
人の人物のライフストーリーを語る形で構成され
ている。人は、文脈を持った「物語性（ストーリ
ー）」から切り離されたものから物事を認識し
理解することができないという。また初代ドイツ
帝国宰相ビスマルクの言葉とされる「愚者は経
験に学び、賢者は歴史に学ぶ」

6
は、自分の経験

にもとづいてのみ物事を考えるよりも、他人の
経験から学ぶことでより知見が広まるという意
であるとも解されるが、そのような意味では、先
人のライフストーリーは、人間の生き方を理解し
学ぶ絶好の素材というわけである。そのほかジ
ェンダー研究を専門とする影山教授がキャリア
教育を兼ねて「女性の生き方」を講義している。

他学部においてもそれぞれの専門領域に関
わる内容で構成されている。たとえば生活科学
部の生活環境デザイン学科では、キャリアデザ
インに関してアパレルメディア分野やインテリア
プロダクト分野、建築住居分野からのアプロー
チで語られ、「生活」、「現代」、「ものづくり」

のコンテンツから「人間」について講義している。
同学部の管理栄養学科では、「人間」と「社
会」、「科学」、「生活」との関わりや「身体」、
「食」、「健康」等のコンテンツによって構成さ
れている。その他の学部では、看護学部は乳幼
児から高齢期にいたるまでの人間の成長・発達、
人間関係学部の心理学科では、「人間」の「進
化」や「行動」、「こころ」、人間関係学科では、
「精神」や「成長」が軸になっている。

「人間論」の到達目標としては、「学園の教
育理念『人間になろう』を具現化すること」がす
べての学部で共有されているが、そのために必
要な育成されるべき能力は、生活環境デザイン
学科や看護学部が掲げる「『人間力』を身につ
ける」ことにあると考えられる。

では「人間力」とはそもそも何なのか。「人間
力」については、内閣府に置かれた人間力戦略
研究会がおよそ10年前に発表した『人間力戦略
研究会報告書』で定義づけられたものが現在
でも多く引用される

7
。それによると「人間力」と

は「社会を構成し運営するとともに、自立した一
人の人間として力強く生きていくための総合的
な力」をいう。またその構成要素として、①知的
能力的要素、②社会・対人関係力的要素、③自
己制御的要素の三つが挙げられ、「これらを総
合的にバランス良く高めることが、人間力を高
めること」と主張している。さらにその「人間
力」を発揮する活動として①職業生活面、②市
民生活面、③文化生活面があるという

8
。同研究

会が当時の日本産業界における経済の長期停
滞、雇用・労働の不振状態に対して経済活性化
政策を掲げた内閣府を担当部局として成立した
関係から、その後の「社会・経済の発展に結び
付くような政策提言を行っていく」

9
ことを目的と

し、同報告書でも「職業生活面」を中心に検討
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が行われ、「社会における『仕事』との結びつき
を教育の中で示すことを重要な視点」

10
と考え

ている。
また報告書では、若年層の「人間力」低下の

原因として次の5点を挙げている。第一に「夢も
しくは目標の喪失」、第二に「経済の成熟化」、
第三に「時代に対応した人材育成機会の不足」、
第四に「職業能力のミスマッチ」、そして最後に
「社会全体の規範力低下」である。またその背
景として、教育システム等の社会システムが、経
済発展に伴って急激に変化する社会のニーズに
十分に対応できている状況になく、それらの間
でギャップが生じていることが挙げられている。
さらに、「人々が社会ニーズを十分に認知しない
ままに短期的に環境変化に適応する場合に…こ
うしたギャップを拡大する」というのである

11
。

経済や社会の変化が迅速化もしくは複雑化す
るなか、個々の価値観やライフスタイルが多様
化し、個性を尊重する社会となった。したがって、
そのような社会のニーズを認知する能力の獲得
が、ひいては「人間力」の回復につながるのでは
ないだろうか。では、「仕事」に直結する「職業
生活面」のみでの「人間力」が語られることで、
めまぐるしく変化する社会のニーズを認知する
能力を獲得することがはたしてできるのであろ
うか。

本学における「人間論」において育成される
べき「人間力」についても、実のところ「キャリ
ア発達に求められる人間力」という前提があり、
先の報告書が示す方向性に概ねもとづいたも
のであると考えて差し支えないであろう。しかし
それは「人間力」について先の報告書が定義す
る前半部の「社会を構成し運営する」という能
力が優先された観点であり、後半部の「自立し
た一人の人間として力強く生きていくための総

合的な力」という観点がどこかに置き去りにさ
れてはいないだろうか。「人間力」すなわち「人
間として生きる力」を発揮する場面には「職業
生活面」以外にも「市民生活面」や「文化生活
面」があり、これらは便宜的なカテゴライズに過
ぎず、実のところ連続した状況にある。「職業
生活面」のみに着目されることにより、「総合的
にバランス良く高める」ことが阻害され、その目
標への到達を困難にしているのではないだろう
か。低下した「人間力」の回復には、その力が発
揮されるあらゆる場面を想定した「総合的な
力」を育成することが必要であると考えられる。
すなわち「職業生活面」に加えてそれ以外の消
費的行動を伴う「市民生活面」、そしてとりわけ
非生産的な浪費的行動を伴う「文化生活面」に
おいて「人間力」がどのようなメカニズムで発揮
されていくのかを理解することが肝要となってく
ると言えるのである。

ではどのような視点を組み入れることによって
「総合的な力」が養えるのであろうか。単純に
考えた極論ではあるが、バランスという点では、
いっそのこと「仕事」と対極に位置付けられる
概念を視点として組み入れることはいかがであ
ろうか。すなわち「真面目」さや「勤勉」、「日常
的」、「生産的」といった「仕事」が持つ一般的
な特徴と反対の「たわむれ」で「享楽的」、「非
日常的」、「非生産的」、というような特徴を持
った「遊び」の視点を加えることで、バランスの
とれた「自立した一人の人間として力強く生きて
いくための総合的な力」を再び構築させていく
ことはできないだろうか。

２．「遊び」をめぐる「人間論」
「遊び」や「遊戯」をめぐって展開された「人

間論」といえば、オランダの人類学者であり文化
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史家であるヨハン・ホイジンガによって著された
『ホモ・ルーデンス』とフランスの社会学者ロジ
ェ・カイヨワによって著された『遊びと人間』が
まずは想起される。これらの書物の後にも先に
も「遊び」に関する優れた研究が数多く輩出さ
れているが、とりわけその後に出される「遊び
論」に関する研究では必ずと言ってよいほどこ
れらの書物について言及され、それぞれの研究
の出発点となるほどに、この2冊には卓越した評
価が与えられている。私も学生時代にこの2冊
を古典的名著の必読書として読み、「遊び」の
持つ高い文化性や深淵さに驚き、「遊び」が研
究に値するものであることを認識させられた記
憶がある。本論考を執筆するにあたり、書棚か
ら久々に手に取り頁をめくると、学生時代にわく
わくしながら彼らの言説に触れた懐かしい感慨
がよみがえった。内容的には周知なものではあ
るが、今一度この論考の趣旨にしたがって振り
返っておきたい。

1938年に刊行された『ホモ・ルーデンス』は、
その「まえがき」において、「人類の名称として
『ホモ・サピエンス』と並べて、作る人すなわち
『ホモ・ファベル』という呼び名が持ち出された。
（中略）『ホモ・ルーデンス』すなわち遊ぶ人と
いう言葉も、ものを作る機能とまったく同じよう
な、ある本質的機能を示した言葉であり、『ホ
モ・ファベル』と並んで一つの位置を占めるに
値するものである」

12
と、人間にとっての「遊び」

の価値を説くことから述べられている。すなわ
ち、「ものを作る」ことは「仕事」であり、人間に
とって「遊び」と「仕事」が等値な存在であるこ
とを言明しているのである。

さらに「遊び」と「仕事」の価値に関連して、
ホイジンガは「遊び」と「真面目」の関係性につ
いて両者は対等ではなく、前者が後者の上位に

あると述べている。

言語学的な疑問は別として、遊び-真面目の
対立をもう少し詳しく観察すると、この二つの
語がけっして等価ではないことが分かる。遊
びはポジティブであるが、真面目はネガティ
ブである。真面目の意味内容は遊びの否定
であると規定できるし、実際それに尽きてい
る。「真面目」とは単に「遊びではないもの」
であって、それ以外のものではない。これに
反して遊びの意味内容は、けっして「真面目
ではないもの」とは定義できないし、それに
尽きるものでもない。つまり、遊びというのは
何か独自の、固有のものなのだ。遊びという
概念そのものが、真面目よりも上の序列に位
置している。真面目は遊びを閉め出そうとす
るのに、遊びは真面目をも内包したところで
いっこうに差し支えないからである

13
。

そして「遊び」と「文化」との関連について、
「人間文化は遊びのなかにおいて、遊びとして
発生し、展開してきた」

14
という確信が述べられ

ている。また、「遊びは、人生にとって不可欠な
もの、文化に奉仕するものになることがある。…
現に遊びそのものが文化になることがある」

15
と

いう。これらの言説は一見すると「文化」が「遊
び」から派生してきたことを意味するかのように
解されるが、ホイジンガは、「遊びから文化にな
る」ことには否定的である。ホイジンガの本著
作での目的は、「文化は遊びの形式のなかに成
立したこと、文化は原初から遊ばれるものであ
ったことを明らかに」

16
することであった。つまり

「文化」は「遊び」の上位概念ではなく、「文
化」の形式やあるいはその本質が「遊び」によっ
て形成されていることを主張するのである。そ
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れは先の章で触れた「文化生活面」において
「遊び」がいかに重要であるかを示唆する。ホ
イジンガ以前の近代社会では効率化された生
産形態が追及され、そのシステムを保証する
「真面目」な「労働」や「勤勉さ」こそが美徳で
あり、「遊び」が「文化」の堕落した形であると
いう理論が支配的となった。ホイジンガは『ホ
モ・ルーデンス』においてその理論に対する非
常に的確な批評を行い、「遊び」はけっして「文
化」の堕落形態ではないことを示したのである。
ホイジンガは人類の様 な々文化の諸形態に遊び
の形式が存在することを分析している。たとえ
ば、人類が文明や文化を持つにいたった古より
育んできた法律や、それにもとづいた裁判、戦
争、学問、詩、哲学、絵画や音楽などの芸術に
遊びの因子を見出している。また現代文化にお
いては、スポーツや現代職業生活、現代芸術、
現代科学、政治あるいは国際政治においてさえ
も遊びの要素があることを指摘している。

一方、カイヨワはホイジンガの『ホモ・ルーデ
ンス』を批判的に継承し『遊びと人間』を著し
たが、「遊び」と「文化」におけるホイジンガの
根本的な考えに異をとなえているわけではない。
ただカイヨワは、「遊び」が文化創造機能を有す
るだけに終わるのではないとし、「遊び」の概念
をさらに拡大していった

17
。カイヨワはホイジン

ガが議論した「遊び」が先か「文化」が先かと
いうことには大きな問題を見出してはいない。カ
イヨワは「文化」は「遊び」により解体・変容さ
れるものであり、その点で彼の考える「遊び」と
「文化」の基本的な関係は相補的なものである
といえる。カイヨワは遊びの定義や分類を綿密
に行うことによってそのような関係性を説明して
いく。

まずカイヨワは次の六つのような活動である

ことから「遊び」の基本的な定義を行っている
18
。

① 自由な活動。すなわち遊戯者が強制されない
こと。

② 隔離された活動。すなわち、あらかじめ決め
られた明確な空間と時間の範囲内に制限さ
れていること。

③ 未確定の活動。すなわち、ゲーム展開が決定
されていたり、先に結果が分かっていたりし
てはならない。

④ 非生産的活動。すなわち、財産も富も、いか
なる種類の新要素も作り出さないこと。

⑤ 規則のある活動。すなわち、約束ごとに従う
活動。

⑥ 虚構の活動。すなわち、日常生活と対比した
場合、二次的な現実、または明白に非現実で
あるという特殊な意識を伴っていること。
カイヨワのこの定義は③「未確定の活動」を

除いてホイジンガが規定した定義がほとんどそ
のまま踏襲されている。ホイジンガにおける
「聖」と「遊び」の混同を批判し

19
、「聖なるも

の―世俗―遊戯」というヒエラルキーを設定し
たカイヨワであるが

20
、この定義は「聖なるもの」の

それに酷似している
21
。したがって「遊び」を考え

ることは、翻せば「聖なるもの」に思いを巡らせ
ることになる。

そしてカイヨワは、その後に著されたほとんど
の「遊戯論」において引用されることになる「遊
び」における４つのカテゴリーを、先の定義の組
み合わせと世にあるあらゆる遊びの検証から導
き出し設定した。すなわちアゴン（競争）、アレア
（運）、ミミクリ（模擬）、イリンクス（眩

め ま い

暈）であ
る。カイヨワのこのカテゴライズのユニークさは、
一般的あるいは社会的にポジティブにとらえら
れる「競争」や「模擬」に加えて、比較的ネガテ
ィブにとらえられがちな「運」や「眩暈」の概念
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を「遊び」に見出しながらその諸相を明確化し
ていった点にある。そしてそれらが社会の中に
どのように組み込まれているか

22
。あるいは文化

的な形式をもっていかに社会の外縁に組み込ま
れているか

23
。さらに堕落し社会から逸脱する

姿を論じている
24
。人間の営みにおける「遊び」

のそのような振れ幅を提示することによって、カ
イヨワは人間の文化が成立する過程やその変
遷の様相を見せようとしているのである。

ホイジンガやカイヨワはそれぞれ文化人類学
者や社会学者らしく、その視点や追及はともに
「遊び」をそれが営まれる社会的文脈においた
もので、いわゆる文化論的な語りとなっている。
それゆえ「遊び」に対する人間の心的な欲求も
しくは「遊び」が人間の心身のありかたやその
発達に与える影響などの視点をもって、実験的
なデータや事象の観察に基づいたいわゆる自然
科学的アプローチはそこではなされていない。
「遊び」が人間に及ぼす効果や機能・役割につ
いても少々検討しておく必要があろう。また、
「遊び」は人間に特有の行為ではない。ホイジ
ンガも指摘しているが、人間以外の自然界の動
物も「遊び」を行っている。「人間」にとっての
「遊び」の効果や機能あるいはその意味を論じ
る場合に、個人のあり方やその背景が非常に多
様化し、社会そのものやその関係性が著しく複
雑化した「人間」よりも、むしろ「人間」以外の
動物における「遊び」にまつわる現象を読み解
くことのほうがより理解しやすいかもしれない。

３．動物と「遊び」
動物学者ポルトマンの『人間はどこまで動物

か』
25
は、動物を通して語られた「人間論」とし

て非常に示唆に富んだ著作である。この本も学
生時代に非常に興味深く読んだ記憶がある。

動物としての人間の存在が、科学の分野でヒト
ゲノムの解読が生物学的な人間の存在をどのよ
うに説明するか取り沙汰されるはるか以前に、
この著作は人間がいかに動物的であるかを語
っている。動物の行動を探ることは、人間の行
動の意味を知る上でとても有効であると言える。
比較的最近の研究として、脳医科学を専門とす
るスチュアート・ブラウンは、人間にとって不可
欠な能力を養ううえで「遊び」が果たす機能や
役割について、自然界の動物の行動事例やラッ
トを使った実験などの様々なサンプルをもとに
語っている。ブラウンは、ユーモアや戯れ、映画、
ゲーム、ファンタジーなどの「遊び」はただ楽し
むだけのものではなく、それ以上に人間にとって
必要不可欠なものであると主張している

26
。「遊

び」の役割を知るうえで、ブラウンが取り上げた
事例をいささか紹介しておきたい。

ドイツ人写真家のノーバート・ローシングが11
月にカナダのマニトバ州北部のハドソン湾に面
したチャーチルで、リードの鎖に繋がれたイヌイ
ットのハスキー犬を撮影していた時の出来事で
ある。ファインダーの左側から突然にオスのホッ
キョクグマが現れた。この時期この地域は、雪
に覆われた冬の世界ではあるが、ハドソン湾に
はまだ氷が張ることはなく、ホッキョクグマも氷
を移動して獲物となるアザラシなどを捕らえる
ことができない。そのためホッキョクグマは非常
に空腹となり、食べ物を求めて人間の居住区に
姿を現すことがある。ハスキー犬をめがけて近
づいてきた550キロはあると推定されるこのホッ
キョクグマも非常に空腹で、獲物を狙う目つき
であった。ホッキョクグマの視点の先にいたハド
ソンという名の雄のハスキー犬は、近づいてき
た脅威に対して激しく吠えたて牙をだし威嚇す
るような反応を見せなかった。ハドソンは前脚
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を前に投げ出し前かがみにお辞儀をするように
頭を下げ、激しく尻尾を振った。犬を飼ったこと
のある人であればハドソンがどのようなことを欲
しているのかは理解できると思うが、この行動
は「遊ぼう！」と誘いをかけているサインである。
野生のホッキョクグマと犬との遭遇によって次
に予想される場面はとても悲惨なものであるが、
ローシングの写真にはその予想を覆す驚くべき
光景が展開していた。

次の瞬間このホッキョクグマはその巨体を見
せるように立ち上がったが、爪を立てず牙を剥く
こともなかった。そこから展開したのは、二頭の
肉食獣の間の雪の上での素晴らしいじゃれあい
の遊びであった。まずホッキョクグマとハドソン
は互いに喉をだし噛み合う仕草をする。通常で
あれば、喉を噛むことは相手に致命傷を負わせ
るためにとどめを刺す行為であるが、この二頭
の場合はお互いに喉を優しくくわえ、お互いの
可能性を探りあっていた。まずはこの行為によ
ってお互いが脅威ではないことが確認されてい
た。そしてこの行為を通して、お互いにお互いの
力量を知り、どのような力加減で遊ぶかという
ルールを推し測ったのではないだろうか。それ
によって自然界において通常に起こる、捕食す
る側とされる側との死に至る戦いを回避してこ
の二頭は「遊び」の状態に入っていったのであ
る。二頭はお互いにじゃれ合い、最後にはホッ
キョクグマは最も無防備に仰向けに寝転んでハ
ドソンとのじゃれ合いを楽しんだ。そして次の日
もまたその次の日もホッキョクグマはハドソンの
もとを訪れ、二頭は１週間にわたって「遊び」を
続けた。やがてハドソン湾が氷で覆われるよう
になるとこのホッキョクグマは空腹を満たすた
めにアザラシを求めて氷上をわたっていったと
いう

27
。

野生動物が種を越えて遊ぶことは他にも報
告されている。動物学者の小原は、アフリカの
ジンバブエで、野生のシママングースの群れが
水場において水浴びをし、追いかけ合い、取っ
組み合って遊び、さらにそこにヒヒが現れてシマ
マングースの遊びに参加するところを目撃したこ
とを報告している。それは成獣をも含んだ他種
間の遊びで、しかも彼らは、遊びとしてどこまで
が限界かを心得ていたという

28
。

これらの事例の興味深い点は、弱肉強食の
関係が二者間の基本原則となる自然界において、
それとはまったく異なった関係性を築くルール
が遊びを通して形成され共有されたことである。
またこのような関係にいたることができるため
には前提がある。その点についてはダブルバイ
ンド理論を提唱したベイトソンが「遊びと空想
の理論」（1955）のなかで指摘している。ベイト
ソンがサンフランシスコの動物園で目にしたこと
は、子ザルが二匹じゃれて遊んでいるという、誰
にも見慣れた光景であった。その行為は、「二
匹の間で交わされる個々の行為やシグナルが、
戦いの中で交わされるものに似て非なる、そう
いう相互作用」であった。この二匹の状況が闘
いでないことはもちろん、当のサルたちにとって
もそれが「闘いならざる」なにかだということを
承知していることを、人間の観察者にも容易に
見て取ることができた。そこでこの「遊び」とい
う現象は、「ある程度のメタ・コミュニケーショ
ンをこなすことができる動物に限って現れる、
つまり『これは遊びだ』というメッセージを交換
できない動物には起こりえない」とベイトソンは
主張する

29
。とりわけホッキョクグマとハドソン

の間には、「これは遊びだ」というメッセージを
交換した仕草が多々見られる。現代社会におい
て、我 人々間の方がこのようなメタ・コミュニケ
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ーションをこなす能力が低下しているのではな
いだろうか。

またブラウンは、よくじゃれあって遊ぶネズミ
についてのある実験を紹介している。遊びを抑
制した被験グループと自由に遊ばせた被験グル
ープを作り、そのネズミに猫の匂いがした首輪
を与えると、両グループ共に本能的に逃げて隠
れる行動をとった。違いはこの後に現れたのだ
が、遊ばなかったグループのネズミはずっと恐
怖に駆られて隠れた場所から出ることができず
に死んでしまう。しかし、遊びを経験したグルー
プのネズミは徐々に周囲を探索し、周りの状況
を試し始めたのである。「遊び」はネズミに恐怖
にも勝る好奇心という能力を与えた、つまりは
「遊び」はネズミにとって「生きる力」を与える
生死に関わる重要な問題であったのである。ブ
ラウンは自身の研究の結論として、「遊び」の逆
は「仕事」ではなくて「鬱病」だということを提
示している

30
。あらゆることがらがネガティブに

とらえられ、意欲や興味・関心を失い気力や活
動力を損ねてしまう状態である「鬱病」は、まさ
しく「遊び」における嬉 と々した状態とは正反対
にあり、この結論には大いに首肯できる。

4. 大学において「遊び」を「人間論」として学
ぶことの意味

「人間力」低下の原因に「社会全体の規範力
低下」が挙げられていたが、倫理観の育成を道
徳教育の強化によって図ることのみで是正でき
るものではない。その規範がなぜそのようであ
るかを理解できなければ、それを遵守する気概
は育たない。ではどのようにすればその理解が
実現できるのか。規範の在り方を察知する感覚
を呼び戻すヒントに「遊び」の中にあるルール
の重要性の理論がある。「遊び」と「文化」にお

ける規律（ルール）の支配の重要性についてホ
イジンガは、「文化は、ある意味ではいまなお、
お互いに理解しあいながら、規則にしたがって
遊ばれることを欲しているのである。真の文化
はつねに、どんな観点から見ても、正しいフェ
ア・プレイを要求している。遊び破りは文化その
ものを犯している」

31
と、述べている。「遊び」に

おける規範（ルール）はお互いの理解と思いや
りの上に成立するものであり、それが実現でき
ている「遊び」によってのみ「真の文化」が成立
するというのである。

「人間力」を発揮すべき活動には「職業生活
面」、「市民生活面」、「文化生活面」があり、
それらは連続性があることを先に述べたが、
「規範力の低下」を是正することはその連続性
に関わる問題である。その連続性の根本には、
個人的な損得をともなった利害関係の問題では
なく、人と人とのつながりの中で生まれてくる
「幸福」の問題が大きく関わっていると思える
のである。では大学教育においていかにしてそ
のような問題と関わらせることができるのであ
ろうか。

社会福祉学者の大
お お た が

夛賀は、「遊び」に必然的
に伴う「楽しみ」の概念を「アミューズメント」の
言葉を用いて、大学教育におけるそのコンセプ
トを活用することの有用性を以下のように述べ
ている。

教育に含まれる「学ぶ」という行為には、ア
ミューズメントの根源にある人と人とのつなが
りによる喜びや楽しみがふくまれているはず
である。極言すると、そうした要素を保証しな
い教育は、高等教育とは言い難い詰め込み
式の職業訓練でしかないと言えるかもしれな
い。また大学には、研究機関として新しい価
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値を創造し、それを社会に還元していく場と
しての期待もかけられている…大学は本来、
アミューズメントを提供する場である

32
。

「アミューズメント」という言葉には、一般的
にはいささか抵抗があるかもしれない。その言
葉から連想されるものは「アミューズメント・パ
ーク」であったり、「アミューズメント産業」の大
部分を占めるパチンコであったりするため、「娯
楽」を意味するものと解され、1980年代に揶揄
された「大学の総合レジャーランド化」を推進
するものではないかという誤解を生じるからで
ある。しかし、「アミューズメント」を提供し若者
から絶大な人気を博するディズニーランドをはじ
めとした多くのテーマパークが、人と人とのコミ
ュニケーションを再生させる場としての機能を
持つことからも、大学が「人と人とのつながりに
よる喜びや楽しみ」を含みこんだ教育を保証す
ることも、ひいては自律的かつ主体的な学習に
繋がっていく可能性を見出すこともできる。さら
に大夛賀は、大学に組み込むべき仕組みについ
て次のように述べている。

様々な個性や属性を有した人々によって構
成されている一般の社会と比較した場合、均
質性を確保してきた従来の大学は、コミュニ
ティとして著しく歪な存在と見なさざるを得な
い面があることも否めない。そこで、性別・年
齢・職種・国籍・人種、そして何よりも障碍の
有無など様々個性や属性を有した人々が出会
い、お互いの違いに気づき、そこから「何か」
が生まれてくる仕組みを組み込むこと、…

33

しごく当然なことではあるが、学生の大多数
は、10代後半から20代前半のとりわけ本学では

女子に限り、試験によって選別された同レベル
の学力を持ち、同学部では比較的同様な興味
関心あるいは志向性を持った、非常に似かよっ
た価値観を有した者で構成されている。それは
知識を伝授する教育の効率性を重視した場合
には、きわめて有効な環境条件であるが、社会
が求める「人間力」の育成には不向きな状況で
はないだろうか。そのように大学が均質で画一
的な環境であることをまずは理解し、いささか
なりともそこから抜け出した思考ができるよう
な仕掛けや仕組みが大学に必要なのである。ホ
ッキョクグマとハスキー犬とが互いに価値観を
共有することができた「遊び」は、そのような思
考を持つ材料やきっかけを提供してはくれない
であろうか。

また、教育社会学者である大内は、アメリカ
では一般的には大学の学部教育では4年間幅広
くリベラル・アーツを学び大学院の段階で専門
的な教育がなされる実態に対する日本での状
況について、次のような見解を述べている。

大学で学ぶのはリベラル・アーツではなく
「ネオリベラル・アーツ」です。大学に入学し
たばかりの4月に、就職に繋がる自己分析アン
ケートや就職希望調査が実施され、真面目な
学生ほど不安に駆られて、資格試験の勉強を
始めてしまいます。そうなると、有用性と効率
性を至上の価値とする「資本の理論」と異な
った時間を過ごしたり、あるいは即効的に役
立つことから離れたものを学ぶことができな
くなります。…「資本の論理」と「異なるも
の」に出会うことができない場は大学ではな
いですよね

34
。

「遊び」について学ぶことは、ホイジンガやカ
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イヨワの言う「聖なるもの」を学ぶことであり、
それこそは「資本の理論」と対極的な位置にあ
る思考である。カイヨワは「聖なるもの」の支配
を賛美し、「もし、集団や個人の利害を越える
聖なるものの支配が存続しなければ、すべて創
造的な営為の条件であるところの倫理や、相互
信頼や、他者の尊重はありえないのである」と
結論付けている。それはまさしく「遊び」の存在
とパラレルな関係であるとカイヨワは言う。「遊
び、しかも束縛されない遊びがなければ、また
意識的につくられ、自発的に尊重される約束事
がなければ、文明というものは存在しない。邪
心がなく、勝利におごらず、負けても怨まず、つ
まり『立派な遊戯者』としてフェアに勝負を行う
こと、もしこういうことができず、望みもしなけ
れば、文化というものはありえないのである。結
局のところ、一切の倫理、一切の相互信頼、他
者の尊重はありえない。」

35
「遊び」を学ぶこと

は、「人間」にとって必要な「倫理」や「相互信
頼」「他者の尊重」を回復し、「人間力」を創出
する一助となると言えるのではないだろうか。

本章の最後に、非常に難解な「知」でさえも
「遊び」の大衆文化に変えてしまった我々80年
代世代にとって懐かしのニューアカデミズムの
旗手と謳われた浅田彰が唱える「真の遊戯」に
ついての言説を引用しておきたい。

常に外へ出続けるというプロセス。それこ
そが重要なのである。憑かれたように一方向
に邁進し続ける近代の運動過程がパラノイア
ックな競争であるのに対し、そのようなプロ
セスはスキゾフレニックな逃走であると言うこ
とができるだろう。このスキゾ・プロセスの中
ではじめて、差異は運動エネルギーの源泉と
して利用されることをやめ、差異として肯定

され享受されることになる。そして、言うまで
もなく、差異を差異として肯定し享受するこ
とが、真の意味における遊戯にほかならない
のだ

36
。

「人間力」の育成を「仕事力」面にのみ傾倒
していく一方向的な教育は、差異を認めない工
場生産品のような画一性と均一性が求められた
人材のみを輩出する。もちろん「仕事力」は人間
にとって必要不可欠な能力であるが、自然界が
その多様性によって成立するのと同じく、様々
な価値観や能力を持った人々が共生できるよう
に互いの差異を認め合うことのできる「人間
力」が、とりわけグローバル化した現代社会に
おいて大いに必要である。「人間力」のバランス
に配慮するならば、時に「遊び」について考えて
みるのも得策ではないだろうか。

おわりに
本稿は、私が学生時代に影響を受けた古典

的著作を主として取り上げ、「ノリつつシラケ、シ
ラケつつノル」80年代的な懐かしい「遊び」の
論考を展開したつもりである。80年代はその前
半が「混沌の時代」であり後半が「平板の時
代」であったと言われる

37
。2010年代の今は、

人々の価値観やそれに支えられる文化が混沌と
した現実の中でその差異を相互に認め合うよう
な仕組みを作る必要性を訴えながら、結局のと
ころ画一化された方法をもって平板化させる方
向に邁進しているように思える。まさしく「混沌
としつつ平板化し、平板化しつつ混沌とする」
状況である。いつの時代もそうだが、社会にお
けるめまぐるしい変化の中でおそらく答えのな
い問答を繰り返すことに意味があり、その結論
はたいして重要ではないのかもしれない。勝っ
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たか負けたかという結果がたいして重要ではな
い「遊び」のようなものである。

ベイトソンは、「メタローグ」と称する父親と
娘との間の一連の対話篇を遺している。そのな
かに「ゲームすること、マジメであること」
（1953）と題されたものがある。その結論部分
では次のような会話が交わされている。

父：いいか。肝心なところだぞ。パパとおま
えの問答の目的は、その「ルール」を発見する
ことにあるんだぞ。それが「生きる」ことなん
だとパパは思う。生きることの目的は、「生き
るゲーム」のルールを発見することにある。い
つでも変わっていて、決してとらえることので
きないルールをね。

娘：そういうのもゲームって言うの？
父：パパはそういうのもゲームって呼ぶん

だ。少なくとも「プレイ」という言葉は使うね。
ただし、チェスやトランプのようなゲームとは、
全然違う。むしろ、犬や猫が生きているなか
でやっていることに近いんだろうな。本当のと
ころはわからんよ

38
。

このメタローグに託されたメッセージは、「生
（人生）」とは絶えずルールが変化するゲーム
であるということ、あるいはむしろ「遊び」のよ
うなものであるということではないだろうか。人
生は、チェスやトランプのように厳格に決められ
たルールブックのもとで行われ、教則本にした
がって上達できるようなゲームではなく、状況に
応じてよりよい関係性を構築していくことができ
るように変化させていくべきルールの在り方を
見きわめていく営みなのである。

私は80年代に学生時代を過ごし、世にあふ
れたマニュアルを手に行動してみて、実はそれが

いっこうに役に立たないことを知った。マニュア
ルはことを始めるための単なるきっかけにしか
すぎず、ことのすべてはそのマニュアルの先に
ある。つまりは、マニュアルには何をやるかが示
されているが、いかにやるかということについて
はほとんど何も示されていないのである。私の
はじめての海外経験は、大学院時代に『地球の
歩き方』というガイドブックをたよりに2か月間バ
ックパックを担いでひとりでヨーロッパを放浪し
たことだが、思いっきり地球で迷って何度も迷
子になってしまった。しかし、そのような不確定
な状況を手探りではかりながらそこにある様々
な価値観や規範に触れて理解し、徐々にその状
況に適応し、様々なことが見えてくる（あるいは
見えてきた気がした）ことをとても「楽しい」と
感じた。「楽しい」ことは決して悪くないという
のも我々世代に培われた価値観である。この
「楽しい」という感覚によるセンサーを働かせ
ることにより、絶えず変化する実に繊細かつ曖
昧なルールをより賢くとらえ、ホッキョクグマとハ
スキー犬ハドソンの間で起こった状況を再現す
ることができれば、人はより「人間的」に生きて
いくための「人間力」を回復していくことができ
るのではないだろうか。「遊び」はそのセンサー
の感度を上げる絶好の機会である。

ベイトソンの先の「メタローグ」は次のよう
な会話で閉められている。

娘：犬や猫もプレイするんでしょ？いろんな
遊び。なぜなのかしら。

父：知らん。パパは知らんぞ……
39

「なぜ遊ぶのか？」その問いの答えをさがす
ような講義があっても良いのではないか、それ
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が本稿での提言であった。私がもしその講義を
担当するならば、様々な議論を伝えた後に主体
性をもって学生自らその答えを見つけてもらうた
めにも、最終的には是非同じように答えよう。

「知らない。先生は知らないよ……」

1 戸部栄一「『人間になろう』の考察と『人間論』講義について」
『椙山人間学研究』第 9 号（2014）、pp.200-205。

2 『同上書』、p.200。
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Ⅰ - １　哲学は自然科学の母体というわけで
はない

筆者はこれまで形態学や自然人類学の研究
に従事し、哲学や形而上学、文化人類学や民族
学の分野にも相応の関心を払ってきた。そんな
ことから、もっとも身近だと思っていた哲学との
間で、重要な概念、つまり「種」の概念の使い方
の大きな違いに接し、当惑してしまった。

それだけではない。「人類学」という学問自
体の性格や課題や研究目標などについても、時
代や欧米の国々によって大きな違いがある。だ
からまず、どこでそのような齟齬が生じたのか、
元はどうだったか、原点にまで立ち戻って、考え
てみることにした。

Ⅰ - ２　哲学の遠い元祖ソフィスト学派
直接人間に関心を寄せていた古代ギリシャ

の哲学者のなかで、啓蒙思想の系譜（啓蒙の色
合いがあるもの）としては、もっとも古いといえる
ソフィスト学派の祖プロタゴラス（Protagoras, 
485 BC頃 ~ 410 BC頃）とそのライバルのソク
ラテス（Sokrates, 470 BC頃~399 BC頃）があ
げられよう。プロタゴラスは「人間こそ万物の尺
度だ」という座右の銘で、そしてソクラテスは
「汝自身を知れ！」の座右の銘で有名である。

プラトンの記録によれば、両者は当時の若者た
ちの間で評判を二分するほどの思想家だったと
いってもよいだろう。

しかし、「概念を分類する」という今回のテー
マからは少し外れるので割愛するとして、話の
筋を本題に戻そう。

Ⅰ - ３  プラトンとアリストテレス
話はアテネ文化がもっとも華やかだった時代

のこと。プラトン（Platon, 427 BC～347 BC)と
アリストテレス（Aristoteles, 384 BC～322 
BC）から話は始まる。ちなみに、この時代は日
本では縄文時代晩期に相当するというのだか
ら、いつもながら一驚する。

その頃プラトンは現象の本質を表現するため
に、「すがた・かたち」という意味のイデア
（idea）とエイドス（eidos）という語を、いずれ
も同じ意味で用いていた。だが、それでは不便
なこともあるので、後に概念的に上位の「類」と
下位の「種」の区別がなされるようになった。

アリストテレスは、師のプラトンの「類」を類
似性によって、「種」を生成の関係によって区別
した。つまりアリストテレスはプラトンの分類を
「類」（ギリシャ語genos、ラテン語ginus）、
「種」（ギリシャ語diapholon、ラテン語diferen-

哲学と自然人類学の狭間で
At a crevice between philosophy

 and
physical anthropology

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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tia）、「個」の階層秩序を導入して、再構成した。

Ⅰ - ４ 世界最古の学校アカデメイア
(academeia) 設立

プラトンが387 BCにアテネの西郊外に、初め
て学校を建てた。それまでは、たとえばソクラテ
スは、あたかも辻説法よろしく、青空教室での
授業がふつうだった。決まった日時に決まった
場所で、ソクラテスが立って待っていると、多く
の人々が集まってきて、説法が始まった。

ソクラテスの授業は、「よく生きるとはどうい
うことか」とか、あるいは座右の銘である「汝自
身を知れ！」に従って、問答を通して市民の無知
を自覚させ、普遍的な真理や徳の探求に導こう
とした。　　

前もって問答の解答を示さず、人々が持ち合
わせる知識に従って、自分の力で理解させ悟ら
しめる進め方が、あたかも出産を助ける産婆の
手法に似ていることから、ソクラテスの授業は
「産婆術」ともいわれた。

しかしそれらの努力を認める者ばかりではな
かった。ソクラテスは讒訴(ざんそ)により捕えら
れ、死刑と判決された。獄中で、市の法に従い、
「アテナイ市民であるかぎり、市民として市の法
に従うのは義務である」といって、市が差し入れ
た毒杯を従容としてあおって、死んでいったと
いわれている。

ソクラテスは、デルフォイの神殿入り口に高く
掲げられたアフォリズムにも似た神託「汝自身
を知れ！」という言葉にいたく刺激され、その言
葉を終生自らの座右の銘としていたのだ。

彼の真意によれば、「永遠で偉大な神に比し、
人間であるお前はなんと小さく卑しく儚い存在
だろう。そのことを謙虚に知る者だけが、アポロ
ンの加護と恩恵を受ける資格があるのだ」とい

うのが、「汝自身を知れ！」という信託の精神だ
った。神が人間に向かって「汝自身を知れ！」と
いうのは、とりもなおさず、人間にとっては自分
自身つまり「人間とは何か」を知れということに
なる。だからソクラテスは日ごろ人間にだけ与え
られた理性により、自分自身つまり「人間とは何
か」を求める努力こそ重要であると主張してい
たのだ。ギリシャの精神が理性主義だったとも
いわれる背景には、このような出来事もあった
のだ。

この思想は18世紀になって、啓蒙思想の系譜
をひくスウェーデンの博物学者リンネ（Carl von 
Linné 1707~1778）により復活するが、それにつ
いては改めて後述する。

この学校でプラトンは、初めて人間について
も論じたといわれている。この学校では、アリス
トテレスやキニク学派のディオゲネス（Dio -
genes, ?~323 BC）その他、興味ある話題の持
ち主が多く学んでいた。

（注1）ディオゲネスは大きな酒樽に窓と入
り口を設けて住居にして住み込んだこと
から「樽中の哲人」と呼ばれた。アカデ
メイアでの講義で、プラトンが人間を
「二本足で立って歩く動物だ」と定義し
たのを聞き、ディオゲネスは羽根をむし
り取った鶏をアカデメイアに持ち込んで、
「これがプラトン先生のいう人間だ」と
いった。プラトンは驚いて「でも、人間に
は蹴爪（けづめ）がないではないか」と
反論した。その他、ディオゲネスには、日
本でも有名になった多くの頓智やエピソ
ードが知られている。

Ⅱ - １  人間が初めて人類に位置づけられる
このアリストテレスの理念に基づく分類の理
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念は、まず動・植物の分類学者スウェーデンの
Carl von Linné (1708～1778)の『Systema na-
ture自然大系』へと継承されることになる。つま
りリンネは類・種・個をラテン語で属(genus)、
種(species)、亜種(subspecies)、個、と改称し、
すべての動物や植物を属名と種名で併記する、
いわゆる「二名法」を提唱した(Systema nature 
1758、第10版)。そして人間はホモ・サピエンス
Homo sapiensとされた。その定義として、ソクラテ
スの座右の銘から「自分自身を知るもの」とした。
この時点で生物学（科学）と哲学は学問的にも
分野的にも、さらに分類用語の使い方も明確に
分岐されたといえる。しかし生物分類学にとっ
て重要な、遺伝学や進化や系統などの生物学
的認識は、この時点ではまだ発達していなかっ
た。それ故、分類基準やその内容や概念も、ま
だ十分には認識されてはいなかった。

Ⅱ - ２  カントの Anthropologle 人間学とは
哲学の分野では、カントがAnthropologie 

（哲学分野では人類学というよりも人間学と訳
す方が適当か) の名のもとに、認識論的に「人
間は何を知り得るか」、倫理学的に「人間は何を
なすべきか」、神学的に「人間は何を希望し得
るか」の問いかけに応じようとした。

（注2）現在、ドイツではAnthropologieは、
カントの時代と異なって、一義的に自然
人類学を意味し、文化人類学の代わり
にEthnologie(民族学)と併記する。英語
圏ではPhysical anthropologyとCultur-
al anthropology,とくに英国では(Social 
anthropology）と併記することが多い。
日本では自然人類学、文化人類学（民
族学）、先史学(考古学)に分けられてい
る。

この分類の理念はリンネ（C .  von  L i n
né,1707~1778）の自然大系分類へと継承される
ことになる。後述の田辺元教授の著名な『種の
論理』の「種」は、むしろその上位の属と考えた
方がよい。

Ⅱ - ３  二名法とは何か
上述の生物学で使用されている二名法とは

いかなるものか。その背景について、少し述べて
おこう。

15世紀から17世紀前半にかけて、ポルトガル
やスペインなどのヨーロッパ人が航海や探検を
目的に盛んに海外進出を行った。俗に言う大航
海時代である。ディアス（Bartolomeu Dias 
1450頃～1500）の喜望峰回航、ヴァスコ・ダ・ガ
マ（Vasco da Gama,1469?~1524）のインド航
路開拓、コロンブス(C. Columbus,1451~1506)の
アメリカ大陸到着、マゼラン(C. Magellan,1480
頃～1521)の世界周航などの結果、ヨーロッパで
は珍重される産物や、貴重な未知の動・植物な
どの標本や見聞録や報告書が相次いで世に出
され、あるいはヨーロッパに持ち帰られた。

しかし̶。命名法が一定していないために、
せっかくの珍しい情報や貴重な報告が重複して
いたり、欠落もしくは無視されたりして、役に立
たないことが多かった。18世紀初頭の生物学は
まだ、そのような状態だったのである。

リンネは、そのような情報の整理や管理も含
めて、生物を大きく門（phylum）、綱（class）、目
（order）、科（family）、属(gynus）、種（spe-
cies）に分類し、ちょうど姓と名を併記するよう
に属名と種名を併記することを提案した。たと
えば「太郎」という名の人物は大勢いるので、そ
の名（種名）だけではいずこの太郎かを決める
ことは難しい。しかし属名（姓名）を併記して
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「浦島太郎」とか「岡本太郎」とか「ものぐさ太
郎」のように姓を併記すれば、ほとんど一義的
に明らかになる。リンネの時代には、まだ生物の
進化とか系統発生とかという考え方はなく、種
はすべて創世記に記されているように神の手に
より創り出され、それ以来種は進化や変異をせ
ず、不変だと信じられていた。これを「種不変
説」という。

Ⅱ - ４ 人為分類法
リンネの業績で、何よりも重要なのは1758年

に自然体系第10版に生物界の第一人者という意
味で、霊長類（目）という用語を使うと同時に、
人間を人類として霊長目のなかの一群、つまり
生物界の一員として位置づけたことである。そ
れまでは人間の位置は、神でもなく動物でもな
いという、極めて曖昧なものだった。だが人間も
生物であるならば、他の生物と同じように二名
法で命名し、定義すべきであり、こうしてはじめ
て明確に生物学的なホモ・サピエンス(Homo sa-

piens) という名が確定されることになったので
ある。そして前述のとおり、人間を定義するのに、
「汝自身を知れ」というソクラテスの座右の銘を
引用して「理性でもって自分自身を知る能力を
持った動物」と定義した。

この思想は今日の感覚でいえば何でもないこ
とのようだが、日常のすべてにわたって聖書に
即して考え、聖書に即して行動していれば問題
がなかった当時としては、革命的なことだったと
いっても過言ではない。

Ⅱ - ５  人為分類法の破綻
リンネはあらゆる生物を分類するのに、外観

的な類似を基にして、その類似度に従って上位
カテゴリーから次第に下位へと、界・門・綱・

目・科・属・種に分類した。
だが、ここで根本的な難問に直面することに

なる。リンネは外観的な特徴の類似度を基準と
したが、どのようにその特徴を選択するかとい
うことまで設定したわけではなかった。そのた
め生物学者たちは、銘々が外観的に重要と思
われる特徴を主観的かつ任意に分類の基準と
して選んだため、まったく首尾一貫しないものに
なってしまった。ある者は繁殖器官を重要視し
て、千差万別の形や色を示す花の特徴に注目し、
ある者は植物特有の生理機能である炭酸同化
作用を営む葉の形を選び、またある者は栄養器
官である根を選ぶというようなことになる。こう
してまさに十人十色の分類表ができ上がる。そ
れというのも分類基準を主観的に選んだことか
ら生ずるわけで、このような分類の仕方を人為
分類法という。

また、特徴を任意的に、したがって都合のよ
いように選択していると、個々の研究をしている
ときには気がつかなくても、全体としてみたとき
には、とんでもない結果になることもある。たと
えばミミズとカメすら同じ仲間になってしまう。
ミミズもチョウも、体節性の胴体を持ち、脳から
出た神経は左右二本に分岐して、食道を挟み、
腹側を前後に走る。そして各体節ごとに左右の
神経が連絡するため、神経系全体が梯子状を
呈する（梯子状神経系）。主観的には、中枢神
経系という重要な特徴がかくも一致しているこ
とから、ミミズもチョウも同じ仲間に組み入れる
のが順当だということになろう。そのチョウには
ハネがあり、空中を飛翔する。そのことから体
を軽くする構造がみられ、ハネの紋様は擬態そ
の他のさまざまな行動学的役割を果たしており、
ハネの運動による体温調節にも役立っている。
となるとチョウもトリも同じ仲間とせざるを得な
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い。そのトリは、カメのように角質性で無歯のク
チバシを有し、鱗状の脚を持つ。だから全体と
してみるとき、ミミズ＝チョウ＝トリ＝カメ、つまり
ミミズもカメも同類ということになってしまう。

さすがに天才的なアリストテレスも、人為分
類法にはこのような危険な落とし穴があるとは
思い至らなかった。だから哺乳類のクジラやイ
ルカなどを、サカナの仲間と見立てたのも、その
当時としてはやむを得なかったことだろう。

現実には、似て非なるものに惑わされなけれ
ば、外観や形態などを手掛かりとして分類する
のも、便利であることは確かだが―。　

Ⅱ - ６  自然分類法の手法
生物学では、このような人為分類法とは全く

関係なく、地味ではあるが重要な分野が着実に
成長していた。比較解剖学である。この学問は
人為分類法が抱え込んだ難問と行き詰まりを
解決するのに、極めて有用な2つの概念を発見
していた。相同homologyと相似analogyの2概
念である。これを機会に、分類学派と比較解剖
学派は積極的な協力関係が生ずることになる。

生物は同じような環境条件下で生息したり、
同じような機能を営む場合に、比較解剖学的根
拠（系統的根拠もそうだが、まだこの場合、学
問的レベルはそこまで到達していない）が全く
違うのに外観が著しく類似することがしばしば
見られる。たとえばトリも昆虫も空中飛翔すると
いう同じ機能的要求に応じて、原基はまったく
違うのに、外観上はよく似た翼やハネを発達さ
せる。象の牙もオオカミの牙も形が似ていても、
前者は間顎骨に生えた切歯であり、後者は上顎
骨に生えた犬歯であることから、それぞれ原基
が異なっており、詳しく調べてみると、部分的な
対応性もないことがわかる。

このような現象を生物学では「相似analogy」
という。生物界では、このような「似て非なるも
の」が満ち溢れており、表面的な類似だけを元
に比較していると、人為分類法が直面したよう
な矛盾や難問にいたるところで直面するという
わけだ。でないと、おびただしい卵を水中に放
出する魚類と、受精卵を体内で成長させ、生ま
れ出たコドモを、乳腺から分泌する母乳で哺乳
し保育するクジラやイルカが、人為分類法だと、
アリストレスも間違えたように、いずれも魚類に
なってしまうというわけだ。

比較解剖学によると、このような相似的な類
似と、たとえ外観は似ていなくても、生物学的
に原基が同じで細部にわたって対応性を持つ
構造や形態、つまり相同の形質特徴を吟味する
のに好都合である。現在、比較解剖学は遺伝
学的にも検証されるようになった。

このような性格を持つ比較解剖学は、分類学
が直面する難問を除去するのに非常に有効で
あり、逆に分類基準の吟味を必要とする分類学
からの要求は、そのまま比較解剖学の発達にも
寄与することになったのである（レマーネ、
A.Remane, 1956）。

このようにして分類学では、個々の形質特徴
を人為的な基準や外観的な類似だけでなく、
比較解剖学によって、客観的に相互に対応性の
ある相同性を吟味するようになった。そしてリン
ネの場合と同じ手法で、いろんな生物の類縁性
を設定していくと、その類縁性の度合いに応じ
て、すべての生物が客観的に、門・綱・目・科・
属・種と、順を追って類縁性の強いグループに
分類されていくことがわかる。このような分類法
をリンネの人為分類法に対して自然分類法とい
う。
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Ⅱ - ７ 自然分類法が気づいたもう一つの事実
このような作業を繰り返しているうちに、生物

学者は興味ある事実に気がついた。
いまここに自然分類法に基づくA、B、Cの3

生物群がいたとしよう。これらの生物群の間で、
「若干の特徴に相同性が認められた場合には、
ほかにも多くの相同な特徴が必ず存在する」と
いえるのだ。

たとえば、これら３群のいずれも脊椎という
相同的特徴を持っているとしよう。彼らの間に
は、必ず脳や脊髄という中枢化した神経系も共
通して持っていることがわかる。また、循環器系
を見ると、心臓から動脈を経て、再び心臓に戻
る閉鎖血管系を共有している。筋肉系や消化器
系を見ても基本的に同じ構造で、等しく口・食
道・胃・小腸・大腸が区別され、肝臓や脾臓の
配列関係や開口部も同じである。

別の見方をすると、脊椎がある動物では、こ
れらの諸特徴はセットになっており、脊椎と六
本足といった組み合わせや、脊柱がありながら
昆虫式の複眼を持つといった組み合わせはな
いことがわかる。つまり、各動物の分類群は各
特徴をそれぞれその分類群の一定の組み合わ
せで持ち、型（Typ）を示すことがわかる。つま
り各生物は種ごとに一定の型（Typ）を持つとい
える（これは後述の田辺元の示す種の基体に
相当）。このような事実があるからこそ、ゲーテ
も言うように「浜辺の砂を一粒一粒、這いずり回
って調べるようなことをしないで済む」わけだ。

Ⅱ - ８ 進化論前夜
十八世紀の終わりごろには、生物学の認識力

はすでにこのようなレベルにまで達していた。つ
まりほとんど主だった生物について、類縁性の
強弱により、ある程度客観的に細分化されるよ

うになっていた。
このように自然分類法が確立して、その体系

のなかで整然と位置づけられている生物群を
謙虚に眺めると、カントが『判断力批判』のなか
で述懐しているように、「このような類似がある
ということは、共通のひとつの原型から生み出
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」ことが
うかがえる。これはまさに系統発生学的な思考
方法・観察眼そのものであろう。

Ⅱ - ９  哲学的な慧眼をもった解剖学者
Ｐ . モスカーチ

そのカントにより、「眼の鋭い解剖学者」と絶
賛された人がいる。イタリアのペーター・モスカ
ーチ(P. Moscaci )で、かつてナポレオンの侍医
を務めたこともある医学者だ。刑場で人体の解
剖を行い、その知見を四足動物と比較して、「人
間の身体は基本的に四足動物として設計され
ている。･･･人間は直立二足歩行をするようにな
って、各器官が様々な困難と負担を背負い込ん
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
で停留しやすく、静脈瘤や痔を惹き起す。子宮
の位置は母と子にとって不自然そのものであ
る」と指摘した。今日どの人類学や人体解剖学
や医学の教科書にも「詠み人知らず」のまま、こ
のことが記されているが、すでに1779年にモス
カーチによって明確に指摘されていたので、驚
いている。

Ⅱ - １０ 比較解剖学から形態学へ
ゲーテも、生物界を広く見渡すと、原型とそれ
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から派生した生物があることに気がついていた。
ゲーテによると比較解剖学の手法で、現存する
派生型を比較することにより、原型を推測する
ことが可能であり、重要である。というのは、原
型にこそ、神の設計、つまり神の意図が読み取
れるからだ。そのようなことから、彼は比較解
剖学を単なる分類学の手法の位置から、独自の
崇高な目的を持った「形態学Morphologie」 と
すべきだと主張した。

ところで、ゲーテの原型を祖型に、派生型を
子孫型に置き換えると、そのまま系統発生学に
なるはずだ。だからゲーテはすでに進化思想の
戸口に立っていたのだが、とうとうそのドアをノ
ックして開けるまでには至らなかった。彼が思
考するときに彼の前にはいつも神が立ちはだか
っていたからだ。

　
Ⅱ - １１ 人間にも間顎骨は存在した

しかしゲーテは、別の意味でこの作業仮説に
よって重大な発見もしていた。このことはぜひ
知っておいてもらいたい。

哺乳類でも霊長類でも、人間以外の動物に
は例外なく間顎骨が存在する（図１）。そのこと

から、「ヒトか否か」の決め手に、この特徴が利
用されたりした。

しかしゲーテの作業仮説によると、ヒトも動
物も同じ神の設計図が基になっている。もしそ
うなら、人間にも間顎骨がなければ辻妻が合わ
ない。そこでゲーテは骨格標本室で、つぶさに
各動物の標本について調べていった。その結果、
明らかにヒトでも胎児や新生児の段階で、間顎
骨が存在することを発見した。つまりヒトの場合、
早期の胎児の段階で、間顎骨と上顎骨は骨癒合
発生して１個の上顎骨に見えるようになっただ
けのことだったのだ。さすがのゲーテも、これに
は驚き、興奮のあまり、当時沸き返っていたフラ
ンス革命よりも重大な発見だとして、この成果を
早速フランスの生物学者ジョフロア・サン・チレ
ールに書き送っている。普段は関係者くらいし
か近寄らない解剖学の薄暗い骨の標本室のな
かでのできごとだった。これがゲーテの「間顎
骨」発見のいきさつだ。こうして、ゲーテは間顎
骨の発見以上に、秘められていた神の意図を見
付け出すことに成功したというのだから、彼の
興奮も十分理解できよう。

図 1　哺乳類には上顎の骨が左右に 2 個ずつ合計 4 個あるが、人間には左右 1 個ずつしか存
在しない。しかし、胎児や新生児では他の動物たちと同様に、左右 2 個ずつあること
をゲーテが発見した。これがゲーテの「間顎骨」である。右：オナガザルの間顎骨、左：
ライオンの間顎骨（ゲーテ：人と動物の間顎骨について、より）。
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Ⅱ - １２　へッケルの系統樹とメンデレーフ
の元素の周期律表　　　

英国を中心に巻き起こった産業革命もほぼ
定着し、社会の産業化もかなり進行していた
1859年に、ダーウィンの『種の起源』が、その４
年後にはT.H.ハクスリーの『自然界における人
間の位置』が発表された（椙山人間学研究、第
9号参照）。これらの思想はすぐドーバー海峡を
渡って、ドイツのヘッケル（Ernst Heinrich Hae-
ckel, 1834~1919）に影響した（注3）。

すでに述べたように、当時は生物学界では自
然分類法に基づく多くの動物の類縁性が吟味
され、体系化も進んでいた。ヘッケルは進化の
思想をただちに自然分類体系に取り入れ、各生
物間の類縁性の疎密という、いわば横関係だけ
でなく、各生物がいつ分岐・誕生したかという
時間的な新旧、つまり縦の関係をも考慮する
『系統発生学(Phylogenetik)』に翻案・結実し
ていった。

たとえば、生物群A、B間の類縁性はB、C間
の類縁性よりも密であるということは、AとBと
は時代的に新しい時代に分岐し、Cはより古い
時代に分岐していたことを意味する。このように
して、各生物群の疎密から系統の新旧に置き換
えていくと、そこにあたかも１本のモミの木が枝
分かれしたような図が出来上る。これをヘッケ
ルは系統樹（Stammbaum）と名づけた。その
枝分かれした時点が不明の場合はミッシング・
リンク（missing link, verlorene Kette失われ
た鎖の輪）とし、将来必ず化石という証拠で埋
められるであろうと予言した。

ちょうどその頃(1869)、ロシアの化学者メンデ
レーフ（D.H.Mendeleev, 1834~1907）が元素の
周期律なる法則性を発見しており、その時点で
未発見の元素とその元素の性質を予言してい

たが、その予言はみごとに的中し、周期律の真
価がセンセーショナルに喧伝されていた。その
発想がヘッケルのミッシング・リンクを予言する
際に、頭の中にあったことはほぼ間違いあるま
い。

ヘッケルの予言はこれに留まらなかった。現
在、地球上にはあまねくホモ・サピエンス（理知
的なヒトの意）が分布している。これをしだいに
過去へと辿っていくと、もはやサピエンスとは言
い難いホモ・ステュピデス（愚かなヒトの意）に
到達する。そこからさらに過去へと遡ると、つい
にサルともヒトとも区別できない生き物に辿り着
く。ヘッケルはこのミッシング・リンクである仮想
の生き物をピテカントロプス（サル的なヒトの

図 2　ピテカントロプス・アラルス想像図
ヘッケルはサルとヒトのミッシング・リンクを
ピテカントロプス・アラルス（言葉を持たない
サル的ヒトの意）と名づけ、想像図を描かせた
が、それによると額は低く、魯鈍な表情で、体
毛は深く、足の親指は離れてサル並みに物が掴
めた。赤唇縁（解剖学的用語）の俗称赤いクチ
ビルは、ホモ・サピエンスだけの特徴。パパと
ママとベビーが描かれていることから、家族は
存在したと考えていた。
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意）と命名し、近い将来に必ず化石というかたち
で発見されるであろうと予言した（図２）。

（注3）「個体発生は系統発生を繰り返す」
という生物発生学の大原則を主張。

Ⅱ - １３ 人類起源の地はアジアかアフリカ
か

この時点で、必然的に次の問題が浮上した。
人類の祖先は自然分類的におおよそどのような
生き物か、その身体特徴は比較解剖学的にも
類推はできる。その生息地域としては、地質学
的・古生物学的にみて、新大陸つまり南・北のア
メリカ両大陸は可能性が低いので除外できる。

ダーウィンは、現在ヒトにもっとも類縁性が近
いゴリラやチンパンジーが棲んでいるアフリカ
を第一の候補地域と考え、ヘッケルはオラン・ウ
ータンやテナガザルなどが棲むアジア（インド亜
大陸やアジア大陸や東南アジアなども含めて）
も可能性の高い地域だと考えていたらしい。

現在は古典的な二元論は不適当であり、人類
起源にかぎって考えれば、そして人類直前の化
石群をもとに推測すれば、アフリカからアジア各
地へと分布を広げたと考えるのが無難だとだけ
言っておこう。

Ⅱ - １４ ひとつの不可分な人類
イエズス会のラフィトー（Laf itau ,  J .  F, 

1670~1740）は、1724年にアメリカ原住民の風
俗や習慣について報告し、原住民が文化も法律
も神も持たない人間だという見下した見解に反
対し、彼らにも彼らなりの文化や神があり、それ
を外観だけ見て判断するのは間違いだと指摘し
た。　

かくして「ひとつの不可分の人類」に到達し
たのだが、その後この思想は二方向に分化した。

啓蒙主義思想とロマン主義による解釈の違いで
ある。

Ⅱ - １５  啓蒙主義の人間観
人類はさまざまな人種や民族というかたちで、

この地球上に存在している。人種は形質的（遺
伝的）に肌の色、毛髪や目の虹彩色、頭形や顔
形、身長や体型などを異にし、民族的には社会
の構造や生活様式、風俗や習慣、言語や宗教、
道徳や価値観などを異にする。

しかし、彼らは人類としてはひとつなのだか
ら、それらの見かけ上の違いの奥に普遍的な人
間の姿がある。それ故、見かけ上の違いを生じ
させている特徴をそぎ落とし抽象化すると、そ
こに普遍的な人間像が得られるのだ、と主張す
る。

この考え方は、ソクラテスやプラトンやアリス
トテレスの考え方そのままを再現しており、更に
はさまざまな現象の奥に普遍的な真理もしくは
法則があるという近代科学の見方につながるも
のがあり、その先駆となった。

Ⅱ - １６ ロマン主義の人間観 
ロマン主義はこのような啓蒙主義の考え方に

強く反発した。その運動は疾風怒濤（Sturm 
und Drang）といわれ、ゲーテ（Johann Wolf-
gang von Goethe, 1749~1832）やシラー(Jo-
hann Christoph Friedlich von Schiller, 
1759~1805 )やヘルダー(Johann Gottfried von 
Herder,1744~1803)らを中心とする1700年代の
ドイツにおける文芸運動を指す。

啓蒙主義がプラトン学派の系譜につながると
すれば、ロマン主義ははるかにソフィスト学派
（「人間こそ万物の尺度」と主張するプロタゴラ
スを中心とする学派）に近い。
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リンネ以来、自然分類法も確立して、その体
系のなかで整然と位置づけられている生物群を
謙虚に眺めると、カントが『判断力批判』
（1790）のなかで述懐しているように、「各動物
群の間で、このような類似があるということは、
共通のひとつの原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。これはまさ
に哲学者であることを超えた生物学的・系統発
生学的な観察眼そのものであろう。

しかし啓蒙思想に席巻されてばかりでなく、
ゲーテのロマン主義も反論する。「啓蒙主義者
が発見したという普遍的人間など、抽象的存在
であって現実には存在しない。概念として頭の
中にだけ存在する。人間は単なる人間一般では
ありえず、極めて具体的に有色人種か白色人種
か、男か女か、子供か大人かというかたちでし
か存在しない。このような特殊具体的なあり方
において初めて、人間という概念は現実化され
る」というのである。

だからゲーテは「すべての人間が集まってこ
そ、我々は人間的なものを生きるのであって、真
の人間とは全人類の外にない」といったのだ。
啓蒙主義者のいうような抽象的で現実にはあり
もしない普遍的な人間という考え方で、個人の
特徴を抑え込むようなことがあってはならず、独
自性や個性を誇りとすべきだというのがロマン
主義の立場なのだ。いろんな器楽から成り立つ
オーケストラを、たった1台のバイオリンで代表
させるような乱暴な考えは捨てた方がよい、と
いうのがロマン派の見解。現代の実存主義に近
いともいえよう。

18世紀の啓蒙主義やロマン主義の論争の中
心になったものは異人種、異民族を超えた「人

類」の概念だったが、深層では依然としてキリス
ト教的人間観が底流として存在し、それが人種
問題にも濃厚な影を落としていた。

しかしそれは学問的発展の帰結としてでなく、
当時の収まりようのないほど深刻な政治的・経
済的・倫理的・宗教的・異文化的現実に直面し
て、それが人種問題にも火をつけ、煽った結果
だと見た方がよいだろう。

Ⅲ - １　田辺元の『種の論理』を垣間見るとー
田辺元の『種の論理』（1934 ～ 35）は「社会存

在の論理」という解題的な副題のもとに、初登
場した。この論文が発表された時代的・社会的
背景は、人間の精神や思索の真っ只中に坐する
哲学者にとっては、文字どおり最悪そのもの
だった。日本は国際連盟を脱退（1933）して国際
的に孤立化、日支事変が勃発（1937）し軍部の
権限が強大化したため、その分だけ国民の自由
は侵害され、軍部の権限の強化を暗示する二・
二六事件（1936）や国家総動員法公布（1938）で
国民の人権はほとんど完全に剥奪され、大平
洋戦争勃発（1941）、終戦（1945）と矢継ぎ早に
継起し、この異常なまでに困難な中で、専門
の哲学を思索し、責任ある立場で自己の信条
を貫き通すことは、至難どころか命がけだっ
た。確かに、田辺の書く論文の随所に、哲学
者として命を懸けている覚悟のほどが滲み出
ている。

そんな過酷な状況のなかで、哲学的な思索の
メスは鈍ることなく、ますます深く切り下げられ
ていく。このような血の滲むような状況下で、田
辺自身の言葉を借りれば、概念に偏し、非実践
的なヘーゲルの観念弁証法でもなく、また他方、
事実に偏し、ヘーゲルとは逆の意味で抽象的で
あるマルクス主義の唯物弁証法でもなく、両者
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を総合する「絶対弁証法」の立場に立つことを
明言している。

ヘーゲルに対しては、プロティノスProt i -
nos(205頃～270頃)の『発出論』的性格を持つ
ことを批判。西田幾多郎の場合もすべての存在
を「絶対無」の自己限定から説明しようとする
発出論的な構成をとっており、「生のままなる現
実とか行為」が影の存在に貶められ、それらを
「諦観」する立場に終始している、と批判する。

田辺が「種の論理」において強調したのは、
ひとつの原点、そこから切れ目なく流れ出て大
河になるようなプロティノス的『発出論』ではな
く、類と種と個（前述のアリストテレス参照）が
相互に弁証法的に媒介されていることであった。
また、現実を外から眺めるのでなく「行為」を通
して直接にその現実に関わり、その現実を変革
する必要性であった。

また、田辺は西田の絶対無を「場所の論理」
としてでなく、「絶体媒介の弁証法」として構築
し直した。絶対無が体系のなかですべてのもの
の前提とされ、すべてのものに先立って直接的
に与えられたものだとすると、一種の「有」にな
ってしまうからだ。　　

プロティノス的発出論とは「一者」から、あら
ゆる存在者が流出してくるプロセスとして世界
の出来事を説明しようとする考え方をいう。そ
れによると、有から有が生じ（有から別の有へ
と置き変わるだけ）、無がはらむ変換量は、ここ
では消失してしまう。つまりそれは、弁証法的プ
ロセスが無視され、田辺がもっとも警戒してい
ることだった。

田辺が「種の論理」において訴えたかったも
う一つの動機は、国家が個人に対する強制をど
のようにすれば「自由」に転じ得るか。どのよう
にすれば、人をして自発的に国家組織に協力せ

しめることができるか。真の個人とはどのよう
な存在であり、個人と国家との関係はどうある
べきか。いかにすれば閉じられた特殊社会や強
圧的な民族国家を、開かれた類的国家に高める
ことができるか。国家の社会的基体であり、個
人を超える直接の統一原理たる「種族的」なる
ものから「種の論理」に転化させることができ
るか。このようなのっぴきならない状況のなかで、
田辺は時局的アポリアに直面したのだ。

中沢新一も『フィロソフィア・ヤポニカ』のな
かで、この問題について田辺の立場を正確に代
弁している。つまり『種の論理』では、個体が生
成される基体としての「種」というものから、社
会と歴史と思考能力と宗教の問題が考え抜か
れている。個体を出発点とするのでなく、個体と
いうものを包摂し、その個体の持つ個体性を飲
み込み、否定し去る存在でもある「種」というも
のを、矛盾をはらんだ運動体として考えること
から、すべての問題を捉え直してみようとする思
考である。

しかしもっとも近場に位置する生物学や自然
人類学の側から、殆んど批判や発言がなかった
のは、それらの学問分野から発言すべく、まだ
十分に成長していなかった。そしてまた、「種の
論理」が名著であるだけに、哲学の側からも、
少しは言及があってもよいのではないかと、いさ
さか心残りである。　

だが、そのことについては、田辺の「種の論
理」において、その論文の解題的な副題で、人
間の種的基体について「人間は社会的にのみ具
体的な姿を見ることができる」「人間は社会に
おいて、人間存在は社会存在において、初めて
具体的たり得る」という。この「種」の基体とし
ての把握の仕方が、生物学における「種」と大
きく異なっているのだ。
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田辺の「種の論理」は初めから「人間の社会
存在の論理」を意味しているのだ。だから人類
の起源や種の起源、家族や性の起源と進化、そ
れらの生物学的メカニズムの解明や種の系統
的分析を目的とする自然人類学とは、研究分野
を異にするが、場合によっては重なり合うことも
あるだろう。両分野の中心的概念に「種」とい
う同じ語が使用されることが多く、カテゴリー
や基体を大きく異にしているだけに、今後学問
的にいよいよ近接化し、内容が重なり合うこと
も起り得るだろう。究極的には、哲学も自然人
類学も「人間とはなにか」という同じ対象を研究
するところに収斂する。それ故同じ山頂を目指
すにしても、そのルートを異にしているのだと考
えた方がよいのかもしれない。

Ⅲ - ２ 田辺哲学の「種」概念－哲学と科学の
接点を求めて

いささか重複する話になるが、重要なので
「種」について、生物学では近代になり、比較
解剖学や個体発生学、系統発生学、進化学、古
生物学、遺伝学、生態学、動物心理学その他、
科学的技法の発達とともに、研究領域は物理学
や化学とさえも境界線を引くのが困難というより
もむしろ不可能に近い現状になってきている。
生命領域、分子領域での生命現象、ついには生
と死の生物学的領域の研究にも科学の射程が
伸びている。このような傾向が強くなるにつれ、
哲学と生物学や人間科学との協力がますます必
要になってくるだろう。

ついに田辺は生と死の問題をめぐって、弁証
法的立場から「生の存在学か死の弁証法か」の
テーマに到達し、その研究論文を遺作として、
世に残し、世を去った。

すでに田辺は京都大学を定年になった後、そ

の時点で相対性理論や量子力学とのかかわり
で、とくに注目するのは、かつてはそれらの現象
が、古典的な物理学と異なり、哲学的な性格を
有するようになった点である。たとえばハイゼン
ベルクの不確定性原理が主張されるとき、経験
的なものの存在とそれに規定される意識のほか
に、第三の契機として「無」ないし「非存在」を
認めざるを得ない点に田辺は注目している。つ
まり科学と哲学が相互に媒介し合う関係に立
脚するものでなければならないことを意味する
という。

内包と外延という数学的な問題でも、とくに
田辺はコナトゥスを承認する点で、実証主義的
な英国のラッセルらと意見を衝突させている。
田辺の見解は、未来を見据えた見解であるとい
ってもよいだろう。ラッセルら実証主義者は田
辺的な思想を神秘主義的というが、アジア的思
考に慣れ親しんだ筆者には田辺ともども、まっ
たく違和感のない見解だと思う。

田辺は新カント派（マールブルク大学のヘル
マン・コーエンを中心に）が内包的実在性は微
分的実在性、したがって微分的空間だと指摘す
る。たとえば無限小という「量」は実在するもの
（das Reale）そのものではない。だが実在する
ものの実在性（Realität）を表し、その意味で実
在するものの根源をなすということができる。

たとえばフラクタル思考の「魂」は有でもなく、
また無でもなく、ハイブリッドな有無の中間体
に他ならないという。それはプリミティヴな「分
有の論理」（レヴィ・ブリュール）が捕えた精霊
たちと同じように、「存在」の手前に止まって
「存在そのもの」を支え、包摂するフラクタルな
基体となって働いてきたものだ（中沢新一）。

この見解はレヴィ・ストロースの『野生の思
考』につながるものと考えられるだろう。一自然
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人類学者としても、無視し得ない問題だといえ
る。

この辺のところを、機会を改めてぜひ触れて
みたい。
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椙山人間学研究センター活動概要

○椙山人間学研究センター構成員（敬称略）

センター長 椙山孝金

主任研究員 渡邉毅 （プロジェクト統括）

客員研究員 稲村哲也

研究員 杉藤重信

事務局（企画広報部長） 竹田浩康

事務局（企画広報部企画課長） 藤田修

事務局（企画広報部企画課職員） 原田美佳

事務局（センター事務室職員） 大喜多優香

○プロジェクト構成員
①『総合人間論』

　プロジェクトリーダー　渡邉毅主任研究員

研究員：杉藤重信（人間関係学部教授）

  三井悦子（人間関係学部教授）

  三浦隆宏（人間関係学部講師）

②『女 性 論』

プロジェクトリーダー　東珠実

（現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部教授）

研究員：影山穂波（国際コミュニケーション学部教授）

  吉田あけみ（人間関係学部教授）

  藤原直子（人間関係学部教授）

  小倉祥子（人間関係学部准教授）

  小川奈保子（高等学校教諭）

③『人間発達論』

　※今年度は活動休止 

④『日本・アジア文化と人間』

プロジェクトリーダー　飯塚恵理人

 （文化情報学部教授）

研究員：加藤益幹（国際コミュニケーション学部教授）

  季増民（文化情報学部教授）  

 鄭麗芸（文化情報学部教授）

  二宮俊博（文化情報学部教授）

  樋口謙一郎（文化情報学部准教授）

  冨田和子（生活科学部助教）

  梅野きみ子（大学名誉教授）

⑤『環境と人間』

プロジェクトリーダー　野崎健太郎

（教育学部准教授）

研究員：宇土泰寛（教育学部教授）

  森昌彦（附属小学校教諭）

  川野幸彦（附属小学校教諭）

○平成26年5月1日（木）
・椙山人間学研究センター運営委員会持ち

回り会議にて開催

○平成26年5月19日（月）17:30～19:00
「椙山人間学研究センター平成 26 年度

  第 1 回人間講座」開催

テーマ：『2.22、クライストチャーチで何が

起こったか：3.11、東日本大震災

との比較で』

講　師：杉藤重信 センター研究員 / 人間関

係学部教授

場　所：椙山人間交流会館 1 階会議室　

参加者：52 名

○平成26年7月7日（月）17:30～19:00
「椙山人間学研究センター平成 26 年度

  第 2 回人間講座」開催

テーマ：『手記で読む望月カズの生涯―「韓

国孤児の母」となった日本人女性

の話―』

（平成26年4月から平成27年3月まで）
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講　師：樋口謙一郎 文化情報学部准教授

場　所：椙山人間交流会館 1 階会議室

参加者：61 名

○平成26年11月7日（金）17:30～19:00
「椙山人間学研究センター平成 26 年度

  第 3 回人間講座」開催

テーマ：『「私たちの中にある物語」を語るこ

との意味―人生体験を語り、書く

ことを考える』

講　師：塚田守 国際コミュニケーション学

部教授

場　所：看護学部棟 101 講義室

参加者：58 名

○平成27年1月22日（木）17:30～19：00
「椙山人間学研究センター平成 26 年度

 第 4 回人間講座」開催

テーマ：『美肌づくりの栄養学　～美と食の

かかわり～』

講　師： 大口健司 生活科学部准教授

場　所：国際コミュニケーション学部棟

010 講義室

参加者：62 名

○平成26年11月29日（土）
「第 31 回椙山フォーラム」開催

テーマ：『幸せな都市～近未来の地域デザイ

ンとは～』

趣旨説明・演者紹介：村上心氏

　　　　　（生活科学部教授）

基調講演：深尾精一氏

　　　　　（首都大学東京名誉教授）

事例報告：杉藤重信氏（センター研究員 /　

人間関係学部教授）

パネルディスカッション

　　　   ：深尾精一氏、村上心氏、杉藤重信氏

時　間：13:30 ～ 17:00

場　所：椙山女学園大学文化情報学部棟　

001 室

構　成：趣旨説明・演者紹介、第一部　基調

講演、第二部　事例報告、第三部　

パネルディスカッション

参加者：90 名

　　　（告知・広報）

①中日・日本経済新聞折込　22.2 万部

（平成 26 年 11 月 15 日（土））

②新聞「催事告知欄」（無料）への原稿送

付（中日、毎日、読売、朝日）

③マスコミへの取材依頼（名古屋教育

記者会 16 社）　

④教職員宛案内状送付　

⑤外部個人宛案内状送付　

⑥学園ホームページでの告知

⑦センターホームページでの告知

⑧名古屋市立図書館はじめ周辺地域の

30 図書館

⑨名古屋市立生涯学習センターはじめ

周辺地域 20 施設

⑩近隣大学及び大学関連機関 5 校

○平成27年1月26日（月）17:30～19:00
・プロジェクト活動報告会議開催

○平成27年3月16日（月）
・椙山人間学研究センター運営委員会開催
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○平成27年3月
・『椙山人間学研究 2014』（第 10 号）発行（3

月下旬完成予定）

■椙山人間学研究センター・ホームページの
　運営
・センターの活動であるフォーラム、人間

講座の案内や告知、その報告などの詳し
い情報をセンターのホームページ上に掲
載してセンターの活動を公開し、学園の
教職員や学生等のみならず一般の方々へ
も、センターの活動に参画いただけるよ
うにしている。年誌「椙山人間学研究」既
刊号全ても全項公開している。

・椙山人間学研究センター・ホームページ
　URL: http://shrc.sugiyama-u.ac.jp/

■「椙山人間学研究センター　打合せ会」
　開催日（毎回議事録作成）
　（参加：センター長、主任研究員、センター

事務室職員　陪席：杉藤研究員）
平成 26 年 4 月 11 日
平成 26 年 4 月 25 日
平成 26 年 5 月 8 日
平成 26 年 5 月 29 日
平成 26 年 6 月 27 日
平成 26 年 7 月 17 日
平成 26 年 7 月 30 日
平成 26 年 9 月 2 日
平成 26 年 11 月 6 日
平成 26 年 11 月 27 日
平成 26 年 12 月 24 日
平成 27 年 1 月 8 日
平成 27 年 1 月 22 日
平成 27 年 2 月 12 日
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

（趣旨）
第1条　この規程は、学校法人椙山女学園

（以下「学園」という。）が、建学の精神
に基づく伝統に立って、その教育理念「人
間になろう」そのものを、より広くより深
く研究し、新たな人間についての知の開発
を通して、学園の教育研究、学術の振興に
寄与するとともに、研究の成果を広く学
界、一般社会及び地域に向けて発信する拠
点として設置する、椙山人間学研究センタ
ー（以下「センター」という。）について
必要な事項を定める。

（センターの事業）
第2条　センターは、次の各号に定める事業

を行う。
（1）学園の教育理念「人間になろう」の調

査研究及びその教育実践の支援に関す
る事業

（2）新しい世紀に求められる「人間観」
（人文科学、社会科学及び自然科学等
における人間観の研究並びに学際的領
域の研究）についての調査研究事業

（3）学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク
に関する事業

（6）年報の刊行に関する事業
（7）人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会
への講師の派遣等に関する事業

（8）その他センター長が必要と認める事業

（センター長）
第3条　センターにセンター長を置き、セン

ター長は、理事長の命を受け、セン
ターの事業を統括し、所属職員を統
督する。

2　センター長の任期は2年間とする。ただし、
再任を妨げない。

（主任研究員）
第4条　センターに主任研究員を置く。
2　主任研究員は、各調査研究領域を統括し、

研究ネットワークを主宰する。

（研究員）
第5条　センターの事業遂行に必要な研究調

査を行うため、研究員を置くことが
できる。

（客員研究員）
第6条　センターの研究調査に関して、学園

外に広く知識又は経験を求める必要
があるときは、客員研究員を置くこ
とができる。

2　客員研究員について必要な事項は、理事
長が定める。

（事務）
第7条　センターの事務は、企画課が行う。

（運営委員会）
第8条　センターの的確かつ円滑な運営を図る

ため、センターに運営委員会を置く。
2　運営委員会は、センターの事業に関する

次の事項を審議する。
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（1）調査研究、委託研究、プロジェクト、
研究会及び年報等の事業計画に関する
こと。

（2）予算に関すること。
（3）前各号のほかセンター長が諮問するこ

と。
3　運営委員会は、次の各号に掲げる委員で

構成する。
（1）センター長
（2）大学長

（3）高等学校長及び中学校長
（4）小学校長
（5）幼稚園長
（6）主任研究員
（7）事務局長

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則（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10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。

未曽有の災害、東日本大震災から4年の時が
経とうとしています。平成26年は、東日本大震災
の記憶がまだ新しい私達が、改めて自然災害の
恐ろしさを思い知らされる年でした。8月には、
豪雨により広島市北部で大規模な土砂災害が
発生し、74名もの尊い命が失われました。9月に
起こった御嶽山の噴火では、死者57名、行方不
明者6名という数多くの犠牲者を出し、私達を
慄かせました。

また、国外においては、ギニアを始めとする西
アフリカでエボラ出血熱が流行し、平成26年6
月頃より感染が急拡大して、世界保健機関
（WHO）が世界中への拡散を懸念するほど深
刻な事態となりました。明確な治療法は未だ見
つかっておらず、エボラ出血熱の日本上陸に対
する不安の声が国内に広がっています。このよ
うにして振り返ってみると、平成26年は私達に
とって、自然災害や感染症など人類を脅かすあ
らゆる物事に対して、漠然とした不安を抱いた
年だったのではないかと思います。

しかし、そうした中、私達を元気にしてくれる
ようなニュースもありました。10月には、青色
LEDの開発により、赤崎勇氏、天野浩氏、中村
修二氏の日本人3名がノーベル物理学賞を受賞
し、日本中を沸かせました。海外においては、
若干17歳のパキスタンの女性マララ・ユスフザイ
さんがノーベル平和賞を受賞し、女性に対する
教育の必要性や平和を訴える彼女の声は、テレ
ビを通して私達の心を打ちました。

世界で活躍する人達の姿を見て称賛すると同
時に、彼らの生き方に共感を覚える人や、彼らか

ら勇気をもらった人もいたのではないでしょう
か？中には、彼らの歩んできた人生の道のりを
知ることで、自分自身の生き方、人間としての生
き方について、考えさせられた人もいたかもしれ
ません。

今年度の椙山人間学研究センターでは、自然
災害（文化人類学からのアプローチ）、「韓国
孤児の母」と呼ばれる日本人女性の生涯、ライ
フヒストリー、住まいと暮らし（地域設計）、美
と食のかかわりなど、多様なテーマ・研究領域
について人間講座とフォーラムを開催しました。
これらの公開講座を通して、さまざまな視点から
「私達はいかにして生きていくべきか」を模索
することができたのでは、と感じています。自然
災害、少子高齢化社会、グローバル社会など、さ
まざまな課題を抱える中で、人類は今後、どのよ
うな道を歩んでいくべきか。これは、私達がこ
れから先もずっと考え続けていかなければなら
ない、普遍的な課題ではないでしょうか。

椙山人間学研究センターでは設立以来、「人
間」について多方面から考察し、その知見を広
く提供できるように努めてまいりました。今後も
さまざまなテーマで講座を開催し、現代を生き
ていくためのヒントを少しでも皆様にお届けす
ることができたなら幸いです。また、講座の開催
のみならず、これまでセンターにて行ってきた研
究や考察を文章という形で残し、多くの方に提
供することも重要と考えております。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。この冊子が、皆様が人間について理
解を深めるための一助になることができればと、
心より願っています。

2015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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