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 　椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間
学研究第12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12年目に
あたる平成28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保育園、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校および大学・

大学院の各校が枠を越えて一体となり、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。 

 　今年度の「研究プロジェクト活動」では、
「総合人間論」「女性論」「日本・アジア文化

と人間」「環境と人間」「人間論教材作成」、

昨年度の「公募プロジェクト」からの継続で

ある「子どもの発達をつなぐ」の6プロジェ
クトが、それぞれのテーマで活動し、人間に

関する研究を行っています。また、昨年度か

ら開始された人間講座での「人間論シリー

ズ」の講演内容を1冊にまとめ、平成29年
度の大学入学者が受講する全学共通科目「人

間論」の授業で教材として配付する予定で

す。本学園の教育理念である「人間になろう」

の「人間」について1人ひとりが考える糸口
となることを願っています。教材の作成にあ

たっては、「人間論教材作成」プロジェクト

のリーダーである文化情報学部教授の米田公

則氏、人間関係学部教授の杉藤重信氏に多大

なご協力をいただきました。この場をお借り

して深く御礼申し上げます。 
　また、「椙山人間学研究」に長年に渡りご

執筆をされている江原昭善氏は、掲載された

小論類を『人類学者の人間論ノート』（出版：

雄山閣）という表題で、単行本として出版さ

れる予定です。椙山人間学研究センターに関

わる先生方によるご活躍が今後とも発展し、

多くの方々の知識の礎になればと思っており

ます。

 　今年度の人間講座では、発達心理学、文化
人類学、哲学、教育学など、様々な分野の先

生方をお招きしました。 
 　第1回人間講座（人間論シリーズ4　人間
の発達『やっかいな2歳児』）では、本学看
護学部教授、学長補佐である後藤宗理氏を講

師にお招きし開催しました。後藤講師は冒頭

で、2歳児を「やっかい」と思うのは大人の

『人間が人間らしく生きるために』

椙山人間学研究センター長
椙山　正弘
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受け止め方であり、子ども側から物事を受け

止めるために、我々大人たちはどう理解すべ

きかを考えていきたいと述べました。また、

2歳児は自分の意思で歩き回ることが可能と
なり、自己有能感が生まれ、自己主張をする

ことが多くなるが、この変化は子どもの成長

過程で必要不可欠であり、周囲の大人はこの

時期にやって良いこと、悪いことを学ばせる

必要があると説明しました。次に発達理論上

での2歳児の位置づけについて、発達心理学
の2人の専門家、エリクソンとピアジェの理
論をもとに説明しました。さらに、乳児期で

は周囲に愛される経験が大切であり、幼児期

では様々な体験を通して遊びを充実させる必

要があると共に、子どもにとって「安心・安

全基地」の場を作ることが養育者との信頼関

係を築く上で重要であると解説しました。続

いて、ウォルター・ミッシェルによる「マシュ

マロテスト」という実験をもとに子どもの自

己統制能力について解説し、4歳頃に見られ
る行動の違いが成長後も引き継がれることが

多いと説明しました。最後に、1人ひとりの
成長にあわせて気長に成長を見守ることや、

子どもが小さいうちに国を挙げて教育するこ

とが必要であり、「やっかいな2歳児」は長
い人生の一コマであると考え、子どもと向き

合っていくことが大切であるとまとめまし

た。 
 　第2回人間講座（人間論シリーズ5　環境
と人間『ゴリラがつなぐ森と人』）では、中

部学院大学教育学部子ども教育学科准教授の

竹ノ下祐二氏を講師にお招きし開催しまし

た。竹ノ下講師は初めにゴリラの基本知識と

して、ゴリラと人が進化的に距離が近いこと

等について解説しました。また、アフリカの

ガボン共和国のムカラバドゥドゥ国立公園で

行われているゴリラの調査について動画も交

えて説明し、保護する必要性の高い野生のゴ

リラが人間活動によって減少している一方、

野生のゴリラから被害を受けている地域住民

の存在について述べ、共存、共生が難しい現

状について語りました。次に竹ノ下講師は、

人とゴリラの共存、共生を図るために行われ

ている活動について解説しました。そのひと

つである「ゴリラ村プロジェクト」は、地域

住民をゴリラの「語り部」とし、研究や保全

活動の主体となってもらおうという活動で

す。語り部を育てるための研修では、地域住

民の価値観や考え方をグローバルな価値観に

変えて話す技術を育てる取り組みがなされ、

その研修を通して、「地域住民が自分とゴリ

ラ、森との関係性を改めて考え始めた」とい

う現状を語りました。最後に竹ノ下講師は、

このような活動を通してゴリラが地域住民と

森をつなぐ架け橋となるとともに、ゴリラの

保護活動が人と自然が共に生きていく道筋と

なるのではないかとまとめられました。 
 　第3回人間講座（人間論シリーズ6　人間
は、理解したがる存在である『暗い時代の人

間性について：ハンナ・アーレントの人間

学』）では、本学人間関係学部准教授の三浦

隆宏氏をお招きし開催しました。三浦講師は

初めに、今回の講座を通して、ハンナ・アー

レントの「人間」についての解釈を知ってい

ただきたいと述べました。次に「暗い時代の

人間性」というタイトルについて、現在も暗

い時代に当たるのではないかと述べ、そのよ

うな中で私たち1人ひとりが光明となりえる
のだと語りました。さらにアーレントの考え

の1つである人間の「複数性」について解説
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し、「1人ひとり違う人間である」という考
えを持つことの大切さを語りました。また、

アーレントの考えを理解するきっかけとして

自身が始めた「哲学カフェ」について説明し、

人と対話する中で感じる自分らしさ、他人ら

しさに触れることができる空間であると述べ

ました。そして、アーレント自身が裁判を傍

聴した、ナチス政権でユダヤ人大量虐殺に関

わった人物であるアイヒマンについて、「陳

腐で凡庸な人物」と捉え、彼の問題は「自身

の頭で善悪を考えず、与えられた業務を遂行

した無思考さに問題がある」と考えたと述べ

ました。「考えないこと」は「大きな悪」を

生む原因になり、私たち1人ひとりが悪を生
み、流される可能性を持っているとのことで

した。最後に、自身が講師の1人として登壇
する本年度12月10日（土）の「椙山フォー
ラム」では、「人間性の起源とゆくえ」をテー

マにすると紹介し、「人間」について改めて

考えるきっかけにしていただきたいと締めく

くりました。 
 　第4回人間講座（人間論シリーズ7『人は
教育によって人間になる』）では、「人間論シ

リーズ」の締めくくりとして、私、椙山正弘

が講師を務めました。まず初めに、「人は教

育によって人間になる」という解釈につい

て、人（個体）、人（人類）、人格完成の3つ
の視点からお話することを述べました。人（個

体）という視点からは、人間の発達には「発

達課題、発達段階」があると解説し、「言語

の習得の発達段階」では、「オオカミ少女」「野

生児」の例をふまえ、0歳から2歳頃に、抱っ
こ、添い寝などのコミュニケーションや会話

のキャッチボールが行われる環境が大切であ

ると説明しました。人（人類）という視点か

らは、「人間」という語の語源から始めや直

立2足歩行、脳の進化など成長と相俟って道
具による生産、社会、自然、文化などの現実

による広い意味の教育と、教育思想にもとづ

いた狭い意味の教育そのものによって人類が

人間になることを焦点を当て話しました。さ

らに人格完成の視点では、人工知能について

囲碁を使った例を交えて語り、いまのところ

人工知能では人格の完成には役立たないと語

りました。続いて、椙山女学園の教育理念「人

間になろう」をわかりやすく理解するために

提唱している、「ひとを大切にできる人間」「ひ

とと支えあえる人間」「自らがんばれる人間」

のそれぞれの意味についてお話ししました。

最後に、人間尊重のヒューマニズムの精神を

めざす人間、人類の協力と連帯の達成をめざ

す人間、「人間」という目標に向かって自ら

が実践する自覚と主体性を持つ人間を目指す

ことが、「人格の完成」と結びつくのではな

いかとまとめました。 

 　今年度のフォーラムは、学園創立111周年
にちなみ、「ヒト・ひと・人」椙山フォーラ

ム『人間性の起源とゆくえ：霊長類学と臨床

哲学の対話』と題して開催しました。京都大

学総長である山極壽一氏、大阪大学大学院文

学研究科教授である浜渦辰二氏を講師に、中

部学院大学准教授の竹ノ下祐二氏、本学人間

関係学部准教授の三浦隆宏氏をコメンテー

ターにお迎えしました。 
 　第一部の講演では、初めに山極氏が「サル
化する人間社会」と題して講演しました。「サ

ル、類人猿、ヒトの特徴を通じて人間性の由

来をお話したい」と切り出した山極氏は、人

間のコミュニケーションは、類人猿と共通で
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ある「対面交渉」から始まり、食や子育ての

共同という人間特有の行動を経て、相手の気

持ちを理解しようとする“同調”“共感”が

生まれ、相手の行動の意味を読みとる能力に

つながり、言語が生まれたのではないかと解

説しました。次に浜渦氏が、「ケアの臨床哲

学～生老病死の現場から～」と題して講演し

ました。まず、ネアンデルタール人が仲間の

死を悼む心を持っていたことを紹介し、古代

ギリシア人の死の認識や仏教用語である「生

老病死」について説明を加えました。さらに、

現代社会の中で「生」と「死」が医療化され

ている点について触れました。また、苦しむ

ヒト（Homo Patiens）、ケアするヒト（Homo 
Curans）という用語に触れ、人間の人間た
る所以を「ケアすること」に見ようとする人

間観について話しました。 
 　第二部のコメントでは、三浦氏が、山極氏
に対して、人間社会の格差の拡大、家族崩壊

の危機、同性愛をキーワードにコメントを行

いました。ルームシェアなど「他人」と暮ら

す若者の現状を例に、人間性の涵養に資する

点があるのか疑問を呈し、さらに生殖医療

等、人間だけが持つ技術の考え方についての

問いを投げかけました。次に竹ノ下氏が、浜

渦氏へのコメントとして、本来、進化の産物

であった「生老病死」を医療化することは、

手を差し伸べる側が他人の苦を支配し、管理

しようとしていることではないかと指摘し、

人類が進化史の中で獲得したのは手を差し伸

べるというケアであるが、「ただ見守る」と

いうケアが根源ではないかとその理由を語り

ました。 
 　第三部のパネルディスカッションでは、本
来見返りを求めない行為であるはずのケアが

ビジネス化している現状など、特にケアに焦

点をあてた議論が行われました。人間性の特

徴のひとつとして、未来について考えるため

「死」を苦しいと感じるのではないかとの見

解が示され、さらに、対面コミュニケーショ

ンが人間性と深くつながっていると考えられ

るのではないかとまとめられました。 

 　現在、社会では大きな変化の波が訪れつつ
あるように感じます。アメリカでは新大統領

が就任し、世界中の国々にも影響を及ぼす

ニュースが連日放送され、その過激な言動が

注目を集めています。 
 　椙山女学園では、「人間になろう」を教育
理念としてきました。「人間になる」とは、「ひ

とを大切にできる」「ひとと支えあう」「自ら

がんばれる」という意味が込められていま

す。一人ひとりが「人間になる」という意味

を考えることは、変化の過程にある現代社会

で生きるための、一つの道標となるのではな

いでしょうか。今後も、多方面からの知識を

発信する場として本センターは展開していく

所存です。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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フォーラム報告

椙山女学園創立111周年記念
  椙山フォーラム  「ヒト・人・ひと」
テ ー マ：人間性の起源とゆくえ：霊長類学と臨床哲学の対話
日　　時：平成28年12月10日（土）15：00 ～ 18：05
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：
  　　　　開会挨拶　森棟　公夫氏（学校法人椙山女学園理事長）  
 　　　　 趣旨説明・演者紹介　杉藤　重信氏（椙山女学園大学人間関係学部教授）  
 　　　　 第一部　講演①「サル化する人間社会」  
 　　　　　　　　　　　  山極　壽

じゅ

一
いち

氏（京都大学総長）  
 　　　　　　　　 講演②「ケアの臨床哲学～生老病死の現場から～」  
 　　　　　　　　　　　  浜渦　辰

しん

二
じ

氏（大阪大学大学院文学研究科教授）  

 　　　　 第二部　コメント  
 　　　　　　　　 三浦　隆宏氏（椙山女学園大学人間関係学部准教授）  

 　　　　　　　　 竹ノ下祐二氏（中部学院大学教育学部准教授）  

 　　　　　　　　 （進行役：五百部　裕氏（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  
 　　　　　　　　 山極　壽一氏（京都大学総長）  

 　　　　　　　　 浜渦　辰二氏（大阪大学大学院文学研究科教授）  

 　　　　　　　　 三浦　隆宏氏（椙山女学園大学人間関係学部准教授）  
 　　　　　　　　 竹ノ下祐二氏（中部学院大学教育学部准教授）  
 　　　　　　　　 （進行役：五百部　裕氏（椙山女学園大学人間関係学部教授））  

 　　　　 閉会挨拶　椙山　正弘氏（椙山人間学研究センター長）  
 　　　　 ※総合司会　杉藤　重信氏（椙山女学園大学人間関係学部教授）  
　　　　※第二部、第三部司会進行　五百部　裕氏（椙山女学園大学人間関係学部教授）

 総合司会（杉藤重信研究員）：本日は、椙山

フォーラム「人間性の起源とゆくえ～霊長類

学と臨床哲学の対話～」にご出席いただきま

してありがとうございます。本日は、プログ

ラムの都合上、若干遅い時間で始めさせてい

ただいておりますが、ぜひ最後までお聞きく

ださいますようお願いします。 
 　それでは、椙山フォーラムの始まりに当た
り、理事長の森棟公夫より一言ご挨拶を申し

上げます。（拍手） 
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【開会挨拶】 

  森棟公夫理事長 ：皆さん、こんにちは。椙山
女学園理事長の森棟公夫と申します。よろし

くお願いいたします。 
 　椙山女学園は、教育理念「人間になろう」
という言葉のもとで教育を進めておる次第で

ございます。本年は学園創立111年目になり
ますが、ちょうど100周年の折に「人間にな
ろう」を追求するために、椙山人間学研究セ

ンターというセンターを設置いたしました。

11年前になります。そして、そのセンター
のもとで毎年3回、4回の公開講座を開催さ
せていただいている次第でございます。 
 　今年は、公開講座をすでに3度開催しまして、
特に今回は、ご覧のように111年、1・1・1と
いう数字に合わせ「ヒト・ひと・人」と語呂合

わせをいたしまして、大きなフォーラムを開催

するに至りました。後ほど演者につきましては、

杉藤先生からご紹介いただけると思います。 
 　皆様におかれましては、本日の講演会で大
いに「ヒト・ひと・人」について学んでいた

だきたいと願い、私の簡単な挨拶といたしま

す。本日は、ご参加誠にありがとうございま

す。（拍手） 
 杉藤研究員：ご挨拶が遅れましたが、私は椙

山人間学研究センターの研究員をしておりま

す杉藤と申します。本日は総合司会を担当し

ますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

 【趣旨説明】 

  杉藤研究員 ：それでは、まず、本日のフォー
ラムの趣旨、また、本日の演者、コメンテー

ターについて簡単に述べさせていただきま

す。 
 　昨今、人間性について考えさせられる出来
事がいろいろと伝えられています。人道主義

が喧伝される一方、世界各地で難民を排斥す

る動きがあります。アメリカ大統領選挙でト

ランプ氏が候補者に決定した後、アメリカで

は株価が上昇して、経済回復の期待感が示さ

れる一方、ますます移民・難民を排斥する風

が強く吹いていると言われております。日本

でも在日外国人に対するヘイトスピーチが

ネット社会や街頭で見られます。東日本大震

災で避難を余儀なくされた避難民に対して心

ない言葉が浴びせられたとの報道もありまし

た。 
 　また、この夏には相模原の障害者福祉施設
への襲撃事件が起き、大量殺人事件となりま

した。被疑者個人の心的資質に原因を求める

だけではなく、また、施設の課題や制度の問
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題にとどめるだけではなく、被疑者の経歴や

社会的経験、大きくは社会の風潮や、それこ

そ人間のあり方の根源まで問い直さなければ

ならない、記憶すべき大変重要な出来事で

あったかと思います。 
 　こうした現代にあって、人間とは何か、人
間性とは何かについて改めて問われているの

ではないでしょうか。人間性の根源にさかの

ぼり、そのゆくえについて考察することは大

きな意味があると思われます。 
 　本日のフォーラムではお二人の基調講演者
をお迎えし、ご専門をクロスする形でコメン

トとパネルディスカッションのセッションを

用意しております。本日は、改めて「人間性

の起源とゆくえ」について再考していただく

機会になればと思います。 
 　さて、先ほど理事長からのご紹介にもあり
ましたように、本年度は、椙山女学園の創立

111周年となります。ご承知のように、椙山
フォーラムの企画は人間学研究センターで毎

年のように行っておりますので、この切り数

の111という年のフォーラムをどうするかが
本年度冒頭のミーティングの課題でありまし

た。100周年の次の切り数は200年、111周
年の切り数は222年と22年も長くなるじゃ
ないか。100年の切り数よりも長い間隔に当
たる。それでは、111周年は大事だというこ
とでありまして、そのとき、先ほど理事長も

おっしゃったように、これはセンター長が「ひ

と・ひと・ひと」だねとおっしゃったわけで

す。これがこの企画の始まりでありました。 
 　ところで、本学は江原昭善元学長や渡邉毅
元人間関係学部教授以来、犬山にあります京

都大学の霊長類研究所とご縁があります。本

日、基調講演をお願いしている京大総長で霊

長類学者の山極さんもそうでありますが、後

ほど第二部、第三部で司会を担当します人間

関係学部の五百部さんもまたかつて霊長類研

究所に在籍しておりました。 
 　霊長類学や文化人類学では、片仮名の「ヒ
ト」を生物としての人間を指す言葉として使

います。生物としての人間や進化に関連させ

て人間を扱う場合、片仮名の「ヒト」を使い

ます。ですから、まずは霊長類からつながる

人間性をテーマの一つとする。これで「ひと・

ひと・ひと」の最初の「ひと」を片仮名の「ヒ

ト」とするというアイデアが生まれたのでし

た。 
 　私は文化人類学を専攻し、オーストラリ
ア・アボリジニを研究しておりますが、この

5月の文化人類学会の総会で、南山大学で第
50回の記念大会が行われました。その折、
山極さんが招待講演者になっておられまし

て、霊長類学、自然人類学、文化人類学の3
つの立場から、暴力性の起源を考えるという

問題提起の講演会の演者としておいでになっ

たわけです。 
 　学会終了後、山極さんとは懇親会で同席さ
せていただく機会を得まして、その折、アフ

リカでのゴリラに関するフィールドワークの

話をひとしきり伺いました。そのときに2つ
目のヒントを得たのです。そのとき、接点が

ないとも思える領域同士の対話ということを

山極さんはおっしゃったわけです。それは臨

床哲学の大阪大学元総長の鷲田清一先生と山

極さんが交流されているということでありま

した。 
 　幸い、本学の人間関係学部には鷲田さんか
ら薫陶を受けた、後ほどコメンテーターとし

て登場します三浦さんがいます。三浦さんに
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は、本日のもう一方の講演者である浜渦さん

をご紹介いただきました。実は、浜渦さんは

鷲田さんの大阪大学の臨床哲学講座の後継者

であります。こうして臨床哲学を漢字の「人」

と置き、霊長類学の片仮名の「ヒト」、これ

と対して、そして、もう一つ真ん中に平仮名

の「ひと」が残ったわけです。 
 　昨今、哲学はさまざまな分野で人間にかか
わる現代的事象の理解について深く考察を始

めています。例えば、フランスの哲学者ミシェ

ル・フーコーは、「たった今、進行しつつあ

ることは何なのか。我々の身に何が起ころう

としているのか、この世界、この時代、我々

が生きている、まさにこの瞬間は一体何であ

るのか」、こう問いかけています。 
 　霊長類学は霊長類の一員としての人類と他
の霊長類との行動比較や、人類を含む霊長類

の進化を手がかりに人間とは何か、人間性と

は何かについて問いかけています。この2つ
は一見全く領域が違う学問領域でありますけ

れども、共通項があります。実は両方の学問

ともに現場に出て知るという霊長類学の

フィールドワーク、臨床哲学の臨床という言

葉がまさにこれに当たると思います。 
 　私たちは、平仮名の「ひと」を相異なる2
つの領域がまじり合うアリーナ、語り合う場

と考えました。そこで、2つの領域を取り結
ぶコメンテーターとして、霊長類学を専攻し

て、人間の子供についても発言をなさってい

る、中部学院大学の竹ノ下さんをお招きしま

した。竹ノ下さんは、ゴリラ研究で山極さん

とかかわりの深い方です。竹ノ下さんには臨

床哲学の浜渦さんのご講演に対して、霊長類

学から何らかのコメントをお願いするという

ことにいたしました。 

 　また、人間関係学部の三浦さんはカフェ
フィロといって街角のカフェで哲学を語り合

うという活動で、臨床哲学の実践をなさって

います。臨床哲学の立場から山極さんのご講

演に対するコメントをお願いしたいと考えま

した。また、このお二人は、実は先ほど理事

長からの紹介がありました、今年度の人間学

研究センターの人間講座でもご登場いただい

たところであります。 
 　さて、これで「ヒト・ひと・人」の3つの
人がそろいました。語り合いの場であるこの

フォーラムにおけるクロスセクションのコメ

ントと、基調講演者とコメンテーターを交え

てのディスカッション、どのように展開しま

すやら。講演の後、語り合いのアリーナでは

人間関係学部の五百部さんに司会進行をお願

いしております。大いに期待したいと思って

おります。本日のフォーラム、ぜひお楽しみ

ください。 
 　長くなりましたが、以上でフォーラムの趣
旨説明と演者、コメンテーターのご紹介とさ

せていただきたいと思います。 

 【第一部　講演①】「サル化する人間社会」 

 山極　壽
じゅ

一
いち

氏（京都大学総長） 

  杉藤研究員 ：それでは、最初の基調講演者か
らご紹介を申し上げます。 
 　京都大学総長で霊長類学者の山極さんで
す。「サル化する人間社会」と題して、1つ
目のご講演をいただきます。 
 　山極さん、どうぞよろしくお願いいたしま
す。（拍手） 
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  山極壽
じゅ

一
いち

氏 ：皆さん、こんにちは。今日は、
この記念すべき講演会にお呼びいただきまし

てありがとうございます。私からは、サル、

類人猿を通じて人間性の由来ということをお

話しさせていただこうと思います。 
 　まず、我々は毎日、毎日、言葉をしゃべっ
ていますけれども、言葉というのはいつごろ

人間の社会に出てきたのかということからお

話をしたいと思います。 
 　人間は、今の知見では約7万年前に言葉を
使い始めたと言われています。しかし、人間

の進化というのは、最も近縁なチンパンジー

との共通祖先から分かれてから700万年も
経っているのです。700万年の中の7万年で
すから、99％は基本的に言葉をしゃべって
いなかったということになります。 
 　人間らしい特徴がどのような順番であらわ
れてきたかというと、チンパンジーとの共通

祖先から分かれてから2足で立って歩き始め
て、そして、犬歯が小さくなって、やっと石

器を使用したという証拠が出てきたのが250
万年ぐらい前です。200万年前ぐらいに脳が
大きくなり始めるのです。そして、脳が現代

人並みに完成する、1,400ccぐらいになるの
は60万年ぐらい前なのです。現代人が登場
するのが20万年前ですから、実は、我々が

今使っている言葉、人間の知性の源泉だと考

えられている言葉というのは、脳が大きくな

るためには役立っていないのです。逆です。

脳が大きくなったから言葉をしゃべることが

できるようになったということです。 
 　そこから、では、脳が大きくなった理由は
何だろうということを考えてみた人がいま

す。イギリスの人類学者ロビン・ダンバーと

いう人ですが、脳の大きさというのは、脳に

占める大脳新皮質の割合が大きくなれば脳が

大きくなるということが、霊長類ではわかり

ました。 
 　（スライド1）このドットは、それぞれの
霊長類の種平均値を示しています。今、X軸
に新皮質比、つまり脳の表面を覆っている新

皮質の脳に対する割合をとって、Y軸に色々
なパラメーターをとってみました。そうする

と、余り相関関係はなかった。1つだけ非常
にきれいな相関関係を示すものがあった。そ

れが平均的な群れの規模なのです。 
 　では、これは一体何をあらわしているかと
いうと、霊長類種のヒヒやニホンザルでも比

べてみると、平均的な群れの規模が大きくな

ればなるほど、この新皮質の割合が大きくな

(1998)

（1）
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る。すなわち脳が大きくなるということがわ

かった。つまり、仲間の数がふえるというこ

とですから、社会的な複雑さが増せば増すほ

ど脳は大きくなった。ということは、霊長類

の脳は社会脳として大きくなったということ

なのです。恐らく人間の脳も言葉をしゃべる

前に社会脳として大きくなった。そして、集

団がだんだんと大きくなっていったというこ

とを示唆していると思われるわけです。 
 　それをもとにしてダンバーはこういうこと
をやっています。（スライド2）一番右側に
「3.5」とX軸に書いてありますが、これは
350万年前の、まだ人間としてのホモという
学名がついていない、アウストラロピテクス

という段階の脳です。これは脳がゴリラ並み

の500cc以下だった。そのころの古い人類の
脳は、恐らく30人前後の集団だろうと考え
た。そして、やっと脳が大きくなり始めたホ

モ・ハビリス、X軸の「2.0」、すなわち200
万年前、このころに50人ぐらいの集団になっ
て、だんだんと脳が大きくなるにしたがい集

団規模が大きくなりました。最終的に、今我々

が持っている1,400～ 1,600ccぐらいの脳で
は、150人から160人ほどの集団で暮らすの

に適しているという数字を出したわけです。

これはとてもおもしろい数だと思います。 
 　実は、私が調べているゴリラの脳というの
は、大体10人から15人、せいぜい30人ぐら
いの集団サイズに匹敵します。今、我々の社

会では、幾つかの集団規模で行っている活動

があります。それを見てみると、我々が言葉

以外のコミュニケーションを使っているとい

うことがわかるわけです。 
 　例えば10人から15人、これを聞いたとき
に、皆さん、頭にどういう集団を思い浮かべ

ますか。これ、スポーツの集団なのです。サッ

カーはイレブン、ラグビーはフィフティーン

でしょう。このぐらいの数の組織だと、言葉

を使わずに活動ができる。もちろん毎日毎日

言葉を使ってプレイの説明をしています。だ

けど、試合のときには目くばせとか、ちょっ

としたかけ声とか、手ぶりとか、そういうも

のを手がかりにチームワークを組むわけで

す。言葉で説明している時間などないですか

ら。そして、みんなが、11人や15人がまる
で生き物のようになって動く、これを、共鳴

集団といいます。日常生活ではこれを家族と

言ってもいいです。家族というのは、毎日毎

日顔を合わせており、お互いのくせも知り抜

いているので、朝顔を見れば、すぐどのよう

な気分かがわかる。だから、それに合わせて

振る舞えるというような数です。ここでも、

本当は言葉はいりません。 
 　では、30人から50人、ちょうど人間がホ
モと呼ばれるほど脳が大きくなった、600cc
を超えた時期の集団です。この数はものすご

くおもしろい数なのです。学校のクラスの

数、30人から50人ぐらいでしょう。それか
ら、会社の部の数、宗教の布教集団の数、軍

(1996)

（2）



Journal of Sugiyama Human Research 2016012

フォーラム報告

隊の中隊の数、これ、みんな誰かが手を挙げ

れば、それについていけるような数なので

す。分裂せずに統一した行動がとれる数で

す。これも実際は言葉でというよりも、身体

の同調で組織されている。 
 　では、我々人間が持っている1,400ccぐら
いの脳が適応している150人ぐらいの数とい
うのは何なのかと言ったら、例えば食料生産

を自分たちでしていない、狩猟採集民の人た

ちの村の平均サイズというのは150人だとい
うのはわかっています。僕は、これは社会資

本だと思うのです。社会資本というのは、例

えば我々が年賀状を書こうとしたときに、リ

ストに寄らずに顔が思い浮かべられる数なの

です。これが、要するに名前によって覚えて

いるのではなく、一緒にした経験や記憶に

よって頭の中に顔として残存している数なの

です。その人たちというのは余り疑うことを

せずに、何か困ったことが起こったら頼れ

る、そういう人たちなんじゃないか。だから、

それも言葉によって紡がれた関係じゃないで

すよね。もちろん我々は今、言葉を手放すこ

とはできませんから、必ず言葉は介在しま

す。しかし、あえて言葉はなくても、そうい

う記憶というのは残っているわけです。 
 　だから、それが恐らく現代社会において、
言葉をこれほど頼りにしている我々でも持っ

ている社会の組織の規模だと思うのです。そ

れは人類の進化をあらわしているのではない

かと思うのです。 
 　今日は、人間の特徴というものをずっとさ
かのぼってみたいと思います。そのときに比

較の対象になるのは、ゴリラやオランウータ

ンやチンパンジーと言われている類人猿で

す。ゴリラやチンパンジーというと、類人猿

というし、サルでしょうっておっしゃいます

が、サルではない。（スライド3）なぜなら、
これは系統図といって、このオレンジ色の線

が系統の筋なのですが、一番下にゴリラやオ

ランウータンやチンパンジー、ヒトも含まれ

ています。これはヒト科という分類なので

す。大体2,500万年から3,000万年ぐらい前
にサルの祖先と分かれています。でも、チン

パンジーとの共通祖先とは700万年ぐらいし
か分かれていない。だから、ゴリラもヒトも

チンパンジーも一緒の分類群で、彼らはヒト

科なのです。ゴリラもチンパンジーもヒトと

同じようにサルから遠く離れているわけで

す。それをまず頭に入れておいてください。

そうしないと、「サル化する人間社会」とい

う意味が宙に浮いてしまいます。 
 　私はこれまでずっとゴリラの研究をしてき
ました。ゴリラというのはアフリカにしか住

んでいません。今、4種類のゴリラがいます
が、そのうちの3種類を私は調査してきまし
た（スライド4）。 
 　最初に調査したのはマウンテンゴリラと
いって、高い山の上に住んでいるゴリラで

す。大体標高3,000メートル以上のところに

（3）
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住んでいるのですが、私のフィールドの先生

はアメリカ人女性のダイアン・フォッシーと

いう方です。（スライド5）左側は本物のダ
イアン・フォッシーで、右側はダイアン・

フォッシーの一生を描いた記録映画で、この

映画はフィクションですが、ハリウッドでつ

くられ、シガニー・ウィーバーが主演女優で

した。残念ながら、ダイアン・フォッシーは

1985年のクリスマスの晩に何者かに惨殺さ
れて亡くなりました。私はそれまで指導を受

けたのですが、80年に指導を受けたころの
ダイアン・フォッシーさんです（スライド6）。
怖い顔をしているのは、ゴリラが密猟に遭っ

て、どんどん命をなくしてくという時代でし

たから。持っているのはわなです。私は26
歳の若いころです。 
 　そのとき私が見つけたのは対面行動、顔と
顔をこれだけ近づけて挨拶をしたり、いろん

なことをする、そういう行動でした（スライ

ド7）。これを私はのぞき込み行動と名づけ
たのですが、驚いたのです。それまで私はニ

ホンザル、サルの研究をしていましたから、

相手の顔をのぞき込むというのはちょっとし

た威嚇、強いサルが弱いサルに対して、おま

えガンつけただろうみたいな、人間のような

感じでがっと見る、そういう行動だと思い込

（4）

since 1967

（5）

（6）

（7）
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んでいました。だから、ゴリラから実際にの

ぞき込みをされたときに、顔を伏せたんで

す。相手の顔を見返したら挑戦したとみなさ

れて、逆に攻撃されてしまう。それを恐れて

目をそらしました。 
 　同じようなことが実はビデオで写されてい
るので、見ていただこうと思うのですが、こ

れはコンゴ民主共和国という場所でゴリラツ

アーをやっている風景です。今写っている人

間はゴリラツアーのガイドさんです。ガイド

さんに対してゴリラが挨拶に来たのです。も

う慣れていますから。ゴリラはゴリラ流の挨

拶をしたい。だから、ガイドさんが自分を振

り向いて真っ正面から見てくれるのを待って

いるわけです。そうしないと、顔を近づけら

れない。これがゴリラ流の挨拶なのです。 
 　でも、なかなか顔を向けてくれないので、
何とか顔を向かそうとしているわけです。で

も、ガイドさんはなかなか真っ正面から顔を

向けてくれません。しかし、ゴリラはあきら

めずに自分が回り込んで顔を近づけてきたの

です。別に臭いをかいでいるわけじゃありま

せん、ゴリラの嗅覚は人間より劣るぐらいで

すから。これがゴリラのあいさつだったので

す。 
 　その後、私はモンキーセンターに勤めるよ
うになって、日本に帰ってきてモンキーセン

ターにいるチンパンジーを見てみました。す

ると、同じことをやっているのです。あれ、

これはやっぱり類人猿とサルの違いかなと

思ったわけです。 
 　では、さきほど言ったように、ヒト科に属
しているヒトはどうなんだ。ヒトも同じよう

なことをやっているのです。皆さんも今日起

きてから、何度か仲間に顔を近づけているは

ずですよ。しかし、ゴリラほど近づけたら、

ちょっと不気味な感じがしますよね。どのく

らい顔を近づけているかというと、机をはさ

んで向かい合っているという距離なんです。

しかも、どういうときに向かい合っているか

と言ったら、食事をしているときなんです。

食事というのは、サルにとってはけんかの源

泉です。そういう競合が高まりそうな状況で

顔を平静に向かい合わせているというのはサ

ルからするとおかしく見えるわけです。 
 　でも、人間はやっているわけです。人間は
話をしているんですよ、話をするために向か

い合わなくちゃいけないでしょうとおっしゃ

ると思います。しかし、よく考えてみてくだ

さい。もし会話というものが音声によって情

報を伝達し合うという行為だとすれば、向か

い合う必要はないですよね。後ろ向きであっ

ても声は聞こえるわけですから。事実、今は

携帯電話がはやっていますから、近くにいて

も会わずに携帯で話しているという若者は結

構います。でも、我々、私は年取っているか

らそうなのですが、今日の講演会では結構年

を取った方もいらっしゃるので、やっぱりこ

うやって向かい合ってしゃべるのが当たり前

だと思っていますよね。なぜでしょうか。 
 　それは、どうやら目にそのヒントがありそ
うだということがわかってきました。（スラ

イド8）縦一列に並んでいますが、左側の上
からずっとサルの目が並んでいます。一番下

は人間の目です。右側の列は、一番上に人間

の目があって、その下に、ゴリラ、オランウー

タン、チンパンジー、一番下がテナガザルで

す。人間に近い、類人猿の目です。でも、類

人猿の目は人間の目ではなく、サルの目に似

ていますよね。人間の目だけ変です。何が変
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か。白目があるのです。この白目というのが

くせ者です。ちょっと動いただけでどこを見

ているかわかるし、その目の動きによって、

私たちはその人の気持ちを知ることができ

る。あるいは相手の自分に対する評価を知る

ことができる。対面して目の動きをモニター

しながら、私たちは実は言葉ではない、もの

すごく色々な情報を読んでいるわけです。 
 　しかも、重要なことは、この目から受ける
情報を理解する能力は習う必要がないので

す。習ったことないでしょう。向かい合った

人がどういう目をしたら、それはどういう気

持ちをあらわしているんだなんていうことを

わざわざ習った記憶はないのです。生まれつ

きそういうものを持っているのだと思いま

す。もちろん経験によってそれは確かになっ

ていくのでしょうが、そういう感性というの

は我々は初めから持って生まれてくるので

す。だから、これはきっと古い行動であり、

古い人間の特徴であるはずです。 
 　しかし、さきほど並べてみたように、ゴリ
ラもチンパンジーもこういう目を持っていま

せん。ということは、チンパンジーとの共通

祖先から分かれて、700万年の間に私たち人

間はこういう目を進化させた。恐らくこれは

言葉よりずっと前に備わった人間の特徴だろ

うと思います。 
 　私たちは、何のために目の動きを読んで、
何を知ろうとしているのか。それは相手の気

持ちです。感情の揺れや自分に対する気持

ち。それは私たちの共感能力を高めるために

役立ったのではないかと思います。 
 　それでは、何でそんな共感能力を我々人間
は高める必要があったのだろうか。ゴリラも

一応のぞき込み行動を通じて相手を顔と顔と

で操作しようとしています。ゴリラでも相手

の気持ちをわかる能力は持っています。しか

し、人間はそれよりずっと高い能力を持って

います。それはなぜ必要だったのかというこ

となのですが、それは、私は共食、食事を一

緒にするという行為と、それから、共同の子

育て、子供を一緒に育てるという行為から生

まれてきた能力だろうと思っています。 
 　サルと類人猿を比較してみます。（スライ
ド9）これはニホンザルです。左上の2頭の
ニホンザルが今、餌を挟んで向かい合ってい

ます。こっちを向いているサルのほうが弱

い。近づいていくサルのほうが強い。サルは

Kobayashi & Koshima (2001)

（8）

1986

（9）
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自分と相手のどちらが強いか弱いかをはっき

りと意識して、それを行動にあらわします。

食物を挟んでいるということは、けんかをし

そうな状況ということです。競合する状況

で、弱いほうのサルが必ず餌から手を引っ込

めて、相手に対してちょっと歯をむき出す、

人間の笑いのような表情を示しています。こ

れはグリメイスといって相手にこびる、相手

に自分が敵意がないことを、相手のほうが自

分より強いということを示す表情なんです。

そうすると、強いほうのサルは餌場を独占し

て、決して分けようとしない。それがサル社

会のルールです。人間から見ると、何かすご

く厳しいように見えますが、サルにとっては

別にどうってことないのです。餌は自然界に

幾らでもあるわけですから、ちょっと距離を

置けば、みんなそれぞれ餌にありつけます。

だから、これはみんなで分散して食べましょ

うよという、そういうルールなんです。 
 　サルは自分と相手だけではなくて、他のサ
ル同士のどれが強いかをよくわかっていま

す。だから、それを利用する。今、右下の図

では、真ん中のサルが一番弱いわけです。今、

目の前に自分より強いサルがいるから、餌に

手が出せない。でも、ふと右側を見ると、目

の前のサルよりも強いサルがやって来るの

で、これを利用してやろうと助けを求めま

す。そうすると、一番右側の一番強いサルに

とって、一番左側の自分より弱いサルが強そ

うな態度を示していると、自分の社会的地位

が脅かされる。だから、一番左側のサルをやっ

つけます。そうすると、結果的には真ん中の

サルが、一番弱いサルが餌に手を出せるとい

うことになる。 
 　これがサル知恵なんです。余りサルをばか

にしたらいけないですが、でも、どう思いま

すか。これ、皆さんもやると思いますか。私

もやるという人は手を挙げてください。いる

でしょう。これ、人間だってやりますよ。で

も、人間はこれを見るとちょっと品がないな

と思うわけです。だって、虎の威を借る狐と

いうことわざがあって、これはキツネに例え

てこういうことをする人間を蔑んでいるわけ

でしょう。人間はサルより類人猿のほうに属

している。食物を分配するのです。 
 　（スライド10）左側がチンパンジー、右側
がゴリラなのですが、チンパンジーを見てく

ださい。真ん中にいる大きな大人のオス、こ

れがたった今、ハンティングでとってきたサ

ルの肉を持っています。本当はそれを自分で

独占して食べたい、チンパンジーは肉が大好

きですから。でも、そこにおばさんチンパン

ジーたちが3頭もやって来て、手を出して、
くれ、くれ、くれと言うわけです。それがす

ごくしつこい。そのしつこさにとうとう根負

けして、オスはその肉を引きちぎらせてや

る。右側もそうなのですが、大きなオスゴリ

ラがぼとんと落ちてきた大きなフットボール

大のフルーツを手に持って食べ始めた。そこ

（10）
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に子供やメスたちがやってきて、じっと円陣

を組んで見詰めるわけです。そうすると、そ

れをちぎって落としてやる。それをとらせて

やる。そういうことが起こります。 
 　これはどうでしょう、サルと違うわけで
す。サルは、強いサルがきて、食物を独占し

てしまうので、餌は分配されない。チンパン

ジー、ゴリラ、この食べているシーンを見て、

何か思い出しませんか。人間の食事なので

す。人間の食事は、同じものを向かい合って

一緒に食べるという行為です。そういうこと

はサルでは起こらない。でも、チンパンジー

やゴリラでは起こるわけです。こっちのほう

が人間としては常識なのです。 
 　でも、これは条件がある。つまり、食物を
持っている強いほうがそれをほかの仲間に分

けてやらないと、こういう光景は生まれない

わけです。私たちは全く疑問を抱かずにそう

いうことを毎日毎日やっているわけです。サ

ルから見れば、何をばかなことやっているの

と見えるわけです。そういう世界に我々はい

つしか入ってしまっているということです。 
 　人間は食物をさらに採集する場面から仲間
の食欲を頭に入れて、自分の必要以上の食物

を持って帰ってきて、それを仲間と分配して

一緒に食べるということをやっている。しか

も、その食物を利用して相手と仲よくなろう

としたりするわけです。挨拶に饅頭を持って

いくでしょう。饅頭を持っていくときと持っ

ていかないときでは相手の態度がだいぶ違う

わけです。だから、食物を社会化して道具化

して、人間同士のコミュニケーションに使う

ということをやっている。これはサルには絶

対できない行為ですし、ここまでやるのは人

間だけで、ゴリラやチンバンジーにもできま

せん。それは相手の食欲がわかっていて、一

緒に食べるということによって相手がどう変

わるかということを知っている。つまり、そ

れを読む力があるのです。そういう共感能力

を育てたのです。 
 　それはどういう順番で進化してきたかとい
うことを分析した人がいます（スライド

11）。サルは、食べ物は基本的に植物ですか
ら、どこにでもある。だから、分配する必要

がなかった。しかし、その中で大人から子供

に分配する種があらわれた。そして、その中

でその行動が大人同士の間に普及して、大人

同士でも分配するような種があらわれた。こ

れはチンパンジーとゴリラ、ヒト科の類人猿

と、もう一つ分類群があります。南米に住ん

でいるタマリンやマーモセットという一度に

双子や三つ子を産むような種類の小さなサル

たちです。そして、その中でたった1種だけ、
血縁関係にもない初めて会った人なのに、気

前よく食物を分けてあげる人間があらわれた

わけです。広域の分配をやるのは人間だけで

す。なぜこのような行為があらわれたのかと

いうのは、人間がサルや類人猿が住まない地

域に、危険な、そして、食物が少ない場所に

Jaeggi & Gurven (2011)

Total sample: 69 species

: 39 species

15/10 species

Homo sapiens

（11）
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出ていったために、こういう行動に大きな影

響が大きな利点となったというわけなので

す。 
 　つまり、分配を通じて共感能力が高まっ
た。そして、もう一つは、子育てを共同する

という現象が食物の分配と深い関係があると

いうことです。これは実はゴリラの子供と人

間の子供を比較してみると、よくわかりま

す。私もゴリラの子供を育てたことがありま

す。ゴリラの子供は、すごく小さく産まれ、

生まれるときの体重は、大体1.6キロから1.8
キログラムぐらいです。でも、大人になると、

オスは200キロ、メスは100キロを超えるこ
とが普通です。だから、すごく小さく産んで

大きく育つというのがゴリラの特徴です。そ

して、3年間から4年間ぐらいお乳を吸いな
がら育つわけです。お母さんは1年間、赤ん
坊を離さない。だから、ゴリラの赤ちゃんは

すごくおとなしいです。泣かない。 
 　このゴリラの子供と人間の赤ちゃんを比べ
てみると、とてもおもしろいことがわかりま

す。まず、人間の赤ちゃんは大きいです。ゴ

リラの2倍近く3キロほどあります。なぜこ
んなに大きな体重で生まれてくるのでしょう

か。赤ちゃんはよく泣きます。そして、よく

笑います。なぜこんなに表情豊かなのでしょ

うか。重たく産まれてくるということは、成

長して産まれてくることと思いますよね。し

かし、お母さんにつかまらないほどひ弱で

す。しかも、成長が遅い。ですが、乳離れだ

けは早いのです。1歳、2歳で乳離れしてし
まう。ゴリラは乳離れまで3年から4年かか
るわけです。（スライド12）これは、オラン
ウータン、ゴリラ、チンパンジー、ヒトの成

長、繁殖というのを色分けしたものです。 

 　上に年齢が書いてあります。オランウータ
ンは乳児期、お乳を吸っている時期が7年も
あります。ゴリラは3年から4年、チンパン
ジーは5年あって、人間だけは1年から2年
ぐらいで乳離れします。でも、乳離れしたか

らといって、大人と同じものが食べられる時

期にはすぐにならないわけです。子ども期は

乳歯なのです。乳歯というのは、エナメル質

が薄くて華奢ですから大人と同じ物は食べら

れない。今、もちろん我々は文明の社会にい

ますから、離乳食には事欠かない。でも、人

間が人工食をつくることができなかったころ

は、わざわざこの時期の華奢な歯を持った子

供たちが食べられるように食物を運んできて

やらなくてはいけなかったわけです。なぜそ

んなコストをかけてまで子供を早く離乳させ

てしまうのだろう。 
 　それから、青年期、繁殖能力がついたのに
繁殖しない時期、できない時期が人間だけに

ある。そして、老年期の時期が長い、この点

が人間は他と違う特徴です。 
 　初めて歯が生えてくる歳を比べてみると、
オランウータンが離乳したときは既に永久歯

は生えています。ゴリラもそう、チンパンジー

0       5       10       15       20       25       30       35       40       45      50       55

Yamagiwa (2015)

（12）
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もそうです。現代人は、平均で2.4歳ぐらい
で離乳するのですが、大臼歯が初めて生えて

くるのは6歳近いのです。だから、少なくと
も3年ぐらいはこの時期が続くのです。変
じゃないですか。本来ならば、6歳ぐらいで
離乳するのが普通で、その方が人間の赤ちゃ

んにとっても良いのです。なぜ乳歯のうちに

離乳してしまうのか。それは恐らくさきほど

お話した危険なニッチ、類人猿が住んでい

た、今でも住み続けている熱帯雨林から人間

の祖先が離れて危険な場所へと出ていったこ

とに起因するのだと思います。 
 　さきほども触れましたが、直立二足歩行が
最初の人間らしい特徴でした。それは恐らく

食物を集めて仲間のもとに手で運んで、みん

なで共食するように発達したのだと思いま

す。それは熱帯雨林の外では食物が分散して

いて、たくさんは得られなかったからです。

でも、もう一つ、熱帯雨林の外に大きな課題

があった。それは捕食者です。大きなライオ

ンやハイエナや剣歯ネコみたいな肉食獣がう

ようよしていたはずです。それを防ぐために

どうしたか。別に犬歯が長くなったわけでは

ないのです。また、武器を持ったわけでもな

い。石器を武器として使用し始めたのはずっ

と最近の話ですから、ほかの哺乳類のような

対応策をとったはずなのです。 
 　肉食獣に狙われる哺乳動物のことを考えて
みてください。多産になっているのです。子

供をたくさんつくって、子供がどんどん死亡

していくのを補給したのだと思います。哺乳

類が多産になる方法というのは2つありま
す。一度にたくさんの子供を産むか、あるい

は何度も子供を産むかです。人間はサルや類

人猿の仲間ですから、一度にたくさんの子供

を産めない。せいぜい産んでも、さきほどご

説明したタマリンやマーモセット、小さなサ

ルが二つ子、三つ子を産む、そのくらいなん

です。イノシシは一度に8頭も産みますが、
そんなことはできません。だから、何度も産

む方法を選んだ。何度も産むためにはどうし

たらいいか。それは、赤ちゃんを早くおっぱ

いから引き離して、お乳を止めるのです。お

乳をやっていると、プロラクチンというお乳

の産生を促すホルモンが出て、これが排卵を

抑制します。だから、次の子供を産めない。

お乳をとめれば、排卵が回復して次の子供を

産める、そういうことをしたのです。 
 　それでは、なぜ人間の赤ちゃんだけこんな
に重いのでしょうか。それは脳の大きさに原

因があると言われています。実は、人間の脳

が大きくなり始めたのは200万年前です。そ
れまでに700万年前に発現した直立二足歩行
という歩行様式が完成してしまっていまし

た。そうすると、上半身の体重を支えるよう

に骨盤の形がお皿状に変形してしまった。そ

して、その骨盤の真ん中にある産道、この大

きさを広げることができなかった。本来なら

ば、胎児のうちに脳を大きくさせて、大きな

頭の子供を産めばよかったのですが、それが

できなくなったから、産まれてから脳を急速

に発達させる必要ができました。 
 　人間の赤ちゃんの脳は、産まれてから1年
間で2倍になります。そして、5歳までに大
人の大きさの90％に達して、それでも成長
を止めずに12歳から16歳ぐらいで完成しま
す。そのために脳に過大なエネルギーを供給

しなくてはいけません。もしそのエネルギー

が途絶えたら、脳の発達が脅かされるので、

そのときは体に包まれた脂肪を燃やして脳を
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助けます。脳も脂肪ですから。実は、赤ちゃ

んの重さは体脂肪率のせいなのです。ゴリラ

の赤ちゃんの体脂肪率は5％以下です。人間
の赤ちゃんの体脂肪率は、15％から25％も
あり、丸々と太っているわけです。ゴリラの

赤ちゃんの脳と人間の赤ちゃんの脳と産まれ

るときの大きさはそれほど大きく変わりませ

ん。ゴリラの赤ちゃんは生後4年間で2倍に
なります。人間の赤ちゃんは1年間で2倍に
なるわけです。 
 　だから、最初にものすごくたくさんのエネ
ルギーを脳に回す。そのためのエネルギーを

どこから持ってくるかと言ったら、本来身体

の発育に必要なエネルギーを脳に回している

のです。その結果、こういうことが起こるわ

けです。（スライド13）これ、横軸のX軸が
年齢で、縦軸のY軸が1年間に伸びる身長の
長さです。だから、成長速度です。点線が女

の子で、実線が男の子です。産まれた直後は

身体の成長速度は高い。でも、脳にどんどん

エネルギーを取られてしまうから、成長速度

は下降します。そして、脳の成長速度が安定

したときにだんだんと緩やかになって、脳の

成長がストップする12歳から16歳ぐらい

で、今度はエネルギーを身体の成長に回すこ

とができるようになってアップする。それを

思春期スパートというわけです。女の子のほ

うが男の子よりも2年早くて、男の子のほう
がピークが高い、そういう特徴を持っていま

す。 
 　そして、この時期は実は大変心身のバラン
スが崩れるときで、危ない時期なのです。（ス

ライド14）その証拠に、これは2010年にお
ける日本人の年齢死亡率ですが、死亡率は対

数尺でY軸にとってあります。産まれた直後
は死亡率が高いのは、皆さんよくご存じだと

思います。でも、親の目が行き届くようにな

ると、どんどん死亡率は下がります。親の目

が行き届かなくなる10歳から12歳ぐらいに
なると、今度は逆に死亡率が上がり始める。

そして、先ほど言った思春期スパートの直

後、20歳前ぐらいで、男の子、点線、女の
子実線ですが、ぽこっとピークが来るので

す。これは思春期が死亡に結びつきやすい危

ない時期だということを示しています。 
 　では、なぜ人間の赤ちゃんはよく泣くので
しょうか。泣くのは自己主張です。お母さん

が重たい赤ちゃんをずっと抱いていられなく

Bogin (1999)

（13）

2001

（14）
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て、しかも、赤ちゃんは自力でお母さんの体

につかまれないから、お母さんは赤ちゃんを

すぐ離してしまうのです。他の人の手に渡

す、あるいは何かの台の上に置いてしまう。

赤ちゃんは、お母さんが離れているから、声

で自己主張しないと、自分の不具合を訴えら

れません。だから、けたたましい声で泣くわ

けです。そして、誰に対してでもにっこりと

笑って、みんなに愛されるような表情をつく

ります。だから、人間の赤ちゃんは初めから

共同保育をしてもらうように生まれてくるわ

けです。この離れて育児をするというのが、

実は非常に重要な人間の特徴だと私は思って

います。 
 　赤ちゃんをまるでお母さんに抱かれている
ような気分にさせるために、我々は声で働き

かけます。それが音楽になったのではないか

と思うのです。声で相手の気持ちを左右す

る。そういう方法を赤ちゃんを通じて我々人

間は獲得した。先ほど食物の分配で、大人か

ら子供に対して食物が与えられるというのが

最初でした。そこから大人同士の間にその行

動が普及した。音楽もそういう経路をたどっ

て我々人間の社会、大人の間に普及したので

はないかと思います。 
 　育児が音楽の能力を向上させた証拠が幾つ
かあります。まず、乳幼児というのは絶対音

感を持っています。それはたとえ言葉でしゃ

べりかけられたとしても、その意味を理解す

るわけではないからです。音の高低によって

それを感じるように人間の子供は生まれつい

ている。そして、大人はその赤ちゃんに対し

てある特有の音声で語りかけようとします。

それがマザリーズであったり、Infant 
Directed Speechと呼ばれるような音声であ

り、それはピッチが高くて、変化の幅が広く

て、母音が長目に発音されて繰り返しが多い

という特徴を世界共通で持っていると言われ

ています。だから、これも習う必要がないわ

けです。 
 　そして、そういう音声が大人の間で別の目
的を持って使われるようになりました。別の

目的とは何か。それは実はお母さんと赤ちゃ

んの間でつくられていたような一体感、安心

感というものを大人同士の間で交わし、それ

によってつらい仕事を一緒に共同してやると

か、自己と他者の間の壁を取り払って、一つ

の心になるような気持ちをつくるとか、そう

いうことに役立てたのではないかと思います。 
 　だから、言語が創出される前に、人間は言
語に至るような幾つかの能力を手に入れてい

た（スライド15）。その環境というのは、熱
帯林からオープンランドに出ていき、集団の

規模が大きくなっていったということなので

す。そして、それは類人猿との共通な行動特

徴である対面交渉から始まって、それが食の

共同や子育ての共同という人間特有の行動を

経て、音楽的なコミュニケーションになり、

相手の気持ちを理解することから、相手のや

（15）
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ろうとしていることを読むというような能力

につながり、そして、行動面では同調を強化

する、相手の行為の意味を探ろうという形に

なり、そこに意図が生まれ、言語というもの

がついに発現するようになったのではないか

と思います。 
 　実は、こういう能力は言語だけではなく
て、人間特有の社会をつくることに役だった

と私は思っています。それは、家族とか共同

体という二重構造を持つ社会を我々はどの社

会でも持っているということです。 
 　家族と共同体というのは実は論理が違いま
す（スライド16）。家族は、見返りが要らな
いような奉仕が原則の間柄なのです。親は子

供に対して何かしたからといって、子供にお

返しを求めるようなことはないですよね。で

も、家族から一歩離れれば、お互い対等、何

かしてやれば、何かお返しが来るし、何かし

てもらえば、何かお返しをしようと思う、そ

ういう互酬性というものが原則の間柄ですよ

ね。そこにはルールがある。これが時として

拮抗するわけです。相反するわけです。だか

ら、動物はこの2つをなかなか組み合わせて
社会をつくることができない。ゴリラは家族

的な集団だけしか持っていませんし、チンパ

ンジーは家族がなくて集団だけです。だか

ら、人間がこの2つを組み合わせることがで
きたというのは大きな成果で、それをやるた

めには高い共感力を発達させなければならな

かったのだろうと思います（スライド17）。 
 　その結果として、複数の家族が集まって共
同体をつくるという、人間にとって基本的な

社会性ができたのだと思います。それでは、

それはいつごろできたのか。恐らく脳が大き

くなり始めたころに共同で育児をせざるを得

なくなって、家族というものが生まれたのだ

ろうと私は思っています。 
 　まだお話したいことがたくさんあります
が、ひとまず、これで終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 
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  杉藤研究員 ：山極さん、どうもありがとうご
ざいました。 
 　それでは、引き続きではありますが、2人
目の講演者をご紹介申し上げます。 
 　大阪大学教授で臨床哲学の浜渦さんです。
「ケアの臨床哲学～生死病死の現場から」と

題して2つ目の基調講演をいただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。 

 【第一部　講演②】「ケアの臨床哲学～生老病

死の現場から～」 

 浜渦　辰
しん

二
じ

氏（大阪大学大学院文学研究科教授） 

  浜渦辰二氏 ：こんにちは。浜渦といいます。
よろしくお願いします。（拍手） 

 　読みにくい名前ですけど、浜渦辰二（はま
うずしんじ）と申します。改めて、本日はこ

のような記念すべき機会にお呼びいただき、

大変光栄に思います。 
 　さて、本日皆様のお手元に資料が配付され
ていますが、実はこれは全てではなくて、文

字情報のところだけでも、皆さん手元にあっ

たほうがいいかなと思ってお配りしておりま

す。 
 　さらにもう一つですが、スライドの文字情
報が全て基本的に文章化してあります。実は

理由がありまして、私は普段大学の授業でパ

ワーポイントを使うことが多いのですが、私

のところに聴覚障害の学生がいまして、聴覚

障害の学生は、キーワードだけ書いて表示し

ておいて、あとは口でしゃべると、わけがわ

からないのです。書いてあることがポジティ

ブに書いてあるのか、ネガティブに書いてあ

るのか、文脈がわからなくなってくるという

ので、そういう学生のために文章化してお見

せするということが習慣になっております。

ですから、手元に書いてある文章が全部あり

ますから、ある程度飛ばしてもいけるのでは

ないかと思っています。少し分量が多いです

が、早速始めます。 
 　最初の自己紹介ですが、山極さんは自己紹
介など何もする必要はなく、皆さんよくご存

じですが、私は山極さんに比べると有名人で

もありませんし、非常にマイナーな研究を

細々とやっているので、少し長い自己紹介を

させていただきます。これ、イントロ部分で

すので、できるだけ早めに行きたいのです

が、ただ、後ろの話に関係してくるところが

あちこちありますので、お話させていただき

ます。 
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 　私は、今日、名古屋でこういう大きな舞台
に立つのは初めてなのですが、名古屋は私に

とって第2の故郷です。私は幼稚園のころか
ら名古屋に引っ越してきまして、最初は中川

区に住んでいて、中川区の八幡小学校、それ

から、八幡中学校というところに通いまし

た。それから、その後、中学校2年生のとき
にこちらのすぐ近くに引っ越してきまして、

神丘中学校というところを卒業しまして、そ

の後、名古屋大学附属高校というところに行

きまして、というふうに、そこまでが私の名

古屋時代であります。 
 　生まれは、高知県なのですが、名古屋に
12年間、静岡に22年間いまして、福岡に14
年間、今、大阪豊中に9年間という根なし草
の状態で、どこの方言も身についていないと

いう状態であります。 
 　9年前に大阪に移るまでは17年間静岡にお
り、母校の静岡大学に在籍していましたが、

そこが人間学というコースでした。そこから

今の大阪大学の臨床哲学というところに移っ

てきました。 
 　もともと私の研究は西洋の哲学でありま
す。現代哲学の一つの源流になっています現

象学の創始者、フッサールという人の「間主

観性」という問題についての研究をして参り

ました。間主観性といっても何のことだかわ

からないと思いますが、簡単に言って、主観

と主観の間の関係という話で、実はこの話が

先ほど山極さんが「共感」と呼ばれた話にも

つながってくる、そういう問題をずっとやっ

てきたわけです。 
 　それから、同時に2000年のころから、こ
れもそういう間主観性という問題の一つの具

体的な場面になるわけですが、人と人との関

係のあり方の一つの典型的な場面としてケア

という問題に関心を持つようになりました。

ですから、西洋哲学のことをずっと学びなが

ら、テーマとしてはケアという問題に興味を

持ってずっと研究を続けてきているわけで

す。 
 　きっかけになったのは、義理の父が膵臓が
んで亡くなったということでして、膵臓がん

については、ご存じの方も多いかと思います

が、発見が難しい癌です。体調が何かおかし

いということがありながらも、検査しても特

に異常はない。大きな病院に行って、徹底的

な精密検査を受けたら膵臓がんだということ

がわかって、余命6カ月と言われたというよ
くあるケースです。そういう形で、余命6カ
月という、告知を受けた義父を家族として、

先ほどの山極さんのテーマでもありますが、

家族としてどう支えることができるのかとい

うことを考える中からターミナルケアという

問題に興味を持ちまして、私の研究のフィー

ルドの一つとしてきた次第であります。 
 　さらにその後、実の母と、それから、義理
の父が亡くなった後の義理の母とがともに認

知症になりました。実の母が脳血管性の認知

症で、義理の母はアルツハイマーだったので

すが、それで、高齢者ケアという問題を考え

るようになって、ケアの問題への関心が広

がっていきました。 
 　さて、私の本日のタイトルの「ケアの臨床
哲学」について話をいたしますが、私が今所

属しておりますところが臨床哲学、クリニカ

ル・フィロソフィーと英語で呼んでいます。

臨床哲学というのは、18年前に鷲田清一と
いう、今、朝日新聞をとっておられる方は、

毎日一面に折々の言葉というのを掲載してお
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られるので、ご覧になった方もいらっしゃる

かと思いますが、その鷲田さんと中岡さんと

いう2人によって誕生しました。学部では倫
理学ですが、大学院だけが倫理学から臨床哲

学へと看板が変わりまして、私も学部で倫理

学を教えながら、大学院では臨床哲学を教え

ています。 
 　臨床哲学を鷲田さんの言葉でいうと、「哲
学を社会に向けて開く」、あるいは中岡さん

の言葉では、「自力で考え、それを権威から

とってきたのではない言葉で表現する」とな

ります。要するに、従来哲学の研究者という

と、古典的な哲学者の文献を研究室に閉じこ

もって、難しい顔をして読んでいるというイ

メージだったのですが、社会に出ていく哲学

者というアイデア、かつて「書を捨ててまち

に出よう」という、キーフレーズもありまし

たが、私たちは「書を持って社会、まちに出

よう」ということをやり始めたわけです。 
 　そして、その中で人々が苦しみ、横たわっ
ているその場所、それがギリシャ語でクリニ

コスという言葉、これはベッドサイドという

意味なのですが、それからクリニカル・フィ

ロソフィーという言葉をつくって、私達の看

板としたわけです。そういう場所で哲学、あ

るいは哲学者は何が可能なのか、何をするこ

とができるのか、ずっと考え続けているとい

う次第です。 
 　ベッドサイドと言っても、必ずしも苦しん
でいる、病んでいる人というのは、実際にベッ

ドに横たわっているとは限らないのです。ご

く普通に会社に行き、あるいは学校に行きな

がら、場合によってはこういう講演会を聞き

にきながら、実は非常に病んでいる、苦しん

でいるという人も、ひょっとしたら皆さんの

中にもあるかもしれませんが、そのような人

たちとともに一緒に考えたいというのが臨床

哲学の精神として始まったわけです。 
 　お二人の発案者の継承者になった私が、こ
んなふうに言っていますが、臨床の現場につ

いて、臨床の現場の中で、臨床の現場から、

臨床の現場とのかかわりの中で……何でもい

いんですね、要するに。臨床との関係の中で

哲学をするということをやってきておりま

す。 
 　大阪大学に着任してからずっと連続講義を
続けていまして、それがケアの臨床哲学とい

うもので、生老病死とそのケアという副題を

つけております。 
 　生老病死という話はまた後でしますが、毎
年生老病死の中から1つずつ取り上げて、今
年は生をやって、次の年は老をやって、その

次は病をやって、それから死をやる、それを

繰り返す、そういう講義をやっております。

それが臨床哲学というものの一つの形態だと

私は考えているわけです。 
 　シラバスという大学の授業紹介には「具体
的な場面に即しながら原理的に考察するとい

うことで、具体的な場面と原理的な問題とを

絶えず照らし合わせながら往復運動をする」

と書かれています。 
 　さて、やっとここから本題に入っていきた
いと思います。 
 　話を戻しますと、先ほどのように1981年
に私は静岡大学人文学部人間学コースという

ところに着任しました。ちなみに、その後、

2002年に大学院ができまして、臨床人間科
学専攻というところのヒューマン・ケア学

コースというのをつくったものの、それを

放ったらかして大阪大学に移っていってし
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まったという、恨みを買っているようなわけ

ですが、人間学コースというところに話を戻

しますと、人間学コースでは、哲学系の授業

と人間学系の授業を展開しました。 
 　具体的に言いますと、伝統的な西洋哲学の
テキストを使った教育、これが哲学系の授業

ですが、それと同時に、現代のさまざまな他

分野、例えば生物学、医学、文化人類学、社

会学、心理学等々、サル学というのもその中

に入るかと思いますが、そういうものの知見

を利用しながら人間の問題について考えると

いうのが人間学コースの人間学系の授業で

行っていたことです。ですから、例えば人間

にとって空間とは何だろうかとか、人間に

とって時間というのは何だろうかとか、人間

にとって家族って何だろうかとか、そういう

ことをさまざまな知見を利用しながら考える

ということを行っていました。 
 　その中で、人間学の話をするのに、ジャー
ナリストの立花隆さんが書いているさまざま

なテーマの著作が私には非常に興味深く、こ

れはまさに人間学ではないかと思って、かな

り読みあさったわけです。そして、それらの

本の一つの中で、実は今日初めて直接お会い

することができました山極さんの名前と研究

に出会い、非常に興味深く読ませていただき

ました。 
 　その頃に読んだ立花隆の本を幾つかご紹介
しますと、私の大学院時代に読んで非常に感

銘を受けた本です。この本の中身について今

解説している余裕はないのですが、『宇宙か

らの帰還』、とても面白い本でした。 
 　それから、私がドイツ留学をして、帰国し
たら出版されていた本ですが、脳死の問題を

扱った3部作があり、静岡大学に行ってから

読んだのですが、これも力作です。 
 　それから、『臨死体験』という本もとても
面白い本です。さらに、『脳科学最前線』と

いう、これもまさに人間学の問題ということ

で、こういうのを人間学の問題として取り

扱っていたわけです。その中に先ほどご紹介

しました『サル学の現在』という本があって、

これも大変おもしろく読ませていただいて、

今、文庫本で2冊本になっており、大変お買
い得であります。その中に「サル学とは、サ

ル学であると同時に人間学である」という記

載があります。 
 　『サル学の現在』というこの本は、ジャー
ナリストの立花隆がサル学あるいは霊長類学

の研究者たち、先ほどの話で皆さんもサルと

霊長類の違いというのはおわかりになってい

ると思いますが、サル学、霊長類学の研究者

たちをインタビューしながら、それぞれの研

究を紹介するというスタイルで、合計20名
ほどの研究者が取り上げられておりました。

全体が第1部から第6部まで、その中で全部
が22章になっております。 
 　その中で山極さんは、第3部では、ハーレ
ムと同性愛・ゴリラ、第4部では、群れの解
体をうながす子殺し・ゴリラ、同性愛の問題、

子殺しの問題いずれも非常に興味深いテーマ

について話されていて、私も大変興味深く読

ませていただきました。 
 　その後、私はサル学・霊長類学から人間学、
特に哲学的人間学に関心を移していきまし

て、ここのあたりで私も「人間になった」の

かもしれません。今日のテーマ、冒頭で「人

間になろう」というのが椙山女学園のキャッ

チフレーズですが、私はだんだん関心がサル

学のほうから離れていったがために、残念な
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がらその後の山極さんの仕事は追いかけてき

ませんでした。 
 　今日は、私が最初に山極さんの研究と出
会ったこの本から話を始めたいと思います。

ですから、最新の研究動向、最前線には全く

触れられません。最前線に触れているのが、

『現代思想』という雑誌で、今年に出版され

た本です。山極さんの対談も載っております。 
 　さて、本論に入っていかなければなりませ
んが、チンパンジーの話は大分されました

し、ネアンデルタール人の話も順番の中でち

らっと触れられました。そこの関係あるいは

落差というところを今日は着目したいわけで

す。 
 　実は、ちょうどそのころ、NHKスペシャ
ル「脅威の小宇宙　人体2　脳と心」シリー
ズの第1集で、「心が生まれた惑星～進化～」
という番組を大変興味深く見ました。そこで

は脳と心というのが基本的な全体のテーマな

のですが、その中でネアンデルタール人とい

う話があって、それとの対比の中でチンパン

ジーの話が出てくるという流れになっており

ます。 
 　そして、サルからヒトへの進化の途中に
あったネアンデルタール人が、テレビの中の

言葉を一応使いますと、福祉と博愛の精神と

いう言葉を使っていまして、私だったら、今

日の話だとケアの精神という言葉を使いたい

のですが、仲間の死を悼むという心が生まれ

たあかしだとして紹介されています。 
 　2、3年前に放映された番組で、本日ビデ
オで皆さんにお見せしたかったのですが、

NHKの番組のDVDを公開講座で使用すると
いう許諾を得ることが時間的に難しいという

ことで、映像ではなくて、ポイントを口頭で

お話したいと思います。 
 　この番組を少しだけ紹介しますと、「脳と
心」というシリーズで、脳科学の成果として

古い脳、主に脳幹のことや、新しい脳、大脳

皮質との葛藤、バランスから心が生まれると

いうことが語られています。今日も山極さん

の話の中で大脳皮質の発達という話があった

と思います。 
 　ソレッキ博士というアメリカの人類学者、
自然人類学の学者が登場しまして、1953年、
ネアンデルタール人のシャニダール洞窟遺跡

というイラクにある遺跡を発掘して、一つの

人骨が花粉にまみれていたということを発見

したという話を紹介しています。 
 　このソレッキ博士が25年後に再度調査に
訪れる途中で、そのころイラン・イラク戦争

とか湾岸戦争がまだあった時代ですが、途中

でクルド人の葬式に遭遇します。夫と息子を

一度に失った女性が遺体に取りすがるのを目

撃します。実は、この話もこの先の話の伏線

になっているわけなんです。 
 　さて、それで、チンパンジーの段階で、も
う本能について古い脳の赴くままではなく

て、知性あるいは新しい脳がそれを抑えた

り、支えたりしているという心の芽生えが見

られるということも番組の中では紹介されて

います。 
 　野生のチンパンジーの具体的な例として、
野生のチンパンジーの母親が亡くなった子供

をミイラになるまで抱き続けていたという話

が出てきます。身体的には発情が始まってい

る。つまり子供を亡くすと、母親の発情が始

まる。先ほど山極さんの話にもあったと思い

ますが、子供を亡くすと発情が始まって、生

理的にはもうそういう反応になっていってい
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るにもかかわらず、それをある意味で意思に

よって制御しているという、そういう複雑な

心の芽生えというのを感じることができる紹

介されています。この後で死の認識という話

が出てくるのですが、どうもチンパンジーの

段階ではまだそれが難しいのかなという、そ

んな話になっております。 
 　さて、それで、チンパンジーが死んだ子供
をミイラになるまで抱き続けているという映

像が出てくるのですが、お母さんが、まだ亡

くなったばかりの子供を肩に抱えているとい

うシーンでは、それがだんだんミイラになっ

てきて、それでも毛繕いをしているという、

そういうシーンなのです。 
 　それから、おしりのところが、もう生理的
に発情が始まっているというのでピンク色に

腫れ上がっているというシーンが出てきま

す。それでもなおかつミイラになった子供を

背負っていっているというシーンですが、実

は先ほど紹介した『サル学の現在』の中でも、

山極さんが話されている箇所で、「子殺し・

ゴリラ」というところにも次のようなくだり

があるのです。マッチョというのはお母さん

のゴリラの名前で、ソアというのはその子供

の名前なのですが、「マッチョはその日いっ

ぱいソアの死体を抱きかかえていたが、その

夜、寝る前に捨てた」という記述があります。 
 　あるいは、フロッシーはお母さんで、フリ
トというのは子供なのですが、「フロッシー

はフリトの死体を2日間にわたり抱えて歩い
ていたが、2日目になってやっと諦めたのか、
捨てた」という、こういう記載があります。 
 　さらに、「ノーネイムは、赤ん坊の死体を
3日間にわたって持ち歩いた。その後、ノー
ネイムは、お母さんのほうが健康を害して、

ほどなくして死んだ。亡くなった子を悼んで

なのか、ストレスになってなのか亡くなっ

た」という、そういう話が出てきます。 
 　それから、ゴリラの場合も、「メスが子供
を生むと、4年くらい次の出産がない、つま
り発情しません。子供が死ぬと、すぐに乳が

とまって、生理が始まって、発情期を迎える

わけです。数週間で交尾をするようになる」

という、こういう記載があります。 
 　テレビ番組に話をもどします。続いてチン
パンジーとの対比でネアンデルタール人の遺

骨が紹介されます。特に紹介されるのは2つ
で、1つは1号と呼ばれ、これは右腕を失い、
左目は盲目、しかも、これが40歳代の骨な
のです。どうも傷を負ったのはもっとずっと

早い時期だったようで、その後、結局周りか

ら食べ物を分配されながら生き延びて、支え

られて40歳代まで生きたという話のようで
す。だから、体の不自由な仲間をいたわりな

がら暮らしていたということがわかる。これ

を番組の中では福祉や博愛につながる心と呼

んでいるわけです。私はケアの心と呼びたい

です。 
 　もう一つがネアンデルタールの4号です
が、埋葬され、上半身から大量の花粉が発見

された。死者に花を手向けたという行為が

あったようだ。これが「人間精神の起源であっ

て、原始宗教の芽生えでもあるのではない

か」と番組の中では紹介されております。つ

まり、「仲間の死を悼み、花を手向けた。そ

こに死の認識というのがあって、いずれ自分

が死ぬことを知ることから自分を見詰めるま

なざしがそこに生まれている」というので

す。死んだのは仲間で、自分が死んでいるわ

けじゃない。けれども、死んだ仲間に自分を
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重ね合わせるような仕方で、自分もやがてこ

ういう姿になるのではないかと、そういう共

感の心、それがこういう花を手向けるという

行為へと導いたのではないか、これもケアの

心ということができるのではないかとこの番

組の中で紹介されています。 
 　シャニダール4号は、こういう仕方で、人
骨の周辺から8種類の花粉を含んだ土が見つ
かり、それは死者に花を手向けたことを意味

しているという番組の解説があります。ソ

レッキ博士自身の言葉なのですが、死者の周

りを仲間たちが火を持って回っているとい

う。こんな形で花を手向けたのですが、その

花というのも意味深いですね。つまり、花と

いうのは枯れても種が残り、再び芽を吹くと

いう、そういう象徴的なことを含んでいるの

かもしれません。 
 　さて、私の話のポイントはここに、死の認
識というところにあります。振り返ってもう

少し人類の人間の世紀に入っていきます。ネ

アンデルタール人で芽生えた死の認識を、そ

の後、人類はどういうふうに継承していった

のかということで、古代ギリシャ人の人間観

というところに話を進めますが、神々は不死

なる存在であるのに対して、人間は死すべき

存在であるという、この神々と人間との対比

というのが、古代ギリシャの文化の根底にあ

る人間観だったのです。 
 　例えばギリシャ悲劇を読まれた方がいらっ
しゃるかもしれませんが、なぜ悲劇が起こる

のかというと、人間が死すべき存在であると

いうことを忘れてしまって、おごり、高ぶり、

あたかも不死なる存在であるかのように思い

込んでしまった振る舞いをすることによって

悲劇が生まれるという、ちょうど日本にも、

「おごれる者も久しからず」という言葉があ

りますが、それに似ているのかもしれませ

ん。古代ギリシャにデルポイの神殿というの

がありまして、そこに警句が掲げられており

ました。これは、「汝自身を知れ」という、

グノーティ・セアウトンという警句なのです

が、これが、デルポイの神殿の入り口の門の

ところに金文字で刻まれていたと言われてい

ます。これを見て、哲学者ソクラテスは自己

知、自分のことを知るという、そういう問題

として理解していったわけです。 
 　当時の周りのソフィストと呼ばれる人たち
は、知らないのに知っていると思っているよ

うだ。だけど、私ソクラテスは、知らないか

ら知らないと思っているのだと。だから、自

分は知らないということを知っているとい

う、そこに大きな意味があるとういうふうに

解釈しました。だから、無知の知というのが

自己知、自分の知というふうにして理解され

ていったわけです。 
 　ですが、こんなふうにして、汝自身を知れ
と言われて、自己知なんて何のことだろうと

いう、そこをめぐってその後の哲学者たちの

議論はさまざまに展開していくのです。 
 　しかし、当時の人々の理解ではどうだった
かというと、当時の人たちは、この汝自身を

知れという言葉は、度を超すなかれという意

味で使われていたらしいのです。神々の入り

口の門のところに金文字で刻まれていたので

すが、神殿というのは神々が住んでいるとこ

ろです。そこに、外に住んでいる人間たちが

入ってこようとするときにそれを見ることに

なります。神殿に入ってくる人間たちに対す

る警告の意味を持っている言葉であったわけ

です。つまり、人間たちに対して、「自分た
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ちが死すべき存在であるということを忘れる

な」という警告だったわけです。ちなみに、

今現在のギリシャでは酒場の店の入り口にこ

れが張ってあるそうです、「度を超すなかれ」

と。 
 　だからこそ、それが古代ローマ帝国に伝わ
るとこのような図（スライド1）で描かれる
ようになったのですが、ギリシャ語でグノー

ティ・セアウトンと書いてあり、この図は要

するに骸骨でして、自分もやがてこうなると

いうことを忘れるなよとなったわけです。

（1）

 

 　逆に、だからこそ、不死への願望というの
が古今東西を問わず、例えば中国でも不老長

寿の薬を求めた秦の始皇帝の話があるわけで

すが、それに対する戒めの言葉がギリシャ語

の「汝自身を知れ」であったわけで、それが

古代ローマ帝国に伝えられたとき、ラテン語

では「死を忘れるな」、メメント・モリとい

う言葉で伝えられていったわけです。 
 　では、西洋の世界から東洋の世界に目を転
じて、仏教の中で死の認識はどう考えられて

いたのか、生老病死の話に入りたいと思います。 
 　生老病死というのは、ご存じの方も多いか
と思いますが、仏教用語です。避けることの

できないこの世での人間の4種の苦悩、すな
わち四苦と呼ばれるものを指しています。生

というのは「せい」と読まないで「しょう」

と読むのはなぜかというと、生まれること、

誕生のことを意味しているからです。生まれ

ること、老いること、病むこと、死ぬこと、

これらは全て人間が避けることはできない四

つのステップだと考えられていたわけです。

生と死を考えるとか死生観とか死生学とか、

こういうときには生と死が対比されて、そこ

は「せい」と読まれますが、生老病死の中で

は、生というのは誕生の意味で「しょう」と

読むわけです。老いること、病むこと、死ぬ

ことだけでなくて、そもそも生まれることが

苦とされるというのが仏教の特徴的なところ

です。 
 　ただし、苦という言葉はもともと現代語に
ないような意味を当時は持っていました。つ

まり、苦というのはサンスクリット語でドウ

クハ、それの漢語訳が「苦」なのです。サン

スクリット語でのもとの意味は、ドウという

のは悪いという意味で、クハというのは運

命、状態、だから、悪い運命、悪い状態とい

うのを意味していたわけです。精神と肉体と

が悩みに逼迫されている状態というのを指し

ていた。 
 　しかし、単に現代語での苦しみ、サファリ
ングとかペインとか、そういう意味だけでは

なくて、思うようにならない苦しみのこと

だったわけです。 
 　仏教用語で一切皆苦という言い方があり、
中でも四苦というのが代表的な根本的な苦と

いうことにされています。 
 　しかし、ここで私は仏教の話をするつもり
はありません。むしろ釈迦、ゴータマ・シッ
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タルダの生きた時代、2000年以上前ですが、
それに比べて現代日本社会の中で生老病死と

いうのがどんなに変貌し、どのような哲学

的、倫理学的な問題というのを引き起こして

いるのかということが私の関心があるところ

であります。 
 　とりわけ第2次大戦後と言っていいか、あ
るいはもっと短くて、ここ50年ぐらいと言っ
てもいいと思うのですが、人間の生老病死を

めぐる状況というのがすっかり変貌していま

す。中でもその変貌に医療が果たしてきた役

割というのが大きいわけです。かつては人の

思うようにはならないことだったことが、人

が自分で決めることができる、あるいは決め

なければならない、あるいは決めるように迫

られる、そういう事態になってきているのです。 
 　とりわけ生と死なのですが、ブッダは、苦
というのを人間にはどうしようもないことと

考えたと言いましたが、日本でもつい一昔前

までは、子供の誕生というのは天からの贈り

物であって、死というのは天からのお呼びが

かかることであったから、私たちにはどうこ

うできる問題ではなかったわけです。 
 　ところが、先ほど言いましたように、ほん
の50年ほどで生死の場面というのが医療化、
メディカリゼーションといいますけれども、

要するに医療がそこに入り込んできて、生ま

れることにしたいのか、生まれないことにし

たいのか、それとも、死んだことにしたいの

か、まだ死んでないとしたいのか、私たちが

どうしたいのかを決断せよと、そういうこと

が迫られるような時代になってきています。

冒頭で触れた私の講義の関心も、主にそのよ

うな状況の中で生老病死を考え直すことにあ

るわけです。 

 　例えば戦後の生と死の場所というのを見ま
すと、典型的なわけです。（スライド2）こ
れは1950年代から現代までですが、青色が
自宅で亡くなった人で、かつては自宅で亡く

なった人が8割ぐらいいたわけです。今、自
宅で亡くなるのは12％しかない。逆に、水
色の病院で亡くなる人がかつては9.2％だっ
たのが、今は78.4％、死というのがほとんど
医療機関において行われることになっていま

す。 

（2）

 　誕生についても同じ状況です。誕生もかつ
ては自宅で産むというのが普通だったわけで

す。ところが、病院と診療所で産む割合が増

え、助産所での出産はそれほど多くなくて、

これも病院と診療所を足すと同じように逆転

現象が起こっています。基本的に自宅から病

院へということが起こっていて、死の場所も

誕生の場所も自宅から病院に移ってきている

わけです。 
 　その理由というのは幾つかありますが、そ
このあたりは省略させていただきます。 
 　ということで、メディカリゼーションの
話、つまり医療行為というのは専門家が行う

ことなので、素人にはできません。死や誕生
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というのを医療機関で行うということは、死

や誕生というのを専門家の手に委ねるという

ことになるわけです。それによって従来は医

療の対象でなかったことが医療の対象となっ

てきているということです 
 　最後に、この言葉だけ紹介して終わりにし
ます。「Homo Patiens」という言葉と「Homo 
Curans」、どちらもラテン語ですが、「Homo 
Patiens」という言葉については、苦という
人間が避けることができないものがあるとい

う考え方は仏教だけのものでありません。例

えばアウシュビッツ体験を書いた「夜と霧」

の作者であり、オーストリアの精神医学者で

あるヴィクトール・フランクルが「Homo 
Patiens」という、訳せば、苦悩するヒトと
いう語を使っています。ホモというのは一応

片仮名の「ヒト」と訳しています。 
 　Patiensという言葉は、バトスとか、ペイ
シャントとか、パッシブとかパッションと

か、こういう言葉と語源が同じで、ギリシャ

語とラテン語というのは根本的に使うボキャ

ブラリーのが多いのですが、この言葉につい

てはどこかに接点があると考えられていま

す。ギリシャ語のパトスというのと、ラテン

語のパティオールという動詞とがこの両者の

語源となっていると言われています。 
 　それはホモ・サピエンスという言い方、こ
れは知恵ある、サピエンティアを持っている

ヒトという意味ですが、それから、ホモ・

ファーベル、つくるヒトであるとか、それか

ら、ホモ・ルーデンス、遊ぶヒトのように、

要するにどこに人の人たるゆえんを見るかと

いう表現で、ホモ・パティエンスというのは、

まさに苦悩する、苦しむところにこそ人間の

人間たるゆえんがあるという考え方です。 

 　つまり、苦しむヒトというのは、苦しんで
いる人と苦しんでない人がいますよという話

ではなく、全ての人はどこかで何らかの形で

苦しむというところにこそ人間の人間たるゆ

えんがあるというわけです。 
 　それから、もう一つの言葉として「Homo 
Curans」という言葉を紹介したいと思います。 
 　「Curans」というのは、ラテン語でクラー
レという言葉から来ており、クラーレという

のは現代の用語でいうとキュアとケアの両方

の共通の源泉になった言葉で、また、ラテン

語では両者の区別はなかったわけです。これ

は人間の人間たるゆえんをケアするというこ

とに見ようとする人間観であります。 
 　ローマ神話にクーラの神話というのがあっ
て、ゲーテの『ファウスト』とかハイデガー

の『存在と時間』の中でも取り上げられてい

る話ですが、冒頭で進化史上、ネアンデルター

ル人が傷ついた仲間の世話をし、そして、重

要なのは、死んだ仲間を埋葬し、花を手向け

たということを紹介したわけですが、それは

ケアの原点、「Homo Patiens」に手を差し伸
べる「Homo Curans」という、そういう考
え方の原点とも言えるかと思います。 
 　ちなみに、共感という言葉はシンパシーと
英語で言いますけれども、シンパシーという

のは、パトス、パティエント、苦しんでいる

人とともに苦しむというところから来た言葉

です。ですから、クラーレというケアすると

いう言葉というのは、共感するという言葉と

つながっていると考えられています。ホモ・

サピエンスということになる前に、むしろ

「Homo Curans」となることによって人間は
人間になったと言えるのかもしれないという

ことです。 
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 　最後となりますが、サルからヒトへの進化
を解き明かすことは、人間とは何かを考える

ために重要な手がかりとなると思います。サ

ルとヒトとの間に位置づけられる類人猿、今

日の講演でもチンパンジー、ゴリラ、ボノボ、

オランウータンなどの研究は、私にも非常に

興味深いものです。 
 　他方、哲学というのは、古来、一方では人
間と人間を超えるもの、あるいは人間と人間

以下のもの、それをどう考えられるのかはい

ろいろ考えられてきましたが、そういう中

で、人間とは何かということを考えて、人間

の人間たるゆえんというのを解明しようとし

てきたわけです。 
 　本日の「ヒト・ひと・人」という、この間
にあるつながりと落差については、繰り返し

考え直すことに意味があると思います。今後

の対話の中でそこのあたりがもう少し浮き上

がってくればと思っております。ご清聴あり

がとうございました。（拍手） 
  杉藤研究員 ：浜渦さん、どうもありがとうご
ざいました。 
 　それでは、第二部のコメントとパネルディ
スカッションに入る前に10分間お休みをい
ただきます。 
 　山極さん、浜渦さん、どうもありがとうご
ざいました。 

 （休　　憩） 

 【第二部　コメント】 

 三浦　隆宏氏

（椙山女学園大学人間関係学部准教授） 

 竹ノ下祐二氏（中部学院大学教育学部准教授） 

 （進行役：五百部　裕氏

（椙山女学園大学人間関係学部教授）） 

  
杉藤研究員 ：時間になりました。後半のコメ
ントとパネルディスカッションに入りたいと

思います。 
 　ここで、司会を五百部さんにバトンタッチ
したいと思います。よろしくお願いします。

（拍手） 
  五百部裕氏 ：第二部、第三部の司会進行役を
務めさせていただきます五百部です。実は、

理事長、学園長を前にしてこういうことを言

うのは何なんですが、他の地方へ行くと、本

学の大学名はちゃんと「スギヤマ」と読んで

いただけなくて、そこに私のような者が出て

くると、先ほど浜渦さん、読みにくいと言っ

ていましたが、難読の極みのような、これで

「いほべ」と申します。よろしくお願いします。 
 　私、司会進行を務めるよう杉藤さんから言
われたのは、杉藤さんの紹介にもあったよう

に、私はサルを研究していまして、山極さん

とは、私が大学院のときに山極さんがモン

キーセンターの研究員をされていたという、

それ以来のつき合いです。私が以前京大で助

手をしていたときには、後から助教授で就任

されたのが山極さんで、私、だから助教授に

なれなかったわけです。そういう因縁がある。 
 　竹ノ下さんは、私が助手で赴任したときの
最初の大学院生で、それ以来のおつき合いと

いうことで、私が司会進行役を務めさせてい

ただきます。 
 　最初は、同じ人間関係学部に所属している三
浦さんからコメントをいただきたいと思います。 
 　三浦さんですが、先ほど杉藤さんの紹介に
もあったように、鷲田先生に師事されていま
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したが、先ほど講演いただいた浜渦先生と同

じ研究室出身ということで、臨床哲学の立場

からサル学に対して学問領域をクロスしてコ

メントをいただこうということです。 
 　では、三浦さん、よろしくお願いします。

 

  三浦隆宏氏 ：こんにちは、三浦です。よろし
くお願いします。（拍手） 
 　山極さんの講演、最後にゴリラの家族愛と
いう感動的な話で終わりましたけれども、皆

さん、ごまかされていませんか。タイトルは

「サル化する人間社会」で、本来であれば、

ゴリラ的な社会からサル的な社会に移ってき

ているという話があるはずですが、そこを飛

ばされました。（笑） 
 　私は、今回、山極さんの本をいろいろと読
ませてもらって、レジメの後半にあり、講演

されなかった部分についておもに準備をして

きましたので、やはりそこを中心にしてコメ

ントをさせていただきます。（スライド1）
最初に、コメントのしづらさと記しました

が、今回、霊長類学を少し勉強してみて、

700万年にわたる人類の歴史のもと、現在生
きているゴリラやチンパンジー、ボノボとか

を調査研究することによって、我々人類700
万年の進化をたどるという、とても壮大な学

問だなと思いました。

 

•

•

（1）

 

 　哲学というのは、それこそ言葉を人間が使
い始めて文明が誕生した、紀元前500年とか
1,000年とかぐらいからでしょうから、ス
ケールが違います。しかも、山極さんの「サ

ル化する人間社会」という言葉の難しいとこ

ろは、700万年にわたる人類の進化の中で、
ずっとゴリラ的な平和主義の世界だったの

が、今、サル的な勝ち負けの世界へと進みつ

つある、つまり「サル化している」という認

識を表わすものなのです。これは、つまりこ

の予測が当たっているのかどうかについて

は、それこそ何百万年かたたないと判別でき

ないわけです。 
 　この社会認識に対して突っ込みを入れるの
はとても難しい。私はハンナ・アーレントと

いう女性の政治思想家を勉強していますが、

彼女は、今から約2,500年前の古代ギリシャ
世界をその視点に置いて20世紀社会を批判
した人でして、自分が研究しているアーレン

トの視野が、あるいは哲学の視野がと言って

もいいのかもしれませんけど、ものすごく狭

く思えてしまいます。そういう意味でコメン

トしづらいなと、まず思いました。 
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•

•

•

（2）

 　（スライド2）山極さんが先ほど触れられ
なかった社会の「サル化」の徴候として、現

在の私たちの社会を見てみますと、1つは、
格差の拡大です。一部の富裕層が富を独占す

るという事態が起きています。以前だと日本

は「一億総中流」と言われ、割と平等的な感

じだったと思いますが、今や格差が拡大し

て、色々な世界で社会の分断化も言われてい

ます。より強く言うと階層という形で徐々に

格差が固定化してきている。これらは確かに

「サル的な勝ち負けの世界」をあらわす今の

日本の、そしてまた世界の状況だと思うので

す。 
 　私は女子大で教えていますが、学生たち
は、格付けとは言わないですけど、マウンティ

ングと言うらしく、自分はこの集団の中でど

れぐらいのところに位置づいているんだろう

ということを割と気にします。 
 　また、これはやや古いのかもしれません
が、エッセイストの酒井順子さんが以前『負

け犬の遠吠え』というエッセイを出されて、

割とよく読まれました。これはいわゆるキャ

リアウーマンでばりばり仕事をしている女性

でも、結局は結婚して子持ちの女性には負け

るという、そういう自虐めいたタイトルが

ヒットしたということがありました。 
 　つぎに、2点目としては、私は1975年生
まれですが、我々ぐらいの世代からなかなか

結婚しない、未婚でずっと1人でいる、単身
でいるという人が増えていますし、あるいは

結婚どころか恋愛すらしないという若者たち

も現在増えている。これらを指して、恐らく

「家族崩壊の危機」と言えると思うのです。 
 　そこで、山極さんの研究にとって重要な
キーワードであると私が思った「家族」の危

機や「父」という存在、それから、同性愛に

関しては先ほど浜渦さんの資料の中にも出て

きましたけれども、こういうものにひっかけ

る形で幾つかコメントをしてみたいと思いま

す。 

 

•

•

•

•

（3）

 　（スライド3）まず、今の私たちが家族を
形成しないという点に関して、ただ、家族を

つくらないんだけれど、こういう動向が今の

若者たちの間で見られるというものをここで

は紹介します。 
 　「他人と暮らす若者たち」というのは、こ
れは社会学者の久保田裕之さんが執筆され本

を出されていますが、東京とか大阪とか名古
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屋とか、こういう大都市圏でひとり暮らしを

しようとすると、家賃が高いわけです。そこ

で、だったら4、5人で集まって、1人でワン
ルームのマンションを借りるより、4人ぐら
いでそれこそ3LDKとかのマンションを借り
たほうが安上がりじゃないかということで、

ルームシェアとか、あるいはシェアハウスと

いうのは家ですから、若者にはなかなかきつ

いのかもしれませんが、こういう「シェアす

る」ということが20代、30代の人たちに割
と取り入れられている。 
 　中でも、女性が男性に比べると給料が低い
ということもあるのかもしれませんが、そう

いうルームシェアとかシェアハウスを営んで

いる人々の約75％を女性が占めていると、
ある本の中で書かれていました。 
 　また、北欧を起源とするコレクティブハウ
スというものもあります。これもルームシェ

アとかシェアハウスよりもう少し家族的なの

ですが、私がここに書いているのは、最後に

挙げる参考文献（『家族　共に生きる形と

は？』）の中の久保田さんの言葉なのですが、

家族でも単身でもない、「第三の住まい」と

いうのがコレクティブハウスです。これらは

「血縁関係でも性愛関係でもない、他人との、

つまり非家族的な共同生活実践」なわけです。 
 　山極さんのレジメの中で「IT時代を生き
抜くために」という項目が書かれていました

が、山極さんは携帯電話をお持ちではないそ

うで、対面でのコミュニケーションを好ま

れ、SNSに対してとてもネガティブなこと
を書かれているのですが、久保田さんはこう

いうことを書かれています。「日本でのイン

ターネットの普及が、各地に点在していた

シェアに関心を持つ人同士の情報交換を可能

にし、シェアの生活の実態を広く発信するの

に役立ったことも事実だろう」と。つまり、

これらネットがつなぐ「他人とルームシェア

する生活」というものを山極さんはどう思わ

れるのか、それも疑似家族と見てよいのか、

見てよいと答えられたら、私のこの質問は終

わりなのですが（笑）、ただ、他人と暮らす

ということを、日本では余り重視していな

い。この点についてもう少し述べておきます。

 

3-2.  

•

（4）

 　（スライド4）これに関しては久保田さん
が、私は結構これ、考えさせられる文章だっ

たのですが、このように書かれていました。

「一人の人間が家族のなかで生まれ育ち、家

を出て自分の家族を形作るまでの間に、身近

な生活をめぐって対等な他人とぶつかり、共

に考え、話し合う機会があまりに少ないこと

に気づかされる」と。そして、「家庭、学校、

企業などにおけるような役割関係から離れ

て、対等な市民として他人と衝突しながら自

分の価値観を相対化し、そのうえで協力し合

うという訓練の機会を、日本社会は制度的に

欠いているのではないか」と。 
 　私も生まれてからの19年間を家族のなか
で育って、その後、ひとり暮らしを18年ほ
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どして、それから結婚して家族生活を営んで

いますが、まさにそういう「他人と暮らす」

という経験がなかったのです。こういう他人

と暮らすということをほかの国に比べて日本

社会は余りしていない、これがもしかしたら

今のいろいろな私たちの社会における、例え

ば共感能力とか思いやりとかの喪失とまでは

言いませんが、そういう能力の減退というも

のと少し関係しているのか、つまり「他人と

暮らすことというのは、今回の人間性の起源

とゆくえで言うと、人間性の寛容に資する点

があると考えてよいのか」、これは山極さん

というよりかは、皆さんに問いかけたい点で

す。 

 

•

（5）

 　（スライド5）ここで、「父親」という存在
に関して皆さんにちょっと考えていただきた

い父親がいます。「弁護士のアンソニー・ブ

ラウンは3人の子供の父親だ。子供たちは皆、
パパと呼ぶ。でも、法的に親子として認めら

れているのは、血縁がない6歳の長男ニコラ
スだけだ。10歳の長女パイパーと4歳の次女
トルーとは、血縁があるものの親権は持って

いない」、こういう父親がアメリカにいます。 
 　一体これはどういうことなのか。ちょっと

10秒ほど、10秒では考えられないかもしれ
ませんが考えてみてください（10秒沈黙）。
本来、哲学というのは考える時間が大事です

ので、余りこうさくさくと行くのはよくない

のですが、コメントの時間が限られています

ので、先に進みます。 

 

•

 

（6）

 　（スライド6）こういうことです。「娘さん
のパイパーとトルーは、レズビアンカップル

の母親たちが育てている」と、つまり「アン

ソニーが精子を提供し、母親たちが人工授精

によって交互に妊娠、出産した」と。「アン

ソニーは生物学的な父ですが、出産したほう

ではないもう一人のレズビアンの女性に養子

縁組をさせるために、自らは親権を放棄し

た」んだと。一方で、アンソニーはゲイで、

ニコラスというのはその長男です。「ニコラ

スはアンソニーの夫、ギャリーの実子だ」と。

ニコラスは卵子提供による代理出産で産ま

れ、アンソニーが養子縁組でもう片方の法的

な父親になった」。 
 　こういうカップル、今、皆さんの中でちょっ
と笑いが起きましたけれども、現在の日本で

は確かにちょっとイレギュラーな親子かもし

れませんが、実はアメリカではこういうレズ
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ビアンあるいはゲイカップルが子供を持つ、

しかも、血縁関係がないわけではなく、片方

とは血縁関係があるという形で子供を持つと

いうことが、いわゆる生殖補助医療を使うこ

とによって可能になっているわけです。 

ART  
•

ART

•

•

（7）

 　（スライド7）本来、生殖補助医療、これ
は略してARTと言いますけれども、ARTと
いうのは、本来は不妊治療等でどうしても我

が子が欲しい、養子制度がまだこの国にそれ

ほど根づいていないというのも、これはこれ

で問題なのですが、やっぱり自分と血のつな

がった子供が欲しい、つまり、伝統的な家族

観を維持あるいは強化するために、生殖補助

医療というのはここ数十年、急激な勢いで進

んできたわけです。 
 　ところが、このARTが従来の家族のあり
方を覆すような多様な性によるバラエティー

に富んだ家族の誕生、先ほど紹介したように

ゲイカップルの両親はともに男性、あるいは

両親がともに女性で子供という、そういった

家族の誕生を実現するようになってきている

わけです。以前ですと、例えば自分は同性愛

者だから、別に自分の子供は持てなくてもい

い、そういう感じで、子供を持つことをそれ

ほど望まなかった人々が、今、ARTを使え
ば自分の子供を持てるではないか、となって

きているわけです。 
 　これに関しては、社会人類学者の上杉富之
さんがこのように述べています。「生殖医療

の利用によって、複数の母や父を同時に持つ

多元的親子関係や、複数の家族の子供や親が

家族の境界を越えて互いに行き来する相互浸

透的家族形態というのが、同性カップルがつ

くる家族を中心に生まれつつある」と。 
 　このような同性カップルとその子供からな
る家族を山極さんはどのように思われるの

か。つまり、ゴリラは技術を持っていないわ

けです。我々人間だけがそういう技術という

ものを持って、それによって、自然では無理

な家族形態というのを今実現しつつあるよう

になってきているわけです。ここは、これも

山極さんというよりかは皆さんに問いかけて

みたいところで、私も生命倫理学という授業

で学生に問いかけます。果たしてこういった

ことは倫理的に問題があるのでしょうか。で

も、誰も好き好んで自分が同性愛になってい

るわけでもないので、そういう方々の望みを

かなえるというのは、それはそれでよいこと

. 3  
•

DNA
3

•

DNA 3
 

•

 
→  
 
 

（8）
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なのではないか。このあたりも「人間性の起

源とゆくえ」ということで、皆さんにも考え

ていただきたい点です。 
 　（スライド8）最後に、これは9月に新聞そ
の他で報じられましたのでご存じの方も多い

かと思いますが、「赤ちゃんに3人の遺伝子」
という見出しで報道された記事です。ミトコ

ンドリア病の母親の卵子から遺伝情報を含む

核（DNA）を取り出し、別の女性の卵子に
移植して受精させる方法で、父親を含む3人
の遺伝子を持つ男児の出産に世界で初めて成

功したというものです。この手法はミトコン

ドリア置換と呼ばれ、細胞質内のミトコンド

リアには、核とは別に独自のDNAがあるた
め、子供は3人の遺伝子を受け継ぐことにな
ります。 
 　ただ、ミトコンドリア遺伝子には極めてわ
ずかな情報量しかありませんので、コードし

ている遺伝子はせいぜい呼吸活動にかかわる

ものだけだと言われています。ただ、これも、

我々が普通、これまで人類というのは、両親

の2人の遺伝子を引き継ぐという形で誕生し
てきたのですけれども、科学技術は3人の遺
伝子を持った子供の誕生を実現しはじめたわ

けです。 
 　このあたりは山極さんが今総長をされてい
る京都大学では、山中先生の iPS細胞などで、
例えば今はまだマウスレベルですが、どちら

かの性からのみで子供を産むという、いわゆ

る単為生殖と言われるのですが、そういうこ

ともマウスレベルでは実現されているそうで

すから、いずれはもしかしたら、男性と女性

からではなく、女性が1人で子供を産む、そ
ういうことも可能になるのかもしれません。 
 　こういうことを考えてくると、いわゆる従

来の人間観を超える新たな人間の誕生とし

て、これも私たちは肯定的に見ていいのか、

それとも、やはりそれはおかしいんじゃない

のという感じで思うのか、このあたり、私が

山極さんに聞きたいのは、ゴリラというの

は、あるいは類人猿というのは、恐らく技術

というものは持っていない。我々人類だけ

が、特に科学革命以降の、200～300年で急
激に技術というものを発展させてきた。これ

が今後の私たちの人間性のゆくえというもの

を考えるときに、結構大きな点だと思います

ので、ゴリラと人間の差異というのを技術と

いう観点で考えてみてもいいなと思いまし

た。

 

•

•

•

•

（9）

 

 　（スライド9）少し時間が過ぎてしまいま
したが、これで終わります。（拍手） 
  五百部裕氏 ：三浦さん、ありがとうございま
した。大変興味深いコメントだったのです

が、それに対する答えというのは、第三部で

お願いしたいと思います。 
 　では、引き続き、今度はサル学の立場から
臨床哲学の浜渦先生へコメントをいただこう

ということです。先ほども言いましたが、竹

ノ下さんは私が助手をやっていたときの最初



Journal of Sugiyama Human Research 2016040

フォーラム報告

の大学院生で、その後、最初の紹介にもあっ

たようにゴリラなどの研究をされてきて、モ

ンキーセンターの研究員、それから、現在は

中部学院大学の教育学部の准教授ということ

です。私が言うのも何ですが、大変見識の広

い方なので、きっとおもしろいコメントをし

ていただけるのではないかとプレッシャーを

かけて、よろしくお願いします。 

  竹ノ下祐二氏 ：皆さん、こんにちは。竹ノ下
と申します。よろしくお願いいたします。（拍手） 
 　五百部さんはいつも非常に厳しく指導して
くださる方ですが、突然褒められて、今すご

く動揺しているところです。ただ、三浦さん、

大変コメントに困っていらっしゃいましたけ

れども、浜渦さんは講演会前に文章化された

レジメを送ってくださって、ほぼ資料に沿っ

てお話をしてくださったので、準備してきた

コメントをそのまま言うことができて、大変

感謝をしております。 
 　浜渦さんにお尋ねしたいことは大きく2つ
です。1つは、浜渦さんはひとをケアする人
と定義づけられていらっしゃいましたけれど

も、ケアを「する」というからには、必ず「さ

れる」人がいるわけで、ケアをされることに

ついてどのようにお考えかということ。 
 　もう一つは、ケアをすることにはよいこと

ばかりではなく、ダークな面もあるのではな

いかということです。 
 　初めに、少しだけ自分のことを言います
と、五百部さんからも紹介がありましたよう

に、私はアフリカのガボンという国で、山極

さんとほかの仲間たちとゴリラやチンパン

ジーの研究を行っています。 
 　よく山極さんの弟子と言われますが、昔、
山極さんから竹ノ下は弟子じゃないと言われ

たことがありまして、僕はそれまで何となく

弟子みたいなもんかなと思っていたのに、違

うということなので、私は山極さんの「弟子

ではない何か」です。 
 　数年前から東山動物園でゴリラの行動研究
もしています。まだイケメンゴリラなんて言

われていなかったころです。最近は協同育

児、山極さんからも話がありましたが、人の

大きな特徴である協同育児がどうやって進化

してきたか、あるいは教育学部にいますの

で、教育ということがどのように進化してき

たのかということに興味があります。 
 　少し今日のケアというお話を私自身の関心
に引きつけてお話すると、実は教育をすると

か、協同で育児をするというのも、他者に手

を差し伸べる行為なので、広い意味でケアと

いえます。 
 　実際、類人猿は人に何かをわざわざ積極的
に教えてあげるということはやりません。だ

から、人は教える類人猿なんです。そして、

協同育児についてもそうで、他人の子ども―

今日の講演会も託児サービスがあるそうです

が―の面倒を見てあげる。これも実は人と類

人猿を分かつ大きな違いです。ヒトは教える

類人猿であり、協同育児をする類人猿なんです。 
 　ただ、そこで、私が気にしているのは、教
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えたり、育児をするということが進化するに

は、同時に教わるとか、育児されるというこ

とも進化してこなくてはならなかったはずだ

ということです。つまり、教えるサルなので

あれば、人は教わるサルであるはずだし、協

同育児をするサルであれば、協同で育児され

るサルであるはずです。なので、「する」こ

とと「される」ことは並行して進化してきた

に違いないのです。 
 　実際、私たち人は類人猿が持っていない「教
わる」能力を持っています。類人猿は人がやっ

ていることをそのまままねするということは

できません。しかし、私たち人は発達の非常

に早い時期からモデルがやっていることをそ

のまま模倣する力を持っています。 
 　それから、物を教えるときにちゃんと同じ
ものを注意して見てくれないと困るわけで

す。黒板を見て、といって授業をしようとし

ても、学生が鼻くそをほじって横を向いてい

たら困るわけです。ちゃんと人が注意をして

いるものに注意を向けるということができま

す。今、私は指を指していますが、チンパン

ジーやゴリラは指さしというのが、この指先

を見てしまうんです。この指のさらに先にあ

るところにちゃんと人は視線を持っていくこ

とができるわけです。 
 　それから、協同育児に関しても、ヒトの子
どもだと知らない人にすぐなつく力を持って

います。だからこそ、子どもに「知らない人

についていってはいけませんよ」と指導しな

くてはいけないわけです。逆に、知らない人

に全く懐かなかったら、今日お子さんを連れ

ていらした方は、せっかく託児のところに預

けても、お子さんは泣きやまなくて大変なこ

とになって、お話を聞けません、みたいなこ

とになる。ちゃんと知らない人が面倒を見て

あげるよというときに、その人に自分を委ね

るということを赤ちゃんはできるようになっ

ています。 
 　さらに、形態や生理的な面での適応もあり
ます。ヒトの赤ちゃんはあおむけで寝ること

ができる。それに対してチンパンジーやゴリ

ラはあおむけでは寝れない。置いておかれる

ということが基本的にチンパンジーやゴリラ

の赤ちゃんにはないので、そういうことがで

きないのです。でも、人間はお母さんに置い

ておかれるということにちゃんと適応した身

体を持っているわけです。 
 　そう考えると、ケア全体に関してヒトが
「Homo curans」、「ケアするヒト」であるな
らば、同時にそれは「Homo curae」、「ケア
されるヒト」でもあるのではないか（私はラ

テン語がわからず適当に書いたのでつづりは

間違っているかもしれません）。そして、人

類の進化プロセスの中でケアを「する」、他

者に手を「差し伸べる」という行動や心の持

ちようが進化したのであれば、同時に手を「差

し伸べられる」、ケア「される」行動や心と

いうものも進化したはずであろうと思いま

す。現代の私たちの社会において、ケアされ

る人のあり方は、どのようなものだと考えら

れているのか、あるいはどうあるべきと考え

られているのかといったことに関して、浜渦

先生にお考えをうかがいたいと思います。 
 　ケアされるということについて、それを浜
渦さんのおっしゃった生老病死ということに

引きつけて考えてみると、実は生老病死の全

ての局面において、私たちは身体生理的なレ

ベルで他者の介添えを必要とするようになっ

ています。まず、「生」について。ほぼ全て
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の文化・社会で、女性がひとりきりで誰の介

添も借りずにうんとこしょと子供を産むとい

うことはなくて、どんな社会でも、必ずどこ

かに出産の介添えをする人、他人の子どもを

取り上げる人がいます。つまりヒトは生まれ

る瞬間から誰かにケアされないといけないよ

うになっているのです。 
 　それから、「老」「病」について。山極さん
も人において老年期が長くなったという話を

しましたけど、老いるとか病む、あるいは傷

つくということも、実は人類は進化をさせて

います。この後も少し写真をお見せします

が、僕が持ってこなくてよかったなと、同じ

映像を使わなくて本当によかったと思ってい

るのですが、山極さんが紹介してくださった

あの感動的な場面です。 
 　山極さんの講演の動画で出てきたあのドド
というゴリラの赤ちゃんは、ほんの3歳ぐら
いのときに右腕を失いました。右腕を失った

直後に僕は見ていたのですが、想像してみて

ください。人間の子供が森の中で激しく攻撃

をされて、右腕が落ちるような大けがを負っ

た。もちろん病院もない、治療もされない。

それで、生き延びることがそもそもできるだ

ろうかと。できないですよね。できないはず

なのに生き延びたのは、もちろんほかのゴリ

ラたちが見守っていたからだという話もある

んですが、それ以前に、実はけがの治り方が

野生動物とヒトでは違うのです。ヒトはけが

がなかなか治らない。ところが、野生動物は

人間から見たらかなり重症であるようなけが

であっても、かなり早い速度で治る。それは、

治癒するために体が成長ホルモンを大量に出

して投入しているからです。そうしないと死

んでしまうからです。 

 　ところが、成長ホルモンを一時期に非常に
過剰に出すこと自体は、身体全体には余りい

い影響を及ぼしません。むしろ寿命を縮めて

しまうかもしれない。だから、急に治さなく

てよいのなら、ゆっくり治したい。ヒトにお

いてけがの治りが野生動物と比べて遅いとい

うのは、ヒトがけがを急いで治さなくてよい

ことを示しています。なぜヒトはけがをゆっ

くり治してよいかというと、動けないときに

は誰かが面倒を見てくれるからです。という

ふうに、ヒトは、ケアされるということに対

して身体レベルで適応している。不自由な状

態をゆっくりとって、誰かにケアしてもらい

ながらゆっくり治して、長生きする、となっ

ている。 
 　最後に、「死」について。これも野生動物
にとっての死を考えてみると、基本的に死っ

て一瞬の出来事なのです。ある瞬間に、命が

ある状態が終わる。ところが、我々人間社会

においては、死の前から息を引き取るところ

までゆっくり進行していく。そのゆっくり進

行していくのに何をやっているかというと、

ゆっくり弱って死んでいくだけではなくて、

周りの人が、社会がきちんとそれを受けとめ

て看取るという、社会的な現象になってい

る。単に生命現象として生きていたものが翌

日から生きていない状態になるのではなく

て、その人が人生を終えるということが、周

囲の人もまきこんだ社会的なプロセスになっ

ています。このように考えると、「生老病死」

という人間の苦とは人間の思い通りにならな

い邪魔者のようにみえて、実はすべてが、ヒ

トがケアされる存在となるために、進化の過

程で積極的に獲得してきた性質ではないかと

いうことを考えました。 



フォーラム報告

Journal of Sugiyama Human Research 2016 043

 　その一方で、ケアされることにはリスクも
あります。ケアされるということは、自分の

生存や繁殖を他者に委ねてしまうことを意味

します。それはかなり危険です。委ねた相手

が悪いやつだったら困ります。あるいは捨て

られてしまうかもしれません。 
 　もう一つ大事なことは、生老病死を他人に
委ねることは、それらを相手に管理される、

支配されるリスクを同時に引き受けてしまう

ことになります。多くの動物でケアが見られ

ないのは、おそらくこのリスクを乗り越える

のが困難だからでしょう。つまり、かりにケ

ア「する」ことに利益があったとしても、お

いそれと他者にケア「される」のは危険であ

る。自分に手を差し伸べてくるやつのことを

うっかり信用したら、結果的には不利益を

被ってしまうのでしょう。 
 　僕は「スターウォーズ」が好きなのですが、
「スターウォーズ」の「エピソード3」にこ
んな場面があります。皇帝のはかりごとで、

若いアナキン・スカイウォーカーはとうとう

暗黒面に落とされてダース・ベイダーになっ

てしまいました。その後、戦争が始まって、

銀河帝国が誕生した後、皇帝にひそかに協力

していた独立星系連合の醜い幹部たちが、皇

帝との通信で「私たちはどうしたらいいので

すか」と尋ねます。それに対して皇帝は、「ベ

イダー卿がそなたたちの「ケアをする」だろ

う（Darth Vader will take CARE of you）」
と言うんです。このセリフでの「ケアをする」

は明らかに両義的です。独立星系連合の幹部

たちは、ダース・ベイダーが自分たちの「面

倒を見てくれる」と思っていたのだけれど、

皇帝の真意は、自分のためにダース・ベイダー

に彼らを「始末させる」という意味でした。

ケアをするというのは、相手のためではなく

て、自分のために行うということがありま

す。他人にケアされることには、そういう利

己的なものが侵入してくる余地が常につきま

とってきます。 
 　ここで、浜渦さんのおっしゃった生老病死
の医療化ということを考えてみます。生老病

死の医療化とは、本来進化の産物であったも

の―だからこそ、人間の思いどおりになら

ず、人間が引き受けていくべきもの―を引き

受けることを拒否して、ただのマイナス要因

として排除することを意味しているのではな

いでしょうか。そしてそこには、苦しむ人に

手を差し伸べるというより、他人の苦を支配

してしまおうという心がどこかにないでしょ

うか。医療化によって他者を管理して、ケア

の現場に手を差し伸べる側の利益が入り込む

余地がどんどん増えてゆくのではないでしょ

うか。そのような危惧を抱きます。 
 　では、医療化を乗り越えていくためにどう
したらよいか、ひとつ提案があります。ゴリ

ラから「ケア」のあり方を考えてみましょう。

先ほどのドドです。山極さんの見せた映像に

もありましたけれども、ゴリラたちは「見て

（10）
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いて」あげます。けれども、手を差し伸べは

しないのです。こちらの写真は東山動物園の

キヨマサ君がよちよち歩きを始めたころです

が、みごとに、お父さん、お母さん、お姉さ

んがつくる三角形のトライアングルの中にい

ます。

　この3人の大人は、キヨマサくんを見てい
るんです。じっと見ているけれど手は出さな

い。彼らを観察していると、一見何もしてい

ないようにみえて、実はこの「ただ見る」と

いうことが、非常に子供の発達に強い影響を

与えていると感じることがよくあります。 
 　そろそろ時間になってきましたので、まと
めます。人類が700万年の進化史の中で、つ
まりチンパンジーとの共通祖先から分かれて

からの進化史で獲得した、人に特有の「ケア」

とは、確かに「手を差し伸べる」という行動

です。しかし、人類の進化史をチンパンジー

やゴリラとの共通祖先までさらにさかのぼっ

ていくならば、根源的なケアというのは「見

守る」ということではないかと思うわけで

す。ただ、見守る。 
 　そして、「見守る」と同時に、「見守られる」
ことも同時に進化をしてきたはずです。山極

さんの話にもありましたが、サルにとって見

つめることは攻撃を意味します。だから、サ

ルは見られないようにしなきゃいけません。

でも、類人猿は相手に見られることに耐え

て、怖いからといって逃げていかずに耐え

て、そこで「見守る／見守られる」というコ

ミュニケーションを開く。ヒトやゴリラは、

見守るということを積極的かつ能動的に受容

するプロセプティビティ（proceptivity）―
これはもともとは動物学の用語で発情したメ

スがオスを積極的に受け入れるというときに

使う言葉なのですが―を鍛えあげています。

生老病死の医療化がもたらすケアのダークサ

イドの拡大を乗り越えるには、この根源的な

ケアのあり方に立ち返って、手を差し伸べる

／手を借りるということを少し我慢して、見

守る／見守られるという関係のあり方を再度

鍛えなおしてみる、そういうことが必要なの

ではないかと考えました。 
 　以上です。（拍手） 
 五百部氏：どうもありがとうございます。 

 ■第三部　パネルディスカッション 

 山極　壽一氏（京都大学総長） 

 浜渦　辰二氏（大阪大学大学院文学研究科教授） 

 三浦　隆宏氏

（椙山女学園大学人間関係学部准教授） 

 竹ノ下祐二氏（中部学院大学教育学部准教授） 

 （進行役：五百部　裕氏

（椙山女学園大学人間関係学部教授））

 

  五百部氏 ：それでは、引き続き第三部のパネ
ルディスカッションを行いたいと思います。 
 　最初に、それぞれ興味深いコメントをいた
だいたので、それに対する返答というのをま

ず山極さん、それから、引き続いて浜渦さん

にお願いしたいと思います。 
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 山極氏：余り感動的過ぎて、最後の部分を飛
ばしてしまいすみません。肝心のサル化する

人間社会の話を全然しませんでした。 
 　問題は、人口が近年急激に増えてきて、対
面交渉によって鍛えてきた共感力というのを

発揮するような場面が持てなくなったという

のが原因です。家族崩壊の危機というのは、

僕はコミュニケーションにあると思っていま

す。食物は社会化の道具だった。これまでは

つながりを持つためには集まらなくてはいけ

なかったわけです、しかし、さっき三浦さん

の話にあったように、集まらなくてもつなが

りを持てるようになった、これがインター

ネットの社会です。その前から電話だとかそ

ういうものを使ってつながりは集まらなくて

も持てるようになってきたのです。 
 　そのために何が起こったかというと、お互
いの信頼関係というものを持たなくても暮ら

せるようになったわけです。それが共同体家

族の崩壊につながった。そのときに何が起

こったかというと、個人の評価が拡大した。

つまり、自己実現が個人の生きる目標になっ

たし、自己責任というのが、自己が相手のい

ない社会に対してとるものになっていったわ

けです。さらに少子・高齢化で家族のつなが

りが消失したし、共同の子育てが少なり、そ

の結果、サル化する人間社会が出現した。 
 　サル化というのは、類人猿と共通する資質
を育てて共感能力を高めてきた人間が、共感

能力をあえて使わずにルールによって共存す

るようになったということを意味していま

す。サルはそれほど共感能力が高くないの

で、先ほどご説明したように、ルールによっ

て分散して集まってということをやっている

わけですから。人間の社会というのは今、相

手の事情だとかを考えずにルールに従ってい

ればとにかく共存できるという方向に向かっ

ているわけです。とにかく人口が過剰に大き

くなって、我々がそれぞれの人間に対してい

ろいろな配慮ができなくなった。しかも、効

率、効率と言われるわけでしょう。サルの社

会ってものすごく効率的なんです。だって、

相手のことを考える必要はないのですから。

ルールに従っていればけんかは起きないわけ

だというふうに単純に考えると、共感能力が

どんどん減退する。共感能力を使う必要がな

ければ、信頼関係もつくれない。信頼関係が

なければ、つまり集団というものの目的が変

わっていくわけです。 
 　人間の集団というのは、自分の利益を減じ
てまでも、集団のために何かをしたいという

気持ちで支えられていて、個人というのは、

他人の期待によって生きられているわけで

す。ところが、自分の利益を高めるために一

緒にいるという話になっていく。仲間という

のは自分の利益を高めてくれるものだ、そし

て、集団の外にいる人間は、仲間と自分との

間の利益を侵すものだとなっていくと、どん

どん集団は閉鎖的になっていきます。だっ

て、集団の外の人間は排除しようとするわけ

だから。 
 　私は ITというものを嫌いなのではなく、
賢く使っていかなくちゃいけないと思ってい

るんです。私はふだん携帯電話を使っていま

せんが、携帯電話もうまく使わなくちゃいけ

ないと言っているわけです。それには IT社
会の利点と欠点というのを賢く見定める必要

がある。ITは効率的、経済的であって、物
と人の動きを加速するので、すごく便利なの

です。ネットワーク社会だから、階層性や中
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心が持てない。だから、人々は対等につき合

える。しかも、格差が見えない。見えないの

がいいことかどうかわかりませんけれども、

そういうのをマスクしてくれる利点がある。 
 　欠点は、相手の顔が見えない、だから、信
頼関係がつくれない。しかも点と点が結び

合っていますから、リーダーができないんで

す。そして、すぐに炎上してしまう。顔と顔

とを突き合わせていれば、そんなに大して炎

上しなかった話が、どんどん壊れていきま

す。だから、入りやすく、抜けやすいという

組織しかつくれない。 
 　三浦さんの質問に答えて言えば、多分ネッ
トだけでは家族はできないと思います。つま

り、家族があって、それを維持するためにネッ

トを利用するというのはあり得ると思う。で

も、家族の根本というのは、身近なところで

集まるというところがなければ、多分できな

いと思います。 
 　もう一つ、ARTでつくられる家族、多元
的親子関係というものは、これは生殖医療と

関係する話だと思いますが、どんどん増えて

いくと思います。それはもともとサルにも類

人猿にも人間にも共通した話で、家族という

のは生物学的な類縁関係だけでつくれるもの

じゃなくて、生後の関係によってつくられる

疑似家族だからなんです。 
 　今は逆に2つの意味で、変な話になってい
るんです。一つは生物学的な類縁関係にこだ

わり始めているということです。それは本来

の人間の家族の作り方に逆行しています。 
 　もう一つは、いろんな関係がつくり出され
る、同性もあれば、言うなればすごく年齢の

違う夫婦もあるだろうし、これからは多様な

家族がありという話になっていきます。もと

もとバーチャルなものですから、家族という

のは。それは余り説明しませんが、人間はもっ

とそれをバーチャルに多様にしてきたわけで

す。ただ、その中に信頼関係を構築するとい

う担保があって初めて家族ができていったと

いうこと、これは外してはいけない話だと思

います。 
 　ミトコンドリア置換によって3人の遺伝子
を持つ子供がいる。世の中のクローンという

のは家畜の例を見るまでもなくもう技術は確

立しています。ただ、山中伸弥さんの例で言

えば、慎重に倫理委員会をつくっているわけ

です。これから IPS細胞とかES細胞とかで
どんどん新しい可能性ができてくるわけで

す。それをどう人間に応用していったらいい

のかというのは、生物学者や医学者だけでは

考えられないので、今そういうグループで倫

理委員会をつくって、同時並行的にどこまで

研究を進めていいのかということをやってい

ます。 
 　私が一つ、言っておかなくちゃいけないな
と思うのは、今、恐らく非常に大きな文明の

転換期にいます。それは科学技術が地球の

持っている資源の限界性というのを乗り越え

られるかどうかというときなのです。このま

ま科学技術を応用していったら、もう人間が

滅んでしまうということがわかってしまった

わけです。そこを過去に戻って人間は考え直

さなくちゃならないというトレンドが今生ま

れています。だから、歴史の本がいっぱい出

てきていますし、歴史というものを非常に拡

張して考えなくてはいけなくなったわけで

す。 
 　今日の話も人間の起源、人間性の起源を探
る、未来を探るというのはまさにそのとおり
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で、歴史だけでは人間というものを語れなく

なってきた。もっとサルとの共通祖先までさ

かのぼって、生物としての人間性というもの

を探らなければ、未来の人間を描けないとい

う時代になってきたんです。そこで、一旦科

学技術というものをそのフィルターをかけて

もう一遍見直す必要があるんじゃないかとい

うことは言っておきたいと思います。AIが
進めば、ビッグデータ解析が進めば、何でも

技術によってつくられてしまう。ロボットだ

とかアンドロイドというのはどんどんできて

きます。つまり、人間性という歴史性や中身

というものとは違う、インターフェースとし

ての人間というものがどんどんできていく時

代ですから、そこを立ちどまって考えなくて

はならない時代だと私は思っています。（拍

手） 
  五百部氏 ：ありがとうございます。多分
ARTというのが出てきて、血縁にこだわる
ようにむしろなってきたという理解というの

は重要なポイントのような気もします。その

点はもうちょっと後で。 
 　では次に、浜渦先生に竹ノ下さんのコメン
トにまた何か返していただくということでよ

ろしくお願いします。 
  浜渦氏 ：私は見せ損なったスライドはありま
せんが、後ほど1つご紹介したい言葉があり
ます。その前に、まずご質問にお答えしたい

と思います。今日話せなかったところをちょ

うど的確に引き出してくださるような質問を

していただきまして大変ありがとうございま

した。 
 　というのは、今日の講演で、ケアするとい
うところにまずは焦点を当てたかったわけで

すが、それは山極さんの話の中でも、今日の

話の中でも気遣いの心とか、それから他者を

いたわる感情とか、そういう言葉を使われま

したが、それはやはりケアをするという、そ

ういう人間の心のある営みのことかと思いま

すが、もちろんご指摘いただいていたよう

に、ケアするという行為は、ケアされるとい

う行為と密接にかかわっていて、ある意味で

相互補完的な、つまり一方的な行為ではない

ということなんですね、ケアするということ

が。つまり、相手がどういう状態で、どうい

う反応をするか一切考えないでケアすること

はむしろあり得ないということなんです。 
 　ですから、ケアというのは、そういう一方
通行的な行為ではなくて、相互的な行為とし

て初めて成り立つという、そういう側面を

持っていて、それで、私の話としては、ケア

するということを今日はもう一つの話の

「Homo Patiens」の話とつなげて話したつも
りです。「Homo Patiens」というのは、ある
意味で手を差し伸べられる側の人のことであ

るわけです。それで、私も先ほどケアという

言葉を共感という言葉とも近づけて話しまし

たが、山極さんが、それにつなげて共感とい

うのはシンパシーということであって、シン

パシーというのはパトスをともにするという

意味だとおっしゃって下さいました。パティ

エンスをともにするということですから、

「Homo Patiens」という考え方と、実は「Homo 
Curans」というのは相互的な関係にあると
いうことを言いたかったわけなんです。 
 　それを特に1号というネアンデルタール人
の傷ついた仲間、障害を持った仲間をいたわ

るということと同時に、死者、死んだ仲間を

いたわる、死者を悼むという、そういうとこ

ろまで人間が広がっている、そこを特に強調
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したかったわけです。だけど、その中で私は

そういう相互補完的な関係という話を余りす

ることができませんでしたので、それを少し

補っておかなきゃいけないなというところを

指摘していただきました。 
 　相互補完的なということを考えると、そこ
からもう一つの論点、つまりよいことばかり

ではないという、そんな話にもつながってく

ると思うのです。ですから、ご指摘いただい

たのも、相手のことを全然考えない、相手に

対して、相手がどう受けとめるかということ

を関係なしに自分のほうの都合だけでケアす

るという、そういう話だと思います。それは

やはりケアではないだろうというのが私の話

で、そのときに私、生老病死という仏教用語

を紹介しましたが、もう一つ仏教用語として

ご紹介したいのがこういう言葉です。 
 　「 啄同時（そったくどうじ）」という言葉、

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

これは鳥の卵がかえるときの話です。鳥の卵

がかえるとき、鳥の殻というのはなかなか割

れないんです。割れないときに内側からひな

が一生懸命つついて出ようとします。ところ

が、外から親が、内から一生懸命つついてい

るのを放ったらかしにしておいたら、子供だ

けの力では開かず、結局死んでしまうわけで

す。 
 　ところが、かといって親が子供が中から
つっついてもいないのに、早く来い、早く来

いと無理やりつっついてあけたら、やっぱり

ひなは死んでしまうわけです。だから、子供

が一生懸命つっついてくるちょうどのときに

タイミングよく親がつっついてやると、ぱ

かっと割れるという、これ、ケアの基本的な

アイデアだと思うのです。だから、そういう

相互的な行為としてケアというのが初めて成

り立つんだと、そこが欠けているときは、ど

ちらが欠けているときもケアにはならない。 
 　だから、相手のことを考えていないと、ケ
アというのは場合によっては余計なお世話に

なるわけです。本人が望んでもいないのに、

そういうところに余計にやってきて助けてあ

げましょうといって、本当は助けなんか要ら

ないというときに助けちゃうというのは余計

なお世話です。 
 　今日はケアの現場の話のことを全然できま
せんでしたが、三浦さんのところにもちょっ

とコレクティブハウスの話が出てきましたけ

れども、私は北欧のケアのことをずっと研究

していて、北欧のケアを見ていて感じるとこ

ろは、まさに見守るなんです。例えば事業所

の人がグループホームをつくってやってい

る。そこに住む当事者のところサポーターの

人がやって来るわけですけれども、余計な手

を出さないわけです。自分で考えて自分でや

ろうとしているときに、危険だと感じたら、

ちょっと待ってそれはと言うし、きょうの晩

御飯どうしようと言っているときに、こうい

うのもいいんじゃない、ああいうのもいいん

じゃないということをアドバイスはするんだ

けれども、手は出さない。いつも手は後ろに

して見守るという、これが基本のケアだと北

欧では言っている。 
 　日本のケアはちょっと、高齢者ケアもそう
ですが、手を出し過ぎてしまうのです。余計

に手を出し過ぎてしまうから、トラブルを起

こすというところがあろうかと思います。 
 　とりあえずそこのあたり、ご質問の2点ぐ
らいは答えられたかなと思います。ほかにも

三浦さんの発言についてもいろいろ言いたい
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ことはあるのですが、ここまでとします。 
  五百部氏 ：浜渦さん、ありがとうございまし
た。 
 　話としては、例えば双方的なインターラク
ションとか対面的コミュニケーションという

ところでという話になってしまうと、私はあ

まのじゃくなので、嫌だなと思いながら聞い

ていたんですが、例えば山極さん、こういう

浜渦さんとか三浦さんのコメントを聞いて、

何かコメントってないですか。 
  山極氏 ：竹ノ下さんのネガティブケアという
話は、実はすごく奥が深いです。例えば食を

操作することによって、我々はものすごく大

きな危険に直面している。つまり自分で食事

をつくっていないわけでしょう。毒を入れら

れたらどうするのですか。そういうことが起

こるわけです。アフリカでも毒殺というのは

結構起こりますが、これはまさに食べるとい

うのを自分1人で完結できないせいなんです。 
 　しかも、例えばプラットフォームに並んで
いて押されるなんていうことを誰も思わない

から安心していられますが、それはとんでも

ない信頼関係を見ず知らずの他人に我々は置

いているわけです。レストランで食べるとい

うこと自体がものすごいリスクを冒している

わけだからね。そういうことを知らず知らず

のうちに我々はやれるから、こんな大衆社会

を笑顔で生き抜けるわけです。一歩間違うと

すごく暗黒な部分を我々は持っているという

ことです。 
 　だから、ケア社会もそうで、だって、プロ
と言ったって、そりゃ会ったこともない人に

ケアされるわけでしょう、現代社会では。昔

はそんなこと絶対なかったわけで、本当に信

頼できる人のケアしか受けられなかったはず

です。でも、そのきっかけというのは多分共

同保育から始まっていると思います。子供と

いうのは、お母さん以外の大人たち、あるい

は年上の子供たちを信頼することによって、

それに身を預けることによって成長できる、

そこに暗黙の信頼関係があるわけです。そう

いうことを小さいころから経験して生きてい

くという人間の性質がいつ芽生えたのかとい

うのが多分非常に重要なのだと思いますが、

それは、我々はもう疑いもしないような能力

だと思っているわけです。 
  五百部氏 ：ありがとうございます。 
 　一方、どうでしょう、浜渦さん、今日のサ
ルの側の話を生で聞いてみてどう思われたか

というあたり。 
  浜渦氏 ：私にまた時間をつくっていただいて
大変ありがたいですが、むしろサルの話とい

うよりも、今の話の流れで少しお答えしたい

と思いますが、山極さんの話の中に、家族と

コミュニティー、共同体という話があって、

家族というのは、見返りを期待しないで献身

的にするという、ある意味でケアの原形的な

ところだと思いますが、それに対してコミュ

ニティーという共同体という関係というのは

互酬関係で、要するにいつもギブ・アンド・

テイクの関係だというお話がありました。と

ころが、今日の家族の崩壊という話ともつな

がってくるかもしれませんけれども、さまざ

まな外注をするわけです、食事を外注した

り、育児を外注したり、介護を外注したりと

いうことで。 
 　だから、ケアというものが次第にコミュニ
ティーに広がっていったときに、もともとは

見返りを期待していなかったようなものが見

返りを期待するようなシステムの中に入って
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くる。だから、子供を保育所で預かるから料

金はこれだけですよ、介護見ますから料金は

これだけということで、見返りを期待するよ

うな世界にケアというのが広がりつつあるわ

けです。そこからいろいろ問題というのが起

きてきているのではないかと思うわけです。 
 　共同体で、ある意味で見返りを求めるとい
うのは、典型的なのはビジネスの世界にもな

るわけです。つまり、自分の利益のためにだっ

たら、場合によっては何でもするというよう

な、そういう行為にまでなってくる。そうい

うものの中に、今ケアの行為がシステム化さ

れていっているわけです。だから、ケアとい

うのが外注されるというのは、ケアがビジネ

スの世界になってしまっているという、そこ

からいろんな問題が生じてくるというところ

があろうかと思うのです。 
 　そこのあたり、だから、私はケアというの
が全てどんどん広がっていくのがいいとばか

りは思っていなくて、やはり今日のネガティ

ブケアというところというのも当然考えない

といけない問題としてあろうかと思うんで

す。だから、私は相互的な関係ということで

啄同時という、何かすごく平和な理想的な、

そういう話だけを先ほどしたようですけれど

も、これってなかなか難しくて、やっぱり相

互にちぐはぐなことがいっぱい起こってき

て、そして、そういうふうにケアの場面とい

うのが共同体のところまで広がってビジネス

化されていくと、ますますそういうすれ違

い、行き違い、思いが全く違うということが

出てくる。それで、いろんな問題が起こって

きているんだろうと思っております。 
  五百部氏 ：ありがとうございます。 
 　行動学を研究していると、どうしても家

族っていわゆる血縁者間の協力で、コミュニ

ティーというのは非血縁者間の協力で、そう

すると、互恵的利他行動じゃないと進化しな

いという、今一般的にそういう話になってい

て、必ず動物の世界で血のつながりのない個

体間での協力というのは、要は見返りが最初

から期待されていると、そうじゃないと進化

してこないんだという話になっているわけで

す。 
 　ところが、今のお話を聞いていると、一周
回って、また人間の世界でも見返りというの

が全面に出てきてしまっているという、そう

いう印象を持ったりもしたのですが、今のお

話をそれぞれ聞いて、コメンテーターの若い

お二人は何かないですか。どうぞ、どうぞ。 
  竹ノ下氏 ：ケアがビジネス化しているという
ところは、実はケアをビジネスにしているそ

の人は、実際にケアをしていない人で、つま

り事業として人に人のケアをさせる人がビジ

ネス化していて、私は、今、福祉の大学にい

るのですが、福祉を志して大学に入ってくる

学生というのは、本当に見返りを求めずにケ

アをしたいというか、むしろケアをする仕事

を楽しいといって、自分のために人のケアを

するみたいな人です。それで、現場に残って

いくのはそういう人たちで、そういう人たち

にはケアに対する見返りを期待しない部分が

ある。で、本来その人たちに返ってきてもよ

かったはずだった見返りを、誰かが、この人

たちは見返りを期待してないんだから、その

分をかすめ取ってもいいだろうというのが今

の福祉ビジネスではないかと思います。 
 　そこに欠けているのは、結局は対面コミュ
ニケーションであって、ケアをし、されると

いう人が直接顔を突き合わせてやる場面で
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は、ヒトの場合は血縁がなくても、そこであ

る程度見返りを期待しない関係が成立する

が、そこを対面交渉せずに済ませられる環境

を手に入れてしまうと、他者を道具のように

使うということが即座に起きてくると思う。

だから、やっぱり鍵は対面コミュニケーショ

ン、対面というか直接コミュニケーションか

なと思います。 
  五百部氏 ：どうです、三浦さん。 
  三浦氏 ：ネガティブケアとか見返りを求める
ケア、ケアのビジネス化という形で、ケアと

いう言葉がちょっと焦点になっているので、1
つつけ加えると、それから浜渦さんが割とラ

テン語とか語源の話をされましたので、それ

にひっかけて言いますと、現代の社会ではセ

キュリティーを結構大事にします、安全とか

安心ですけれども、このセキュリティーとい

う語は、ラテン系の英単語であるキュアcure
に、「～なしに」を意味する接頭辞のse-が付
いたもので、cureがケアの語源に相当します
から、それは「without care」、つまり「ケア
しなくていい」状態を指します。たとえば、

地下鉄星ヶ丘駅にも最近ホームに柵ができま

したよね。だから、柵とかそういうので、確

かに安全ですが、私たちはそれこそ酔っぱら

いがふらふらしながらホーム脇を歩いていた

ら、大丈夫かなと心配したりとか、あるいは

手を差し伸べたりする、そういうことがこれ

まではあったのですが、今は安全柵があるか

ら、私たちは他人をそれこそケア、配慮しな

くていいという社会になってきている。 
 　どうも今の社会のセキュリティー化という
のが、私たち人間が本来備わっている、それ

こそ配慮するという気持ちをますますなくす

方向に向かっているんじゃないかという気が

します。これは私が考えたんじゃなくて、東

浩紀さんという思想家の受け売りですけれど

も、その点、ケアに関してつけ加えておきます。 
  五百部氏 ：ありがとうございます。やっぱり
どんどん対面コミュニケーションとか、そう

いうほうに行っちゃうんですねと思いながら

話を聞いていましたが、おそらく明らかに現

代社会というものが、やっぱり今日人間性の

起源という話ですが、サルを見ている者から

すると、随分矛盾がいっぱい出てきてしまっ

ているのは確かなんだろうなというのは間違

いない。だけど、そもそも、じゃ、文化の違

いを超えて普遍的に存在している人間性って

何だろうって考えてみたときに、多分ぼやっ

としたイメージがありますが、これだってい

うのは、チンパンジーを見ている人とゴリラ

を見ている人と、あるいは場合によってはニ

ホンザルを見ている人とで意外と違ったりし

て、お二人はゴリラで、私はどっちかという

とチンパンジーとかピグミーチンパンジーを

見ている人なので、いや、それ、ちゃうやろ

うと言いたくなることというのはあったりす

るわけです。 
 　その辺、多分人間理解ということを考えて
いく上では非常に重要なのですが、1点、
ちょっとだけ聞いておきたかったのは、今

回、浜渦さんの発表で苦しむ人というのが出

てきていて、ゴリラを見ている、山極さんで

も竹ノ下でもいいんですが、苦しみますか

ね、あいつら。浜渦さんが言っていた、ある

いは私たちが苦しむような、そういうイメー

ジで。 
  山極氏 ：これは人間性にも関係するのだと思
いますが、苦しむというのと不安というの

と、我々、割とごっちゃにしがちなんだけど、
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自分が何かになるべきはずだったのに何とか

なっていない苦しみ方というのはゴリラには

ないんです。ただ、不安はある。不安という

のは、集合性というのを基本に生きている動

物ならば、そこに置き去りにされたり、ちょっ

とはぐれちゃったりというときに大きな不安

を感じる。これが彼らにとっての大きな苦し

みなのだと思いますが、人間的な苦しみとい

うのは多分ないだろうね。 
  五百部氏 ：どうぞ、浜渦さん。 
  浜渦氏 ：そのことと関連して、私が今日山極
さんからぜひとも聞きたいと思っていたこと

があって、私が強調したことは死の認識、特

に仲間の死ということに対する認識、つまり

仲間の死というのが、仲間の死であると同時

に自分の死をそこの中に重ね合わせるように

して、自分もやがてこうなるんだという、そ

ういうある意味で不安、そういうものを持つ

ということが、人が人になってきた大きなス

テップの中にあるのではないか、それが仲間

の死に花を手向けるという行為になっている。 
 　それで、山極さんが20数年前に『サル学
の現在』で書いていたように、自分の子供が

死んだのをミイラになるまで抱えていたとい

う話があそこの中にも出てくるわけですが、

でもミイラになった子供を最後は捨ててしま

うわけです。 
 　それから、ミイラになるまで抱えていたの
は子供なわけです。それでは、仲間、例えば

自分の夫、配偶者が亡くなったときに最後ま

でああいうミイラになるまで私を抱えてくれ

るんだろうかということとか、仲間の死とい

うものをどう思っているのかという、そこが

私、実は一番聞きたかったところで、サル学

の現在でも、結構セックスにかかわることで

同性愛の話、それから、子殺しの話ってある

のですが、そういう死の認識というのがゴリ

ラの中にはどうなっているのか。 
 　人間はやっぱり死というものを不安に思
う。ハイデガーという現代の哲学者の『存在

と時間』という本の中で一番クライマックス

になるのは死に対する不安という問題なんで

す。それをゴリラではどうなのかという、そ

このあたりをぜひとも聞きたいなと思って来

たような次第ですので、もし何かお答えがあ

りましたらよろしくお願いします。 
  山極氏 ：簡単に答えます。 
 　人間とゴリラの大きな違いというのは、人
間は存在を受動的にとらえられるんです。だ

けど、ゴリラは受動的にとらえられない。だ

から、死んだ子供をずっと引きずっている母

親というのは、これは自分の体の一部だと

思っているわけです。人間の場合は、自分が

受動的なんです。つまり、自分で自分を定義

できない。仲間から、あなたはこういう人間

だと定義される。具体的に言えば、仲間の期

待によって自分がつくられているわけです。

それだけ人間というのは共同性が高い。共感

性が高い。だから、仲間の死というのは、つ

まり自分の死でもあるわけです。だって、自

分をつくってくれる仲間がいなくなってしま

うわけですから、自分の存在感がそこで大き

な喪失を受けるわけです。そこが大きな違い

だと思うんです。 
 　ゴリラにとって仲間の死というのは、自分
のつくっている社会が1つ壊れるということ
は意味するけれども、自分自体が壊れるとは

意識しないわけです。そこが僕は大きな違い

だと思うんです。 
  五百部氏 ：ありがとうございました。 
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 　一言、二言チンパンジーのことをコメント
しておくと、やっぱりチンパンジーも例えば

ミイラになった子供を運ぶという、まさにあ

あいうのがあるし、でも、ニホンザルでもあ

るんですよ。だから、多分私たちが認識して

いるような死というものではないのでしょう

が、一方で、じゃ、いつもそういうことをす

るかというとそうじゃなくて、子供が死んだ

ら、その辺にぽいと捨てていくなんていうこ

とは普通にあるし、それから、チンパンジー

で大人が死んだのに対する周りの個体の反応

というのがあるんですが、基本的にはしばら

く見ていて、もうとっとと行っちゃうわけで

す。そこは明らかに私たちが持っている死に

対する認識とは随分違うなという。 
 　あと、もう一つ言うと、苦しみということ
に関して、先ほど山極さんがコメントしてい

ましたが、多分チンパンジーもなくて、多分

キーワードが未来ということなのかなとは

思っているんです。私たちはつい未来のこと

を考えてしまうから、逆に苦しいということ

が出てくるんだけど、そういう意味での未来

ということを多分、直接聞いてないのでわか

りませんが、ゴリラやチンパンジーは考えて

ないんだろうという、そこを手に入れたとい

うのか、そういう認識を持ったということも

人間性の一つの大きな特徴なのかななんて

思ったりします。 
 　最後にどなたか発言されますか。三浦さ
ん、どうぞ。 
  三浦氏 ：今の未来とか死に関してですけど、
やっぱりそれは我々人間が言語を使っている

ということが大きいんだと思うんです。僕、

今、3歳の息子がいまして、やっと最近いろ
いろと言葉をしゃべりだしましたけど、で

も、あまり内面とかに関することは言ってな

くて、だから、僕も怖くてまだ訊いてなんで

すけど、例えば「死ってどう思う」とか、い

ろいろ話し出してはいるんですけど、まだそ

ういう内面を語り出してはいない。でも、い

つからか、例えば僕、哲学を始めた動機とし

て小学校の低学年ぐらいから「死が怖い」と

いうのがあって、死をすごく私は恐れている

んですよね。 
 　でも、そういうことを考えると、ゴリラと
かチンパンジー、あるいは小さな子供という

のが余り死というのを恐れてなくて、それに

対して我々人間が死というのを恐れ、あるい

は未来というものを不安に思うというのは、

やはり言語というものと関係があるのかなと

ちょっと今思いました。 
  五百部氏 ：ありがとうございます。哲学者の
子供に生まれなくてよかったと思いました。 
 　多分続けたら、あと1時間でも2時間でも
こういう話、できると思うんですが、何せこ

ういう会というのは時間制限が設けられてお

りますので、簡単にまとめると、途中でも何

回か言いましたけれども、対面的なコミュニ

ケーションとか双方的なコミュニケーション

とか、そういったものが多分人間性というこ

とに密接にかかわっているのは間違いないん

だろうなという、ありきたりと言えばありき

たりの結論で、私、ちょっとなと思うところ

もあるんですけれども、その辺のところを皆

さんも考えて、自分なりにそういうことを考

えていただけたらと思います。 
 　では、本当に私の不手際で、事前にいただ
いていた質問も幾つかあったんですが、

ちょっとそういうものにもお答えする時間が

なくなってしまって大変申しわけないんです
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けれども、このあたりで全体のセッションを

終わりにしたいと思いますので、どうもあり

がとうございました。（拍手） 
  杉藤氏 ：講演者の皆様、また、コメンテーター
の皆様、本日はどうもありがとうございました。 
 　時間が幾らあっても足りないところであり
ますが、残念ながら時間になってしまいまし

た。いま一度、盛大な拍手をお願いいたしま

す。（拍手） 
 　本日の椙山フォーラムの閉幕に当たり、本
学園、学園長で人間学研究センター長の椙山

正弘より一言ご挨拶申し上げます。 

 【閉会挨拶】

 

  椙山正弘センター長 ：ご紹介いただきました椙
山女学園学園長、人間学研究センターのセン

ター長を仰せつかっている椙山でございます。 
 　本日は椙山女学園創立111周年記念、椙山
フォーラム「ヒト・ひと・人、人間性の起源

とゆくえ　霊長類学と臨床哲学の対話」の

フォーラムを開催しましたところ、500名を
超す皆様からお申し込みをいただき、本日は

また大変お寒い中を大変大勢の方においでい

ただきまして、まことにありがとうございま

した。 
 　特に前半の部分では、席がいっぱいで入れ

なくて、外のロビーで見ていただいたり、あ

るいは別室でやはり画面で見ていただいたと

いう方も大勢おられて、本当に申し訳ありま

せんでした。 
 　本日、山極さん、それから浜渦さんという
大変大物のお二人にそれぞれ大変感銘を受け

る立派なご講演をいただき、それから、三浦

さん、竹ノ下さんにはそれぞれコメントをい

ただき、杉藤さんには総合企画と総合司会、

五百部さんにはパネルディスカッションの司

会進行をしていただいて、大変充実をした

フォーラムになりました。 
 　この「人間性の起源とゆくえ」というテー
マがかなり定まったことと思いますけれど

も、しかし、時間が幾らあっても足りません。

このことは限りがありますので、ご勘弁をい

ただきたいと思います。 
 　それでは、これでお礼のご挨拶といたしま
す。どうもありがとうございました。（拍手） 
  杉藤研究員 ：椙山フォーラム、以上でお開き
とさせていただきます。本日はご参加ありが

とうございました。 
 　なお、お手元にアンケートをお願いしてお
ります。お帰りの折、回収箱にお入れください。 
 　また、山極さんがご持参なさいました
「POPOFニュース」というコンゴ共和国の
自然保全に関する、あるいはゴリラ保護に関

するニュースレターの残部が少し受付にある

ようですので、もしご関心の向きはお持ち帰

りください。 
 　本学園の椙山フォーラム及び人間学研究セ
ンターの人間講座を今後ともどうぞよろしく

お願い申し上げます。 
 　時間が遅くなり、キャンパス内も暗く、寒
くなっております。皆様、どうぞお気をつけ
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てお帰りください。どうもありがとうござい

ました。（拍手） 
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Q1．今回のフォーラムは何でお知りになりましたか?

1.中日新聞の折込チラシ 77 名 34%
2.案内状・ＤＭ 76 名 34%
3.生涯学習センター・図書館の掲示 11 名 5%
4.学園ＨＰ 2 名 1%
5.友人・知人からの誘い 33 名 15%
6.S＊map 13 名 6%
7.その他 14 名 6%

合　計 226 名 100%

1.興味・関心のあるテーマだったから 178 名
2.講師に魅力・関心があったから 97 名
3.会場が便利な場所にあったから 37 名
4.その他 5 名

Q2．今回のフォーラムへの参加動機は何ですか?（複数回答可）

椙山女学園創立111周年記念　椙山フォーラム　アンケート集計結果
＊事前申込：533名 /  受講者：355名（参加率66.6％）
＊受講者数：355名　アンケート回答者数：220名（回答率61.9％）
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【お住まい】

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 92 名 55%
2.参考になった 72 名 43%
3.参考にならなかった 2 名 1%
4.全く参考にならなかった 0 名 0%

合　計 166 名 100%
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NO. 職業 年齢層 性別 今回のフォーラムに関するご意見・ご要望・今後のフォーラム開催のご要望

1 主婦 60 女性
私は、サル、チンパンジー、ゴリラが大好きです。山極先生のお話が直接お聞きできる機会
をありがとうございます。今後、動物園でチンパンジー、ゴリラの前でより楽しく遊べるこ
とができそうです。

2 その他 60 女性 21世紀はどのようになっていくのかという疑問が、少し整理できた。大変勉強になった。今
後も考え続けたい。非常に良い構成でわかりやすかった。

3 その他 70 男性 文化・芸術に関するテーマで開催してほしい。

4 主婦 60 女性 第二部・第三部が興味深く、もっと伺いたいと思いました。

5 主婦 80 女性 手元にパンフレットがありましたので、よりお話が理解できました。願わくはもう少し文字
を大きく。

6 主婦 70 女性 人類の進化とは何か、50数年前を思い出す。10代～ 20代に哲学、倫理学にとても影響され
た者です。

7 無職 60 男性 類人猿と人類が分化してきたことの詳しい知見をお伺いしたい。

8 教員 50 女性 おもしろかったです。

9 教員 50 男性 おもしろかったです。教室でも何か子供たちのために伝えたいです。

10 その他 50 男性

現代社会の諸問題を考えるうえで、人間とは何か、現代人はどのように変容してきたかを考
察することは非常に重要なことであると再認識しました。今後は特に産業化、デジタル化に
伴い、人間がいかに変化し、その変化に対応するため、社会システムをどのように変革すべ
きかを考察する内容のフォーラムを期待します。

11 その他 60 女性 死の認識の話、人間とゴリラ等の違いなど、関心を持って聴けました。

12 主婦 60 女性 ケアの見守り、10年介護職に就き、10年前には出来ていた事（寄り添い）が最近の現場は変
わってしまいました。簡単そうで一番難しいと思っています。

13 その他 50 男性
第一部の二人の講師には時間不足、消化不良です。最低各自一時間必要。第二部不要、第三
部と一体となって行えばよい。この内容なら、13:30～ 18:00くらいにすべき。会場の画面に、
線が出て見難いです。

14 会社員 50 男性 たいへん興味深く、また楽しく聴くことができました。時間が短いのが残念です。

15 会社員 50 男性 人間が何を糧（精神的）に生きているのかがわかったように思います。

16 会社員 － 女性
終了時間は、寒い季節なのでもう少し早い方がいいです。二人の講演をじっくり深めるもの
がいいです。テーマを絞って深めたい。今回のコメントはとても有効でしたが、もっと深め
たい。参加者も参加したいです。

17 主婦 40 女性 脳科学について、生と死、老いなどについて。

18 無職 70 女性 山極先生のご講演、アンコール。

19 主婦 － 女性

浜渦辰二さんの講演が標題と異なる内容で残念でした。具体的な内容を期待していました。
山極壽一さんのお話をもっと聞きたかった。脳の成長が先で言語ができたこと、乳児は絶対
音感を持ち、大人から子供への一体感や安心感から、大人へと広がって行ったとの流れは、
興味深くもっとお話を伺いたいと時間が短く感じられました。直接対面コミュニケーション
を大切にして共感性を意識したいです。

20 その他 60 男性 家族関係があぶない・・というテーマの趣旨に賛同しました。この問題をどう広げるか（ネッ
トワークづくりを含めて）。教育へどうアプローチするのか。文科省、政治学の知識として。

21 その他 50 男性 非常に興味深く、かつ高度な内容だったので、もう少し時間をかけて聴講できればと思いま
した。もし可能でしたら同じテーマで、続編の開催をお願いしたいと思いました。

フォーラムに対する主なご意見・ご要望
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22 主婦 50 女性 時間不足が重ね重ね残念です。

23 主婦 70 女性 ケアについてもう少し聞きたい。

24 主婦 70 女性 時間を守って話してほしかった。印刷したものを読んでいるだけでそれは後で読めばいいの
で、もっと書いてあること以外のことを話してほしかった。

25 会社員 50 女性 時間が足りなかったのは残念でした。

26 主婦 60 女性 講師お二人の持ち時間があと30分ほど長ければ、もっと詳しくお話を聞けたのにと思いまし
た。

27 会社員 － 男性 椙山女学園創立111周年記念おめでとうございます。人間性の起源を学ぶことができ、今共
感を結び知ることができました。

28 無職 60 女性 深く掘り下げた興味深い内容でとても学べました。

29 無職 － 女性 今回のような人間とは何かのテーマ。

30 主婦 － 女性
とても刺激的でした。ありがとうございました。ケア、育児、介護が家族の中に押し付けら
れつつあることは、少子高齢化の今、無理だと思います。若者、女性の負担が大きすぎる。
ケアはビジネスにしないと、結婚も出産も怖くてできない社会になりそう。

31 無職 70 男性

「サル化する社会」（共感の欠如）とは、時間の関係で、そこまで達しなかったようだが、そ
のあたりの先生の説を紹介する本でもあれば教えてほしい。→コメント、パネルディスカッ
ションでわかりましたが、格差がサル化しているのでしょうか。臨床哲学、コメンテータの
質問は大変良かった。

32 無職 60 女性 とても充実した時間を過ごすことができました。

33 会社員 － － 講師の持ち時間がタイトであったように思います。大変おもしろかったです。

34 無職 60 男性

サル、類人猿との対比の中で「人」とはいかなる存在であるか、人が人であるゆえんは何で
あるかが少しわかったような気がします。サル化する人間社会に危機感を覚えました。ゴリ
ラなど類人猿に見習わなければと思います。「疎外」「二極化」をどのように是正していくのか。
「人間」「家族」の概念が急速に変化していることに驚きました。

35 その他 60 男性 人間性の起源は面白かったですが、もっと勉強したいと思います。第二部コメント、第三部
パネルディスカッションではなるほどなと関心しました。ありがとうございました。

36 その他 50 男性 名古屋地区の企業風土と文化（土地の歴史との関連もあわせて）、学生のキャリア教育、社会
人対象のキャリア開発、リニア開通を控えた都市・地域開発、街づくり。

37 会社員 60 男性
15:00～ 18:00の3時間という長さ、夕刻の終了の見直し（13:00～ 16:00）、IT関連（クラウ
ド、AI、AG、IOT）の概説または個別専門か実はなかなか漠然としている。1つの講演とし
て提示いただけるとありがたい。

38 主婦 50 女性 時間配分が悪く、途中で疲れてしまった。大変もったいないことである。演者の一方は、半
分の内容、もう一方は読むだけでどちらも時間が足りない感じで残念であった。

39 会社員 50 女性 いいテーマ、企画でした。

40 無職 － 男性 集団心理と投票行動、葬式、墓、寺院との関係。

41 その他 60 女性 ゴリラの話や人間の人間たるゆえんの話はわかりやすく、おもしろかった。東山動物園のシャ
バーニの人気ぶりなど、ゴリラの心の深淵にもふれた感じがした。

42 無職 70 男性 人間社会における IT、自動化等人間の心・判断に係る分野にまで技術が浸入する未来。人間
の生き方はどの様に変わらなければならないか。教育・生活はどうあるべきか。

43 無職 70 男性
山極先生の人と猿の分かれ目は700万年前、そして人が言葉を話し始めたのは7万年前とい
う歴史を知ることができました。しかし人と分かれた猿たちに再び700万年前に起きた枝別
れと同じことが遠い将来起こる可能性はあるでしょうか。
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44 その他 60 女性
山極先生の研究著書に興味があり、参加しました。講師、テーマが多岐にわたり、拡散して
しまった気がします。もう少し山極先生の研究テーマを深めて聞きたかったです。サル化す
る人間社会の部分まで時間が足りず残念でした。

45 無職 70 男性 言語閲覧をお願いしたい。

46 無職 － 男性 講演が大変興味がありました。少し時間不足で残念でした。

47 主婦 50 女性 とても有意義な時間でした。

48 教員 － 男性 現代社会の問題点に鋭く切り込みを入れてください。

49 主婦 50 女性 発達障害、人口知能、ロボットと人間、脳科学、インクルーシブ

50 その他 40 女性
とても興味深い内容でしたが、お二方の持ち時間がとても短く残念でした。もう少しゆっく
りお話がしてもらえるような時間の設定が良かったと思います。山極先生のお話がゆっくり
聞きたかったです。

51 主婦 50 女性 １人当たりの時間が短くて残念でした。山極先生の話をもう少しゆっくり聞きたかった。

52 学生 10 女性 とてもおもしろかったのでもう少し1人ひとりの先生方に長くお話していただきたいと思い
ます。哲学に興味があるので関連するテーマで。

53 学生 20 女性

大変面白く興味深いフォーラムでした。三浦先生が日本は養子という制度が浸透していない
とお話しましたが、これは日本人は“血縁”“血のつながり”というものに重きを置いている
ためだと思いました。また、竹ノ下先生の“ケアする”と同時に“ケアされる”というもの
が生まれ発展した、ということに目からウロコでした。人類の淘汰についての問題のフォー
ラムもぜひ開いてほしいと思いました。

54 会社員 30 女性 世界から見た人口増加と、日本の少子化。今後の予想される問題について。

55 無職 80 男性
本日のテーマはとても良いテーマで、なかなかこの様なテーマの講演もない中で、今回開催
された貴学園に心から感謝いたします。ありがとうございました。話もとても分かりやすく
良かったと思います。

56 無職 － 女性 すばらしい先生方のすばらしいお話が聞けてうれしかったです。

57 無職 60 女性
とてもよい講義でした。ゴリラ、アジア象が大好きなので、椙山の学生さんのビデオ等とて
も楽しく見せて頂いています。また、ゴリラ、象のその後の成長等もビデオ等で見せてくだ
さい。再び山極先生のお話をたっぷり聞きたいです。

58 － 60 男性 いろいろな意味で刺激の多い話が聞けました。人間（人類）の未来に希望はあるのか？今回
のテーマに加えてＡＩ /ＡＲ社会の到来など不安定な社会が来る予感。

59 学生 20 女性

とても勉強になりました。臨床心理を学ぶ一学生として、また、人間として大切なケアとい
う考え方を学びました。「サル化する現代社会」というタイトルから、なんとなく説教臭い話
の流れになるのではと思っていましたが、全くそうではなく、学問的な知識に基づいて納得
のいく内容でとても面白かったです。「○○先生」と呼ばず「○○さん」と呼ぶのも居心地が
良かったです。権威性を感じずアットホームな講演会だと感じました。

60 無職 70 男性 すばらしいフォーラムでした。

61 － 70 男性 時間が経つのがあっという間でした。楽しかったです。

62 会社員 40 女性 ｢サル化する人間社会」に惹かれて受講しました。講師とコメンテーターの話題提供でどんど
ん話題が広がり、是非続編を希望します。

63 学生 60 女性 大変有意義な会をありがとうございました。
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64 無職 60 女性 とても難しく奥の深い内容だと思うのですが、わかりやすく共感できるようなお話でしたの
で、楽しく聞く事ができました。

65 無職 60 男性「ひと・ヒト・人」をどのようにとらえるか、自覚的の糸口となる催し物であったように思う。今後テレビドラマや小説を楽しむ方法が変わってくると思う。

66 会社員 70 男性
慶大（医）や千葉大（医）の強姦事件、仲間をいじめて溺死、感性豊かでないと勤まらない
苦の電通マンのパワハラ、過労死・・「サル化」では説明できないケースはどうしたら良いの
ですか。　死刑、断種？！

67 その他 60 男性 ヒトはどこから来たのか、そしてどこへ行くのか。過去に学び、未来を考えるきっかけになっ
たと思います。

68 教員 － 男性 希望のテーマ、原初的建築の内容、雨露をどのようにしのいだか、睡眠のための「ネドコ」
の発生と変異。樹上での睡眠・地上での睡眠・洞窟内での睡眠

69 無職 60 男性 山極先生、浜渦先生に、時間が少なく、もっとお聞かせいただきたかったです。改めて「人間」
を考える機会になりました。

70 その他 － 男性 斉藤環、宮台真司、観客からの質疑応答もやってほしかったです。

71 その他 60 男性 類人猿とケアと繋がる内容が参考になった。

72 学生 20 女性 面白かったです。

73 学生 10 女性 とても考えさせられる内容で楽しい対話でした。

74 主婦 60 女性 哲学をもっと難しく考えていました。結局「人とは何か」を考えるんだろうなと思います。

75 その他 60 女性 類人猿が好きで特にゴリラに対して子供の頃から興味があり、山極先生の講演を実際に聴く
ことができ大変有意義でした。

76 無職 60 男性 少し講演の時間が足りなかったように思います。ゴリラの生態には関心があり、今後も機会
があればテーマとして取り入れてほしいです。

77 主婦 40 女性 とても実りあるお話がたくさん聞けてとても楽しかったです。本当に時間が足りない。もっ
とお話が聞きたかったです。ありがとうございました。

78 主婦 70 女性
とても興味深い話でよいチャンスが与えられて感謝しています。ＩＴ時代は能力のない私た
ちにとって不安だらけで（山極先生の生き方すごくあこがれます）携帯も何も持っていませ
んが何の不満もなく楽しいです。

79 無職 80 女性
大変貴重なお話を聞けました。①②ともに時間をもう少しとれたらなおありがたかったと思
います。三浦氏の軽快なフォーラムでのコメント、大変良かったです。竹ノ下氏のコメント
もとても深かったです。今回の構成はとても良かったです。

80 その他 50 女性 お一人お一人の先生方が魅力的な内容のお話でした。職業柄、山極先生、竹ノ下先生のゴリ
ラの研究の知見や人間の子どもについての話を改めてお伺いしたいと思いました。

81 教員 30 男性 今日は色々と考えさせられるお話を拝聴する機会をいただきありがとうございました。関係
者の皆様も準備や当日の業務などお疲れ様でした。

82 － 30 女性「人間性の起源とゆくえ」というテーマとは逆に、「言葉」や「共感」、「ケア」という身近な話題を盛り込んでいた講演がとても面白かったです。

83 － － － 中身に対して時間が短い、開始時間が遅い、トイレ時間が短い、ポインターがないのはカッ
コ悪い、せっかくの山極先生がいらっしゃるのに、残念な構成。

84 会社員 40 女性 もう少し早い時間から始めて、講演時間を広げて欲しいです。

85 学生 10 女性 とても分かりやすい説明で人類の起源の話などがよく伝わってきました。とても面白かった
です。できたらもう少し時間があればと思いました。

86 無職 60 男性 日本有数、又は世界有数の研究者のわかり易い話で大変参考になりました。
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87 教員 50 女性 山極先生のゴリラ研究からみた人間についての話をもっと聞きたかった。（ＩＴ時代を生き抜
く等現代社会の問題につながるところが特に聞きたかったです。）

88 会社員 50 男性 山極先生の話は非常にわかりやすく参考になりました。テーマであるサル化する人間につい
ても掘り下げていただきたかったです。

89 無職 80 男性 一般的に聞ける話ではなかった。興味深く聞かせていただいたが、難しく理解できなく感じ
る面も多かった。

90 － － 女性 ケアの臨床哲学に関してのフォーラムを希望します。

91 主婦 70 女性 大変有意義でした。ありがとうございました。

92 無職 － 男性「ヒト・ひと・人」とは興味深い題目でした。ただ、今の人間がどの方向に向かっているのか、過去の類人猿かさらには動物の方向か？知りたいところです。

93 無職 80 男性 最も関心のあるテーマでした。今後も続けてほしいです。

94 会社員 40 男性
山極先生の講演は大変興味深かった。せっかくの記念講演なのだし、もう少し講演時間が長
くても良かったのではないか。各氏の講演コメント、パネルディスカッションは大変面白かっ
たです。

95 主婦 70 女性 パネルディスカッションは面白かったです。

96 主婦 － 女性 お二人の講演時間が大変短かったように思います。お一人1時間半でも良かったのでは。もっ
とお話を伺いたかったです。もちろん、第二部・第三部も興味深い話でした。

97 会社員 20 女性 山本秀樹先生（大阪本町診療所、認知症の話）、藤田紘一郎先生（寄生虫の話）、森博嗣先生（作
家）

98 無職 60 男性 立花隆氏を再読したいと思いました。

99 その他 － 女性 日頃とまったく違う分野のお話を楽しませてもらいました。ありがとうございました。

100 無職 60 女性 会場の温度が高すぎるように思いました。「サル化する人間社会」は興味深く聞きました。面
白かったです。

101 無職 70 男性 基調講演お二人の話はとても興味深く面白かった。コメントやパネルディスカッションをな
くし、講演時間を増やした方がいい。

102 その他 50 男性 講師の要望は、荒川洋治さんです。

103 会社員 60 男性 各テーマの間に休憩をとっていただき、1テーマの時間をもう少し多くしていただきたい。

104 その他 70 女性「ヒト・ひと・人」自分の人間らしさを考え、難しい問題だと思いました。

105 無職 70 女性 組織のあり方、動かし方等名称の変化と今後の動向を知りたいです。

106 学生 20 女性 時間が短くて、十分ではなかったけど、話をまとめて下さっていました。もう少しじっくり
聞きたかったです。

107 その他 70 男性 ゴリラ、チンパンジーを含むヒト科と、サル科との違いを少し理解できた。ケアを含む人間
性などについて突っ込んだ話をありがとうございました。

108 － 60 女性 お話は楽しく、日常生活に紛れて目を反らせている事を意識していた事柄を考える機会をい
ただきました。

109 教員 － 男性 講演内容が濃く、予定されていた時間は短い。生老病死の観点からも生理学的な話も聞いて
みたい。脳生理学的な話から茂木さんのお話。養老さんのお話など。
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110 教員 70 男性 有益な企画なので、案内が可能ならお願いします。

111 会社員 － 男性 今回のテーマで連続講座があったら良いと思います。もっと聞きたかったです。

112 教員 50 女性 パネルディカッションがあり、より内容が充実しました。アメリカから予想される今後の世
界経済、環境問題。狭くなった世界。国際化の中での日本の役割、日本文化。哲学。

113 主婦 60 女性
「サル化する人間社会」の山極氏の話をじっくり聞きたかった。40分くらいでは物足りない。
レジメの途中くらいまでしか聞けなかった。浜渦氏は、核心の話が少なく、前半部分は割愛
してほしかった。

114 教員 60 男性 講演だけでなく、パネルディスカッションが聞けてより内容が理解しやすくなったと思いま
した。

115 会社員 － 男性
山極先生の「サル化する人間社会」は大変興味深く聞かせていただきました。近年共感性の
低い自閉症スペクトラムの子供たちが増えていますが、これも「サル化」の一環なのかとも
思いました。今年も「人とは何か」というテーマで深い話が聴いてみたいです。

116 主婦 60 女性 介護ケアの真っ最中の私にはとても参考になりました。

117 主婦 50 女性

お二人の先生の講演時間が短すぎると思います。肝心の最後のところまでお話が聴けなくて
残念でした。三浦先生が言われたように「サル化する人間社会」についてもっとお聴きしたかっ
たです。大先生方に申し訳ありませんが、三浦先生、竹ノ下先生のお話がおもしろかったです。
でもやはり二人の先生のお答えは核心があって素晴らしかったです。こういう世代差のやり
とりのプログラムははじめて参加しましたが、なかなかダイナミックで流動的でいいですね。

118 会社員 60 男性 大変面白かった。

119 その他 40 男性 名大天野教授、名城大赤崎教授

120 主婦 70 女性

「サル化する人間社会」という表題にひかれて来ました。いったい何が原因で人間社会がサル
化するのかなと思ったわけです。パネルディスカッションで色々わかりました。短絡的とい
うべきでしょうか。人間性の起源を類人猿に探るというのはわかります。ケアは哲学より現
場の今悪戦苦闘している人は「グダグダ言わずにオシメかえろ」と叫ぶと思います。

121 無職 80 男性
家族とコミュニティーの問題点が浮き上がっていたと思います。すなわり「ケア」はビジネ
スの世界に入っていると確信します。ここから問題が起こってきたのが、現在の社会と感じ
ました。

122 会社員 40 男性
「見守る」というケア、相手の能動性を発揮させるためにあえて管理しないで見守るというこ
とがヒントになると感じました。ただし、虐待や過干渉という家族病理には思いがおよんで
いられないようで。家族神話が語られないのは残念。

123 主婦 － 女性 女性の生き方、暖かくやわらかく包み込むように話す方。

124 その他 60 男性 現在の社会情勢、最新技術の先にある人間がどんなものになっていくのか。それは幸せなのか、
不幸なものなのか。今後のテーマにしていただきたいと思います。



Journal of Sugiyama Human Research 2016064

フォーラム報告

NO. 職業 年齢層 性別 本学園の社会活動に対してのご要望

1 主婦 60 女 夜間、大学の前を歩くと暗くて少し怖いので、もう少々明るくしていただけると安心して歩
けます。

2 主婦 80 女性 女性の社会進出が進められるこの頃ですが、男性の家庭深化も同時に進められるよう研究、
発表、教育がされますように。

3 主婦 70 女性 疑問ですが、現代女性の社会進出のための「乳幼児から託児所を」は本日の人間形成との影
響はないのか。私は70代、保育は肉親が行っていた時代の者です。

4 その他 60 女性 高齢社会である今、無関心ではいられません。若人も一緒だと思います。今回のフォーラム
はすばらしかったです。

5 会社員 50 男性 初めての参加でしたが、とても楽しかったです。今後も期待しています。

6 会社員 － 女性 年をとっても学ぶことは楽しいと思います。大学がその活動の助けをしてくだされば嬉しい
です。

7 主婦 70 女性 公開講座に参加したいと思いました。

8 無職 70 男性 有料でも良い。このようなオープン講座があれば紹介ください。今日のテーマは大変良かっ
たです。

9 無職 60 男性 不登校、ひきこもりの方に対するケア（支援）が大きな社会問題となっています。こういっ
た側面にもより注力いただければと思います。

10 会社員 60 男性 世界を俯瞰する視点と同時に、特にアジアの一国、一エリア、一都市（協力大学等）で特異（特
徴）がある。尖った切り口を提供する。

11 無職 70 男性 社会人の一員として知識の向上は必要なこと。体力・知力向上に補助していただけることは、
年齢に関係なく努力して、たしかな常識を身につけたい。

12 主婦 50 女性 またこのような公開講座を行ってください。

13 無職 60 女性 とてもいい企画でした。今後も計画してください。今回は広告チラシが入ったので知ること
ができました。次回もぜひチラシを！

14 会社員 40 女性 人間とは何かを考えるテーマを与えてくださってありがとうございます。現代社会を少し離
れることで、別の見方ができます。出版など形に残していただけると嬉しいです。

15 無職 60 女性 一般人にもわかりやすいテーマで取り組みやすい講演、講座を希望します。

16 無職 60 男性 大都市地震発生に備えての社会活動。

17 無職 60 男性 今後も期待しています。

18 その他 － 男性 ひきこもりを扱ってほしい。

19 その他 60 男性 学園のフォーラム等の社会活動は大変参考になる。

20 その他 60 女性 これからも多くのフォーラムを通じて私たちのような社会人にも学べる場をよろしくお願い
します。

21 無職 60 男性 今後も継続してほしい。（いろいろな方面の切り口で）

22 会社員 20 男性 山極先生の講義を詳しくお聞きしたいです。

23 無職 80 女性 継続的な取り組みに敬意を表します。これからもよろしくお願いいたします。

本学園の社会活動に対してのご要望
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NO. 職業 年齢層 性別 本学園の社会活動に対してのご要望

24 会社員 40 女性 日進キャンパスでも開催可能ですか？

25 会社員 50 男性 公開授業や講演会等、企画してほしい。

26 その他 － 女性 サル・ゴリラから「人間を考える」楽しい講義をありがとうございました。

27 無職 － 女性 講演の時間が短すぎる。サル化する人間社会も後半1/3位が話されていない。

28 教員 50 女性 ありがとうございました。

29 会社員 60 男性 頑張ってください。
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第1回　人間講座報告

 杉藤重信研究員：本年度第1回の人間講座を
開催させていただきます。開会に先立ちまし

て、学長、理事長の森棟公夫先生からご挨拶

申し上げます。 

 森棟公夫理事長：みなさんこんにちは。理事
長の森棟でございます。また、私は大学の学

長も務めておりまして、後藤宗理先生は学長

補佐で重職を担われております。昨年までは

看護学部学部長を務めておられました。 
 　椙山女学園は、創立100周年の折から椙山
人間学研究センター主催の人間講座を開講し

ております。今年で111周年目、10年を超え
る歴史を刻んでおります。本日のお話は人間

論シリーズ4ということで、『やっかいな2
歳児』という興味深いテーマでお話ください

ます。私も2歳児の孫には手を焼いておりま
すが、この時期があるからこそ人間は発達し

ていくのだと心に信じて対応しております。

皆さん興味あるお話が聞けるのではないかと

思います。本日はご参加いただき、ありがと

うございました。 

 杉藤重信研究員：それでは、本日の人間講座
を始めさせていただきます。本来では私から

講師のご紹介をさせていただくのですが、森

棟理事長からもご紹介がありましたし、後藤

先生も初めに自己紹介をされるかと思います

ので、マイクを渡したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

後藤教授：こんにちは。看護学部にて心理学

を担当しております、後藤宗理（ごとうもと

みち）と申します。振り仮名をつけておかな

いとなかなか読み方がわからないと言われま

す。自己紹介は簡単にしまして、今日の目次

を用意しましたのでご覧ください。初めに簡

単な自己紹介とシリーズの復習ということ

で、前年度の人間講座でどのようなことを

行っていたかについて触れながら、2歳児は
なぜやっかいなのか、1歳までと何が違うの
かということをお話したいと思います。発達

理論での2歳児の位置づけということで、少
し学問的な話にも触れたいと思います。ま

た、1歳までのここがポイント、という所が
今日の講演の重要な部分ですが、ここで問題

 やっかいな2歳児 
Terrible twos

椙山女学園大学看護学部教授
後藤　宗理

Motomichi Goto

人間論シリーズ4　人間の発達
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 　私の育った場所についてさらにご紹介しま
す。 
 （スライド3）これが拡大した写真です。こ
こに山添キャンパスの校舎があり、子供のこ

ろは小学校へ行くのに山添キャンパスの傍の

道を通っておりました。幼稚園や保育園に

通ったことがなかったので、小学1年生のこ
ろは山添キャンパスの近くに来るとおなかが

痛くなり、「もう帰る」と言って担任の先生

に叱られておりました。懐かしく、私の日常

の風景として記憶されている世界です。 
 （スライド4）これはいつも紹介させていた
だいておりますが、中学1年の時、瑞穂競技
場で行った運動会の様子です。生徒数は

4,300人、私の学年は31クラスありました。

なく成長している人は、2歳でも3歳でも問
題なく成長できるということをお伝えしたい

と思います。また、社会的参照とは専門用語

ですが、実際には皆さんがいろいろな所で経

験されているような事柄を話題にしたいと思

います。やっかいな子どもはその後どうなる

か、ということで、3歳、4歳、5歳を経てそ
の後成長過程でどのようになっていくのかに

ついて話題にしたいと思います。それは自己

統制力に繋がるのですが、自己統制力は「自

分で自分をどこまでコントロールできるか」

ということがテーマになります。 
 　今回、本来は子育ての話になるのではと思
いましたが、参加者の多くの方はその世代を

超え、孫育てに興味を持たれる方も多いかと

思いますので、孫育てについても触れ、子育

てや孫育ては気長に行ってはどうかというこ

とをお伝えしたいと思います。最後は生涯発

達について触れ、人間の一生の発達の中で何

が見えてくるのかお話したいと思います。 
 （スライド1）これは家にありました、家内
の父から譲り受けたものです。ちょうど

1964年の東京オリンピックの記念に、千種
区の航空写真地図帳というものが出たようで

す。これを見たところ、中心に椙山女学園山

添キャンパスがあることが読み取れました。 
 （スライド2）これが当時の写真ですが、下
の○は、私が住んでいる場所です。子どもの

ころからずっとこの土地に住んでおります。

位置関係としては、中央に山添キャンパス、

その北に田代小学校、右が城山中学校です。

私はずっとこの地域で暮らしておりました。

小学校や中学校へ行く際は山添キャンパスの

正門の前を通っておりまして、この学園とご

縁のある生活をしていたのだと思います。 

（1）

（2）
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そのころ学園長の椙山正弘先生は同窓会長を

されていました。私も中学を卒業した後同窓

会の役員をさせていただきました。60年ほ
ど前のことになりますが、いわゆる団塊の世

代ということで、自己紹介とさせていただき

ます。 
 　人間学研究センターの紀要を見ていました
が、昨年度第2回目の人間論シリーズは人間
関係学部の増井透先生が講演され、スキーマ

という認識の道具を用いて環境を理解すると

いうことが話題になりました。3回目は人類
の特徴として直立二足歩行、道具の製作、火

の使用、言葉の使用について話されていま

す。4回目は社会学から、信頼関係や相互扶
助関係が重要であると話されています。それ

をふまえて私からは、人間の発達として、2
歳児はなぜ「やっかい」なのかということを

お話しようと思います。2歳児が今までなぜ
「やっかい」とされていたかについてですが、

「やっかい」というのは大人側の受け止め方

であって、子ども側から物事を考えるとした

らどう理解したらいいのかを考えたいと思い

ます。2歳頃は大人と同じ姿勢で移動できる
ようになるため、「自分は大人と同じように

行動できる」と思い込みます。子どもが言う

ことを聞かないという経験をされている方も

多いと思いますが、「自分でやる、もっとこ

うしたい」と自己主張するというのがこの時

期の特徴です。周囲の人から「だめ」といわ

れても「もっとこうしたい」「だって」とい

う言葉を発しますが、これが子どもの言い分

です。このややこしい時期を周囲の大人たち

は、「反抗期だ」と半分あきらめています。

しかしこれは大人側の受け止め方であり、子

ども側から考えると、この時期に「いやだ」

とも言わず、大人の言うことをすべて素直に

受け止めている様では困ります。うまくいく

かどうかは結果論ですが、例えばご飯を食べ

させるとき、食べさせようとすると、「いら

ない」と言い、片付けようとすると「まだ食

べる。自分で食べる」と言います。この「自

分で」というのが子ども側のキーワードで

す。しかし大人は、「何とかして早く終わり

たい、できれば家のテーブルを汚さず、きれ

いに使いたい」と思っています。子どもが失

敗しご飯をこぼしてしまうと、子ども自身に

加え、大人もがっかりしてしまいます。しか

しこれは子どもの成長の過程なので、完全に

押さえつけることはよくありません。 
 　2歳児は1歳までとどう違うのかというこ

（3）

（4）
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とですが、2歳児は言葉が使えるようになり
ます。それまでは、はいはいで動くため行動

範囲も狭いのですが、大人と同じ格好で動け

るようになると行動範囲が増え、「自分がやっ

ていることは大人と同じだ。だから何をやっ

ても大丈夫だ、何でもできるのだ」という思

い込みが生じます。子どもはこのような「自

己有能感」をもって生活しています。しかし

実際は思い通りにならないため、ここでしつ

けをしなくてはいけません。「やって良いこ

と」「悪いこと」を教え、場面による行動の

使い分けを教えることが大切になります。し

つけの仕方は後ほど触れますが、2歳児は1
歳とは違うのだと頭に入れておいていただき

たいと思います。 
 　皆さん既にご存知かと思いますが「這えば
立て、立てば○○○の親心」という言葉があ

ります。こちらの「這えば立て、立てば寝て

ろの親心」は女性雑誌で入選した川柳です。

その他、「来て嬉し、帰って嬉し孫の顔」と

いう川柳がラジオで流れましたが、これが親

や祖父母の本音なのではないかと思います。 
 　少し堅い話になり恐縮ですが、発達理論で
は2歳児をどのように位置づけているかとい
うことで、代表的な理論家エリクソンは、人

生を8つの段階に分け、「乳児期、幼児前期、
幼児後期……」というように分類しました。

後ほど階段状の表をお見せします。「乳児期」

は、大人の世話を全面的に受ける時期、言葉

のない時期としています。また、「幼児前期」

は2歳頃に当たりますが、この時期では言葉
が使えるようになり、子どもの生活そのもの

に変化が生まれます。また、この時期は移動

が活発になる時期です。はいはいをしている

時と二足歩行で歩く時とでは、視界に大きな

変化が生まれます。二足歩行ができない時

は、母親に抱かれながら動くことが多いた

め、見たい物があっても自分の思うように見

ることができません。しかし2歳頃は自分の
足で移動することが可能となり、視界が広が

るのが大きな特徴です。 
 （スライド5）これはカルフォルニア大学バー
クレー校にある人間発達研究所に掛かってい

る織物です。これはエリクソンの奥さんが

作っていた物ですが、エリクソンはこれに自

分の考えを当てはめました。これは約30年
前私がアメリカで写したものです。 
 （スライド6）今日注目するのは、この表の2
番目の所です。エリクソンはそれぞれの段階

で解決すべき課題を挙げています。乳児期は

（5）

（6）
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「基本的信頼」が課題で、それに失敗すると

「不信」を持ち、幼児期の課題は「自律」で、

それに失敗すると「疑惑」が残る、という様

に見ることができます。また、青年期は「ア

イデンティティ」というのが重要で、これに

失敗すると「私は何にでもなれる」と感じる

ような「同一性拡散」の状態になります。 
 　進路がなかなか決まらないという大学生が
いますが、「同一性」がはっきりしておらず、

ここより前の段階がうまく解決されていない

ことが原因であると考えられます。まず乳児

期では、「この世に生まれてよかった」と思

わせることが大切だとエリクソンは述べてい

ます。乳児期に「誰も世話をしてくれなかっ

た」という経験はよくありません。次は、「や

りたいことができる、自分の筋肉を自分でコ

ントロールできる」ことが大切です。幼児後

期の課題である積極性とは、「よく遊ぶ」と

いうことです。「こんな人になりたい」と思

い、それになりきる「ごっこ遊び」が重要で

す。「ごっこ遊び」は、子どもは熱中したらずっ

とその遊びを続けます。子どもは自分が思い

浮かべるモデルになりきること自体が面白い

と感じます。 
 　脱線しますが、私が以前乗った新幹線の中
で私の隣に座った子どもが「幼稚園ごっこ」

を始めました。「幼稚園ごっこ」で何をする

か見ていたら、「今から出席をとります」と

言い始めました。幼稚園のクラスメイトの名

前を順番に言い始め、途中、自分の母親の名

前も織り込みました。母親は恥ずかしいた

め、はじめは返事はしませんでしたが、いつ

までも子どもが呼び続けたため、困って返事

をしました。終わると、「もう一度やる」と

いい、再び同じ遊びを始めました。夕方の指

定席のためビジネスマンのお客さんが大半を

占める中、「幼稚園ごっこ」に興味を示して

いたのは私だけでした。何度か「幼稚園ごっ

こ」を繰り返し、その後その遊びは終わりに

なりました。私はそれを見て御礼をしたい程

面白いと思いましたが、母親は私に対して平

謝りでした。 
 　このように、「やりたいときに、やりたい
ことをやり、のめりこむ」これは子どもの積

極性を育てるために大切なことです。ここで

子どもを強くしかってしまうと、罪悪感が

残ってしまいます。 
 　妹の孫たちが実家へやってきた時に、玄関
を上がり、さっそく木の棒を見つけました。

私の予想では、チャンバラごっこのように棒

を振り回すのではと思っていました。ところ

がその子は襖の前でそれをかざし、「明日の

天気は……」と天気予報のアナウンサーにな

りきりました。「今の子どもはこうやって遊

ぶのか」と私は感心しました。 
 　こういうことをやるのではないか、これを
やってはいけない、などのブレーキをこちら

からかける前に子どもたちの行動や発想を見

ていくと、子どもは面白いのです。天気予報

のアナウンサーになりきるのは予想がつきま

せんでした。すぐ次の週、生活科学部の授業

でこの話をしたところ、学生たちは「その子、

頭がいい」と言っていました。 
 　子どもは「普段見ているものを一度やって
みたい」という思いがあります。いろいろな

体験をさせることは遊びのレパートリーを増

やすためにとても大切なことです。体験が少

ない子どもは遊ぶことができません。その一

番悪い例を紹介します。 
 　近所の女の子数名と男の子1名が「ごっこ
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遊び」をはじめました。家族ごっこです。女

の子が多いため、お母さん役と赤ちゃん役は

たくさんいますが、お父さん役は1人の男の
子が引き受けました。 
 　しかし、男の子は、一度横に寝転がり、そ
のままずっと行動を変えませんでした。その

態度を友達に怒られ、「もう帰ってほしい」

と言われてしまった男の子は、すぐ家に戻っ

て来ました。その男の子の母親はなぜすぐに

帰ってきたのか聞き、それをふまえて考えて

みたそうです。その家の父親は単身赴任で、

月曜日の朝早く家を出て、金曜日の夜遅く家

に帰ってくる生活をしていました。父親は医

師なのですが、仕事のない土日はずっと寝て

いて、月曜日の朝は子どもが寝ている間に家

を出ていきます。そのため子どもは父親と遊

んだ経験がなく、父親が活動している所も見

たことがありませんでした。そのため、ずっ

と横になるしか演技ができなかったのです。

このことに気付いた母親は、大いに反省した

と言っていました。 
 　子どもはモデルがあるとそれになりきれま
すが、モデルがない場合、なりきれません。

イメージが膨らまないからです。これが、幼

児期の面白い所だと思います。 
 　ピアジェは発達心理学の代表的な人物のひ
とりです。誕生後1歳6ヶ月あるいは2歳こ
ろまでを「感覚運動期」とし、その後を「前

操作期、具体的操作期、形式的操作期」とし

ています。2歳ころまでは、自分の感覚で環
境を把握し、物事を確認します。自分の感覚

とは、「なめる」、「かじる」、ものを落として

音を確かめる、などです。また、2歳を過ぎ
るころからイメージやシンボルで環境を把握

できるようになります。 

 　例えば、私は今日新幹線の絵柄のネクタイ
をしていますが、皆さんは新幹線がどういう

物か知っているため理解ができると思いま

す。しかし新幹線を見たことのない子どもは

理解ができません。その場合、新幹線を実際

に見せる、絵を描いて説明する、などの行動

が必要になります。  「絵を描く」ことにおい
ても、イメージを持っているからこそできる

のです。「お母さんの絵」「お父さんの絵」も、

そのイメージを持っているから描けるので

す。 
 　ここで、ベテランの幼稚園の先生の失敗談
を紹介したいと思います。先生は、父の日の

前に「お父さんの絵を描きましょう」という

課題を出しました。子どもが「できた」と言っ

て持ってきたので、「だいぶ描けたね。もう

少し書き加えて完成させましょう。」と言い

ました。しかしその子は、ほとんど書き加え

ることなく、すぐに絵を提出してどこかへ

行ってしまいました。父親の髪の毛を薄く乱

雑に書いたまま絵を提出した子どもを見た先

生は、「この子はだめな子だ」と思ったそう

です。しかし、父親参観日の日に来たその子

の父親は、実際に髪の毛が薄かったのです。

これは先生が、自分の受け持ちの子どもの父

親の年齢や髪の毛の量を自分で勝手にイメー

ジして決め付けていたことが原因です。子ど

もはよく見ていて、実際に見たものを再現す

る力があります。そのこと自体が、「感覚運

動期」を過ぎて「前操作期」に移行している

のだと考えられます。重要なのは、イメージ

やシンボル、言葉で生活環境を把握している

ということです。また、「延滞模倣」という

のは、時間差のある模倣のことです。 
 　例えば、今日ここで皆さんが講義を受けて
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いる姿を見た子どもが、家に帰って何か書く

真似をして遊び始めたとします。「何をやっ

てるの？」と聞くと、「今日のお勉強」と言

うと思います。しかし、成長過程の前の段階

だと、目の前で行われていることをそのまま

模倣して、後からは行わないという違いがあ

ります。 
 （スライド7）これはピアジェが80歳の時、
パリの国際心理学会議で講演をするというこ

とで、実際に見たときの写真です。認知心理

学にかかわっている人達から、「とにかくピ

アジェの写真を撮ってきて欲しい」と言わ

れ、撮ったものです。 

（7）

 　ピアジェの認知発達段階では、1歳6ヶ月
から2歳の間に大きな区切りがあるというこ
とが述べられています。 
 　1歳までの重要な点ですが、1歳までは「人
の世話を受けることを前提として生まれてく

る」ということの理解が必要です。人は生理

的早産で生まれてこなければ母体に影響を及

ぼす結果となります。自分では何もできない

状態で生まれてきても、母親を含め周囲の大

人も世話をすることを当然として受け入れて

います。また、人間の子どもは仰向けに寝か

せることができますが、チンパンジーの子ど

もは仰向けに寝かせることができません。仰

向けに寝かせて大丈夫であることは、そこに

寝かせておいても周囲の大人たちが世話をし

て、母親はその間に他のことができるという

状況が進化の過程で受け継がれていると考え

られます。 
 　また、脳の発達は誕生後もさらに進みま
す。生まれてきた時、他の動物はほぼ大人と

同じ状態で行動できます。しかし人はそのよ

うなことはできません。子どもが、皆に世話

をされることを前提として生まれてくること

やその間に脳の発達が進むのだということ

を、1歳までに考えておいていただきたいと
思います。 
 　そのことについてエリクソンは、「基本的
信頼」が重要だとしました。もうひとり、比

較行動学の有名な人物としてボウルビイとい

う人物がいます。この人物は、「愛着」「アタッ

チメント」という言葉を使い、説明をしてい

ます。「愛着」とは、危機的状況になったとき、

不安信号や危険信号を子どもが発し、身を

守ってもらう場所を確保することです。この

やり取りがうまくいかないと不安が強くなり

ます。つまり、基本的信頼感の形成には、子

どもにとって不安がなくなるような「安心・

安全基地」を作ることが大切なのだといえま

す。 
 　これは最近の詳しい説明です。（スライド
8）普段は、不安や恐れを感じないニュート
ラルな状態です。そこで問題が発生し、ネガ

ティブな状態になります。不安というのは、

見知らぬ人が近づく、知らない場所に行く、

養育者の姿がない、のどが渇く、おなかがす

く、暑くなり気分が悪い、などです。このよ
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うな状態が続くと、子どもはなんとかそれを

養育者に知らせようとシグナルを出します。

泣き声、声をあげる、はいはいをする、歩い

て養育者との距離を縮めるなどの行動をしま

す。これらのシグナルを「アタッチメント効

果」といいます。普通子どもは、養育者のそ

ばに行くと不安を取り除いてもらえます。泣

いていると「どうしたの」と聞いてもらえま

す。母親は自分の子どもがお腹を空かせて泣

いた時、自分の子どもの泣き声であれば「授

乳しなくてはいけない」という考えが自然に

働きます。子どもに危機的状態が続くと、養

育者は「このままではいけない」と感じ、危

機感、不安を取り除く行動をします。そして、

子どもが落ち着けば元のニュートラルな状態

に戻ります。これが「アタッチメントシステ

ム」の流れです。 
 　テキストに、この図を引用しているのは　
数井みゆきという茨城大学の人です。私より

15歳ほど若い人ですが、この方はとても私
のことを信頼してくれています。なぜかとい

うと、学会に行って名古屋弁で話せるのは私

だけだからだそうです。もともとこの方は南

山大学でフランス語を勉強されていまして、

浜名優美先生の指導を受けたのち、アメリカ

へ留学されました。帰ってきて、あまり日本

になじみが無い時に、名古屋弁が通じた私と

たまたま出会い、彼女自身の不安が少し取り

除かれたのではないかと思います。 
 　ピアジェの「認知発達」の話を先ほどしま
したが、この人物は「環境探索」についても

述べています。以前、「環境探索」と「安心・

安全基地」については無関係に思われていま

した。しかし、最近ではふたつが繋がり、こ

の図のようになっています。（スライド9） 

（9）

 　乳児期は子どもが出したシグナルを養育者
が読み取ることが大切ですが、動き回るよう

になったら、養育者のそばにずっといること

はありません。動き回ることが普通になるか

らです。ひとりで遊んでいるとき、不安を感

じるとき、子どもは養育者の近くに戻ってき

ます。そのような「安全基地」がここでは大

切なのだと述べています。つまり、「探索行

動」のみが発達するのではなく、「安心・安

全基地」があってこそ「探索行動」ができる

というわけです。 
 　その日常的な例として、母親が「母親学級」
に子連れで参加した時のことを挙げることが

できます。子どもは退屈になると動き始めま

（8）
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 　これまで親を中心にお話しましたが、子ど
もが保育園に行けば保育園の先生が、祖父母

が育てるのであれば、祖父母がこの役割を担

わなくてはいけません。どのように人間関係

を作っていくかが、この時期のポイントとな

ります。 
 　それを教える「社会的参照」に関係する研
究があります。安心、安全基地としての親の

重要性を理解できるのは、不安が募る状況に

おかれた時の親子の行動から推測できます。 
 　その実験として、子どもにガラス板の上を
這ってくるように呼びかけ、母親の表情が変

わると、その行動はどのように変わるか観察

するというものがあります。（スライド11）
このようなガラス板に子供を這わせますが、

途中が崖のようになっています。母親がニコ

ニコしていればガラス板の上を子どもは渡る

ことができますが、驚きや、不安を表す表情

をした場合、子どもは渡ってきません。 
 　このような実験から示されることは、我々
大人たちが子どもと向き合った時、ポジティ

ブな表情をしていれば、子どもはこちらへ来

ますが、ネガティブな表情をしてしまうと、

子どもの行動は止まってしまうということで

すが、母親の方を確かめながら動き回りま

す。母親の姿が見えるか、常に確認している

のです。また、母親を安全基地にしている場

合、他の人を安全基地にするのは難しくなり

ます。 
 　私は旅行先で教え子に出会うことも多いの
ですが、教え子も人間ですのでお手洗いに行

く場面があります。教え子は心配しながらも

私に、「自分がお手洗いに行っている間、子

どもを見ていてほしい」と頼みます。私が見

ていると、子どもは親が心配するほど親が見

えなくなることを心配していません。そばに

面白い物があった場合、それに熱中していま

す。教え子が戻ったとき、子どもは母親が近

くにいない状態にもかかわらず問題なく遊ん

でいることを知り「もっと不安を訴えるかと

思ったのに少しがっかりした」と言っていま

した。 
 　結論として、このスライドの様なことが言
えます。（スライド10）自分で何かをしてい
る時、不安を感じると泣き、慰めてもらえれ

ばもとに戻るというような「安心感の輪」が、

今の発達理論の中では一番よく知られていま

す。 

（11）（10）
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す。 
 　「やっかい」な子どもはその後どうなるの
かということですが、しつけの方法として、

怒鳴ったり体罰を与えるようなやり方や、無

視したり愛情を取り去るようなやり方では効

果がありません。一番効果的なのは言葉で説

明するやり方ですが、実際には難しく、根気

が必要です。皆さんも経験されていると思い

ます。 
 　子どもたちは子どもなりに「ここではこん
なことはやってはいけない」など自分に言い

聞かせて行動をコントロールしています。言

葉を使って自分の行動をコントロールすると

いうことですが、ヴィゴツキーという人物は

それを「内言」と言っています。また、ピア

ジェやエリクソンはこの行動は4歳頃を境に
変化が見られると述べています。 
 　そこで自己統制力の話に移りますが、心理
学では「欲求満足」と「遅延仮説」という言

葉が出てきます。いま、日本語訳でウォル

ター・ミッシェルの「マシュマロテスト」と

いう本が出ていますが、実験はDVDや
YouTubeで観ることができます。先日NHK
の「お母さんが危ない」という番組の中でも

この実験を日本の子どもに行いました。 
 　実験の対象は、4歳以上の子どもです。目
の前にマシュマロをひとつ置き、「5分待つ
ことができたら、もうひとつあげる」と言い

ます。3歳から、5歳、6歳になるにつれ、徐々
に待つことができるようになります。その結

果、4歳で待てた子どもと待てなかった子ど
もでは、その後の成長に影響するという結果

になりました。初めは、3歳、4歳、5歳に対
象を限っていました。その後、同じ研究を

50年以上続けたところ、幼い頃我慢できた

人はその後社会的な成功率が高いという結果

になりました。そして、自己をコントロール

することが大切なのだとウォルター・ミッ

シェルは文献の中で述べました。日常生活の

中では、自制心のない子には繰り返し言葉で

約束を守らせることが大切になります。 
 　私が椙山女学園大学に来てからいろいろな
機会に恵まれ、病院から「病棟が完成したの

で完工式に来てください」という招待を何度

かいただきました。そこで私は、参加者の行

動を見ていました。例えば、病棟に入り、外

来の診察室、X線の器械が置いてある所へ行
きます。私は、器械に触らないように見てい

ましたが、すぐに触る人がいました。そのよ

うにすぐ触る人の行動を見ていると、違う場

所でも落ち着きがありません。そのような人

達については、今現在の姿しか見ることがで

きませんが、子どもの頃から変わっていない

のではないかと思います。この話を考えてい

るときに偶然思い出したのは、私の姪が行っ

た実験です。その実験では、子どもに「おも

ちゃを触ってはいけません」と指示します

が、その様子をビデオで観察し、何秒で触る

か観察しました。5歳頃になると触るまでの
時間は長くなりますが、幼い子ほどすぐ触っ

てしまいます。また、その時に、ただ「我慢

しなさい」と指示した場合と、「気をそらし

て他の事を考えなさい」と言った場合で比較

しました。その結果、気をそらすよう指示し

た場合の方が、おもちゃに触るまでの時間が

遅くなりました。マシュマロでなくても、お

もちゃでもそのような結果が出ています。 
　 ここで、脳の話にも触れたいと思います。
一番大切なのは、「扁桃体」という所です。「扁

桃体」の動きをコントロールしているのが、
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「前頭前野」という部分です。ここの発達が

進むと、言葉で感情をコントロールすること

ができるようになり、突拍子のない行動をし

なくなります。 
 　子育て、孫育ては気長に行っていただきた
いと思います。子どもが3歳、4歳になって
も落ち着きがない場合、「障害があるのでは」

と心配される方も多いかもしれませんが、一

般的には自然と改善されます。しかし、原因

は不明ですが、最近では自閉症児が増えてき

ているという現状があります。私は同級生が

990人いました。990人のなかには、落ち着
きのない子どもも何人かいました。しかし今

の割合で考えると、今は問題を抱えた子ども

が一クラスに何人もいて、担任の先生たちが

対応に奮闘しているという時代になってきま

した。 
 　しかし生涯発達との関連で何が言えるかと
いうと、最近では子どもの数が減ってきてい

ることもあり、一人ひとりの成長に合わせて

ゆっくり見守っていくことが大切ではないか

と感じます。「やっかいな2歳児」というのは、
長い人生の一コマと考えて、子どもと付き

合っていただきたいと思います。子どもが小

さい時に国をあげて協力していくことが、社

会的にみて良いのではないかと思います。成

長後、様々な問題を抱えた人を社会に適応さ

せるのには多くの資金が必要なので、保育

園、幼稚園に手厚く支援することが、社会的

なコストを考えると効率的ではないかと思い

ます。私の世代は子どもが多かったのです

が、今は少子化社会です。このような中で、

2歳児の子育てについて困っている方も多い
かと思いますが、長い人生から見て2年程の
話です。昔から「子ども叱るな、皆来た道

じゃ　年寄笑うな、皆行く道じゃ」という言

葉があります。これをふまえ、今後も気長に、

子どもの成長を見ていただきたいと思いま

す。 
 　少し予定の時間を過ぎましたが、説明はこ
れで終了したいと思います。本日はご清聴あ

りがとうございました。   
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 杉藤重信研究員：こんにちは。お暑い中、平
成28年度第2回人間講座にお集まりいただ
きまして、ありがとうございます。それでは

講演に先立ちまして、森棟理事長からご挨拶

申し上げます。 

 森棟公夫理事長：みなさんこんにちは。お暑
い中、本日の人間講座にお集まりいただきま

してありがとうございます。椙山女学園は、

学園の理念、教育の理念として「人間になろ

う」という言葉を掲げておりまして、その理

念のもと創立100周年の折に椙山人間学研究
センターを設立いたしまして、それがちょう

ど11年前になります。また、今年で本学園
は創立111年目になります。11年間この人間
講座を人間学研究センターが主催しておりま

すが、今回は竹ノ下先生の講座になります。

研究、ご報告内容につきましては杉藤研究員

からご報告させていただきます。最後までご

参加いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

 杉藤研究員：それでは、講演に先立ちまして
少しご紹介させていただきます。昨年度か

ら、人間講座では「人間論シリーズ」として、

「人間」に関わるトピックに焦点を当てシ

リーズを続けております。本年度は、前回看

護学部教授である後藤宗理先生から、人間の

発達に焦点を当て、「2歳児」に関わる問題
についての話題を提供させていただきまし

た。今回は人間の外側に焦点を当て「人間と

環境」というテーマを設定し、中部学院大学

の竹ノ下先生をお招きし「ゴリラがつなぐ森

と人」という題名でご講演をお願いいたしま

した。 
 　私と竹ノ下先生との出会いは、2007年9
月まで遡ります。第183回の中部人類学談話
会にお越しいただき、「同所的に生息するチ

ンパンジーとゴリラの食性と遊動」と題して

発表していただいた時以来の仲でございま

す。ご自身の研究の様子は今日の講演の中で

お話ししていただくのですが、大型霊長類の

生態や社会の研究を通じて、人間社会の進化

について研究されているとともに、科学教

育、自然教育、環境教育に関心を広げられ、

動物園や博物館などの社会教育機関と、それ

らの機関の在り方についても研究をされてい

ます。さて、最近の「National Geographic」
（July, 2016）の「The Battle for VIRUNGA: 
saving one of the world's most dangerous 
parks」（pp. 56 ― 83）では、アフリカのコン
ゴのヴィルンガ国立公園における諸問題につ

いて特集されております。ゾウやゴリラの密

猟、国立公園内の違法な開発、野生保護をい

 ゴリラがつなぐ森と人 
Gorillas facilitate coexistence of human and forest

中部学院大学教育学部准教授
竹ノ下　祐二

Yuji Takenoshita

人間論シリーズ5　環境と人間
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電車に乗り星が丘テラスの綺麗な場所を歩い

ていたら、講座の前にすでにひと仕事終えた

ような気分になりました。そして「ビアガー

デン」という言葉が思い浮かびましたが、こ

れは「悪魔のささやきだ」と思い我慢してお

ります。「サイエンスカフェ」というものも

世の中にありまして、このような夕方からの

行事であるので、ゆるく一杯飲みながら話せ

る「サイエンスバー」のようなものがあって

もいいのではと思いながらエスカレーターを

上って参りました。これ以上お話しすると、

まるでビールを催促しているようになってし

まうので、先に進みたいと思います。 
 　今杉藤先生からご紹介いただきましたよう
に、私はアフリカでゴリラとチンパンジーの

研究と保護に関わっています。初めチンパン

ジーを主な研究対象としていましたが、ゴリ

ラの方が比較的調査しやすいこともあり、こ

こ数年はゴリラに少しずつシフトしていま

す。 
 　そこで今日は、おもに野生ゴリラの保護に
ついてお話ししたいと思います。実は事前に

いくつかご質問をいただいております。その

中で皆さんの関心が非常に高かったのが、つ

い先日アメリカの動物園でゴリラ舎の中に子

どもが入り込んでしまい、ゴリラが射殺され

たという事件について意見が聞きたいという

質問でした。本日、動物園の方もいらっしゃ

る中で何と答えたら良いのかと考えました。

実は私はその件でマスコミから取材を受けま

した。いろいろな意見を申しましたがマスコ

ミに気に入られず放送されませんでした。私

の公式な見解は、「殺されなければいけなかっ

たのか」については「わかりません」という

ことです。その他のご質問については時間が

かにするかということで、軍も乗り出すとい

う現状が述べられております。日本ではそこ

までは行わないとしても、噛みつきガメなど

の放棄にともなうペットの野生化は日常茶飯

事であります。これはペットとして野生動物

を飼い始め、持て余して放すということです

が、ペットのみならず、世界では家畜の野生

化も大きな問題となっております。また、同

じく外来生物による環境破壊、さらに先日も

秋田県でキノコ狩りに出た方がクマに襲われ

る被害がありましたが、このようなことはア

フリカの問題、日本の問題、世界の問題と個

別の理解だけでなく、さらに大きく自然と人

間との対比を超えて、両者の関係を改めて再

考する必要があるのではないかと考えます。

人間も生物でありますし、人間の生存も自然

の中でしか考えられないはずです。しかし必

ず我々は人間と動物を対峙し、時には対決さ

せてしまいます。そのようなこともふまえ、

今日のご講演の中で触れていただけるのでは

ないかと考えております。それでは竹ノ下先

生、よろしくお願いいたします。 

 竹ノ下祐二准教授：みなさん、今日はよろし
くお願いいたします。私は時間と物と仕事の

管理が大変苦手です。実は今日の発表の資料

もこちらに来る前にようやく完成しまして、
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あればお話ししたいと思います。それでは、

本題に入りたいと思います。 
 　初めに、ゴリラという動物の基本的なこと
についてお話ししたいと思います。「ゴリラ」

というと、単一の種であると思われている方

が多くいらっしゃるかと思います。しかし、

現在の生物の分類では、ゴリラは2種に分類
されています。東アフリカのルワンダやウガ

ンダ、コンゴ民主共和国の東部に生息してい

る「ヒガシゴリラ」と、私が関わっているガ

ボン、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、

カメルーン、ナイジェリアなどに生息してい

る「ニシゴリラ」です。10数年前までは1種
で、亜種が3つとされており、「マウンテン
ゴリラ」、「ヒガシローランドゴリラ」、「ニシ

ローランドゴリラ」となっていましたが、

10年ほど前から2種にされました。ニシロー
ランドゴリラの中でナイジェリアに生息して

いるゴリラは少し遺伝的に違いがあるため、

「クロスリバーゴリラ」と名付けられていま

す。クロスリバーゴリラ、ニシローランドゴ

リラは、「ニシゴリラ」です。ヒガシローラ

ンドゴリラ、マウンテンゴリラは、「ヒガシ

ゴリラ」に分類されます。こちらは、京都大

学の山極壽一氏から写真をお借りしました。

（スライド1） 
 　少し見ただけではどれも似たり寄ったりで
はないかと思われる方が多いかと思います

が、それぞれに特徴があります。「マウンテ

ンゴリラ」は、毛足が長く、真っ黒です。「ヒ

ガシローランドゴリラ」は顔が面長であり、

「ニシローランドゴリラ」は「ヒガシゴリラ」

と比較して毛足が短く頭の部分の毛が赤茶色

で、日の光に当たると真っ赤に見えるのが特

徴です。その他、食べ物も違います。「ヒガ

シゴリラ」の主な食べ物は草で、特に「マウ

ンテンゴリラ」は森林限界より高い所にも住

んでいるので地上に生えている草を食べてい

ます。それに対して「ニシローランドゴリラ」

は果実や昆虫も食べます。「マウンテンゴリ

ラ」も完全な草食動物とは言えませんが、「ニ

シローランドゴリラ」のほうがより雑食性が

高いのです。一昨年行われた国際霊長類学会

で、「クロスリバーゴリラ」の食べ物につい

ての研究発表がありました。そこで、「クロ

スリバーゴリラ」は蛆虫を食べていると発表

されました。蛆虫を食べているということ

は、おそらく死んだ獣の肉を漁ったことがあ

ると考えられ、興味深いです。しかし「クロ

スリバーゴリラ」の生息するナイジェリアは

皆さんご存知の通り政情が良くないことか

ら、なかなか研究が進んでいません。ここま

でで私がお伝えしたかったのは、ゴリラとい

う動物が非常に多様であるということです。 
 　次に、ゴリラがいかに人間に近いかという
お話をします。この種のお話をゴリラやチン

パンジーの研究者がする際、必ず系統図を出

して、ヒト、ゴリラ、ニホンザルをどのよう

に分類するかというお話になるかと思いま

スライド1
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す。しかし今日は皆さんの印象に残るよう、

比較対象を用意しお話を進めたいと思いま

す。 
 　ヒトとゴリラの祖先が枝分かれしたのは、
およそ600万年から700万年前だと言われて
います。それに対して、ニホンザルとヒトや

ゴリラの祖先が枝分かれしたのはおよそ

2500万年から3000万年前だと言われていま
す。この差をどう考えたらよいでしょうか。

ゴリラがニホンザルより人間に近いからと

いって、ゴリラは人間だというのは暴論だと

いう方もいらっしゃると思います。では、他

の動物で、600万年から700万年前に枝分か
れした動物、2500万年から3000万年前に枝
分かれした動物を比較したいと思います。（ス

ライド2）上がアジアゾウで、下がアフリカ
ゾウです。私たちヒトとゴリラの進化的な距

離は、アフリカゾウとアジアゾウの進化的な

距離と同じくらいです。ネコとチーターが枝

分かれしたのがおよそ600万年から700万年
前です。また、イヌとネコが枝分かれしたの

が、およそ3000万年前と言われています。
ネコ、チーター、イヌと分かれていて、イヌ

とチーターを同じ仲間にする人はいませんよ

ね。私たちヒトとニホンザルは、ネコとイヌ

ほど離れているということですが、それに対

して、ヒトとゴリラは、ネコとチーターほど

の差であるということになります。これで、

ヒト、ゴリラ、ニホンザルを並べたとき、ゴ

リラはニホンザルではなくヒトの仲間だとご

理解いただけると思います。 
 　では、ヒトとゴリラの仲間をなんと呼べば
いいでしょうか。今現在、動物の分類は進化

の系統を反映するというのが基本です。ま

た、系統の近いものをまとめてひとつにする

ということになっています。その時、我々人

間は「ヒト科」になります。東山動物園の表

示がどのようになっていたか正確に覚えてい

ないのですが、ゴリラは確か「オランウータ

ン科」となっていたと思います。オランウー

タンは、ヒト、ゴリラ、ニホンザルの間に置

かれるべき存在です。そうすると、系統を反

映した分類にする場合、ヒトを「オランウー

タン科」とするか、ゴリラを「ヒト科」の仲

間に入れるかどちらかにしなくてはなりませ

ん。私は人間が「オランウータン科」でも良

いかと思いますが、欧米で世界の科学研究を

リードしている方々は、人間がサルというよ

りは、サルが人間だと考えた方がましだと考

えたようで、ゴリラが「ヒト科」に分類され

るようになりました。 
 　さて、もう少しゴリラの社会についてお話
したいと思います。既にご存知の方も多いか

と思いますが、ゴリラは群れで生活していま

す。その群れは、多くの場合、大人の成熟し

たオス（これを「核オス」といいます。）一

頭と、そのまわりに何頭かの大人のメスと子

どもたちが存在します。しかし、実際の群れ

のありようは、種や亜種によって異なりま

スライド2
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す。マウンテンゴリラでは、大人のオスが複

数存在することがあります。そのような場

合、群れサイズも大きくなり、大きな群れだ

と、大人のオスが7頭ほど、群れ全体だと50
頭ほどというものもあるそうです。一方ニシ

ゴリラだと、大人のオスが複数存在する集団

は確認されていません。「確認されていない」

というのは微妙な表現ですが、いろいろな調

査地で「複数のオスがいる群れが発見され

た」という報告があった場合でも、実際探す

とそのような群れは見られないということ

で、今のところ正確な報告では、「ニシゴリ

ラの群れには大人のオスは1頭しか見られな
い」とされています。ただ不思議なもので、

私が今の調査地で調査を始めた初期の頃に、

大人のオスが2頭いる群れをこの目で見たの
です。間違いなく見たのですが、あれは何だっ

たかいまだに謎です。ひとつの群れに、オス

が少し近づいていたのではないかとも考えら

れますが、わかりません。 
 　（スライド3）ここに示した写真は、私た
ちがチームで調査を行っているガボンのムカ

ラバ -ドゥドゥ国立公園という所の「ジャン
ティグループ」と名付けたゴリラのグループ

です。今現在20頭いるのですが、ニシゴリ
ラの群れとしては大きな群れです。「ジャン

ティグループ」と名づけたのは、「ジャン

ティ」がフランス語で「優しい」という意味

だからです。人に慣れていないゴリラはすぐ

に逃げてしまうのですが、この群れだけはな

ぜか初めて出会った時からほとんど逃げな

かったのです。そのため、「優しい」という

ことでこのような名前を付けました。群れの

中心のリーダーオスは、「パパジャンティ」

といます。他のゴリラも名前は付けているの

ですが、最近この「パパジャンティ」という

のが、「パパジャンティ」という名前なのか、

ジャンティグループの「パパ」という名前な

のか、「ジャンティ」という名前なのか、はっ

きり決めていなかったことに気付き、そろそ

ろはっきりと名前を決めなくてはと思ってい

るところです。 
 　パパジャンティに初めて出会ったのは
2004年の1月12日なのですが、その時20頭
近い群れを引き連れていて、多少メスの入れ

替わりもありましたが、既に立派なオスでし

た。もう10年以上過ぎているのですが、そ
ろそろ盛りの時を過ぎたかという感じです。

しかし非常に体型が引き締まり、顔も精悍で

なかなか格好良い、イケメンだなと思いま

す。「イケメン」というと、東山動物園の「イ

ケメンゴリラ、シャバーニ」が大人気となっ

ています。ちょうど去年の今頃、「イケメン

ゴリラ」がブームになり始めました。私は

2012年から東山動物園でゴリラの観察をさ
せていただいていますが、観察を始めた頃

は、誰もイケメンと言っていなかったので

す。（スライド4）これは、まだイケメンと
呼ばれる前に撮った写真です。上手に枕をつ

スライド3
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くり寝ています。お客さんがこの姿を見る

と、「ぐうたらして」や、「うちのお父さんそっ

くりだ」と言っていたものでした。ところが、

私が去年の5月に2週間ほどアフリカを訪れ
ているほんのわずかな間に、大人気になって

いました。それでも初めのうちは、イケメン

ゴリラを見に来たお客さんに「どれがイケメ

ンですか」と聞かれたものでした。どれがイ

ケメンかはそれぞれの好みだと思うのです

が。しかし、ブームになると同じ寝姿さえも

「格好良い」と言われるようになりました。

人の印象ってよくわからないですね。果たし

て彼はゴリラからみても「イケメン」なので

しょうか。私にはわかりません。 
 　本題に戻ります。今日はゴリラの研究の話
ではなく、ゴリラの保護の話をしたいと思い

ます。まず、なぜゴリラを守らなくてはいけ

ないのかという話をします。それは、2つ理
由があります。ひとつめは、ゴリラは私たち

「人間」を理解するために非常に重要な動物

であるということです。（スライド5）それ
をスライドには「人類進化の鏡」と記しまし

た。地球上に生物が発生してから40億年の
歳月が流れているのですが、ゴリラと人間

は、そのほとんどを同じ種として一緒に過ご

してきました。我々人間がゴリラとヒトを見

間違えることがないように、ゴリラもヒトと

ゴリラを見間違えることはありません。はっ

きりした違いがいくつもあるからです。その

違いは、40億年という期間の最後のわずか
600万年間のあいだに生み出されたもので
す。そうした違いがある一方で、長い間、同

じ種だったため、共通点もたくさんみられま

す。そのようなことをふまえてゴリラについ

て調べていくと、人間の本性や、人間はいか

に進化してきたのかを考えるヒントが得られ

ます。 
 　私自身は、ヒトとゴリラの最大の違いは「教
育をすること」だと思います。「教育をする」

とは「頼まれないのに教える」ということで

す。ゴリラは頼まれても教えることはありま

せん。私も大学の教員をしておりますが、全

く授業をして欲しくなさそうな学生にも授業

をします。頼まれもしないのに教えているわ

けです。 
 　ゴリラを保護する理由のふたつめは、ゴリ
ラがいることで私たちが自然とヒトのつなが

りを感じることができるということです。私

たちはしばしば、「人間だけが特別な生き物

だ」と考える傾向があります。しかし、人間

スライド4 スライド5
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以外の生き物から非常に人間と近いものを見

出した時、ヒトと自然というものが断絶した

ものではなく、連続したものであると考える

ことができるのです。それをさらに広げてい

くと、他の生き物も自分たちと繋がっている

のだと考えることができます。そのような意

味で、ゴリラは大切な生き物であるといえる

のです。 
 　さらにもうひとつ、実は人間のことだけを
考えるのではなく、「自然を守る」というこ

とを考えたとき、ゴリラは非常に重要な生き

物です。ゴリラは、アフリカの熱帯森林の生

態系における「キーストーン種」であり、「ア

ンブレラ種」であり「フラッグシップ種」な

のです。キーストーンは日本語では「要石」

です。つまり、生態系の中で、「ゴリラ」が

非常に重要な役割をしているということで

す。わかりやすい例として、種子散布があり

ます。先ほど申したようにニシゴリラは果実

を食べますが、その時、小さな種は丸呑みし

ます。その後、約48時間で腸の中を通過し、
遠くへ移動して糞と一緒に種を撒きます。だ

から、森からゴリラがいなくなってしまう

と、種撒きをしてくれる動物がいなくなっ

て、植物の世代交代にも影響を及ぼすことに

なります。このように、ゴリラの存否は、他

の生き物の存否にも影響するのです。それ

も、ゴリラは多様な果実を食べるため、影響

を受ける植物も多く、ひいては、その植物に

依存する他の多くの生き物にも影響を及ぼし

ます。まさに、生態系における要石の役割を

果たしているといえます。 
 　次に、「アンブレラ種」というのは保全生
物学の用語で、その生き物を保全すると自動

的に他の生き物も保全することになる、つま

り他の動物を「保護の傘」に入れてあげるこ

とができる動物のことです。後ほどお見せし

ますが、ゴリラはひとつの群れが非常に広い

遊動域を使っています。そのため、ゴリラの

群れひとつを保全するだけで、非常に広い面

積を守ることができます。したがって、その

中にいる生き物が自動的に守られる、という

ことになります。ゴリラ以外のアンブレラ種

には、ゾウや渡り鳥がいます。ゾウは非常に

多くの距離を移動します。渡り鳥であるツル

を守るには、越冬地である日本の高知県、鹿

児島県のみ守っていてはだめで、夏の時期を

過ごすロシアのシベリアの辺りも守らなくて

はいけない。このように、広域の生態系全体

を守る必要が出てきます。 
 　3つ目は、「フラッグシップ種」です。「フ
ラッグシップ」というのは、旧日本軍の連合

艦隊における戦艦大和のような「旗艦」のこ

とです。ゴリラは人気者です。人気者なので、

「ゴリラを守りましょう」という話がされる

と、たくさんの資金や労力が集まります。今

日の話もおそらく、名前も無いような虫の保

護の話であれば、これだけの人は集まらな

かったと思います。このように人の興味を引

いてくれるということは、保全活動全体に繋

がります。 
 　本来、生き物の命に重い軽いはありませ
ん。ゴリラも名も知られぬ雑草も等しく大切

です。しかし、生態系全体を守る、より多く

の生物を効率的に守る、という観点から眺め

た時、ゴリラを保護する必要性は、他の生物

よりも高いといえます。なぜ時間をかけてこ

のような話をするかというと、自然保護の話

をする際には、必ず「なぜ守らなくてはいけ

ないのか」と言う人が現れるからです。そし
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て、「人と自然とどちらが大切なのか、ゴリ

ラを守るより、その土地を開発した方が経済

効果があるだろう」と言う人が実際見られま

す。今日ここにいらしてくださった方が他の

人からそのような質問をぶつけられた時、き

ちんと説明ができるようになっていただきた

いと思います。 
 　理屈の話はこの辺にして、そろそろ実践の
話に移ります。先ほどから紹介しております

が、私が活動を行っているのがアフリカのガ

ボン共和国という所で、ちょうど赤道の真下

にあります。「ムカラバ -ドゥドゥ国立公園」
という所です。ここは元々フランスの植民地

であったため、フランス語圏ですが、調査に

行く時はパリを経由して空路ガボンの首都

リーブルビルへ行って、陸路で調査地まで行

きます。私は子どもの頃、赤道というものに

一度は行ってみたいものだと思っていまし

た。だから初めて赤道を通過したときは、感

動して赤道の看板の前で記念写真を撮りまし

たが、なんども行き来していると飽きてき

て、そのうち寝ている間に通り過ぎるように

なりました。面白いのは、赤道直下といいな

がら、国立公園はほんの少しだけ（南緯2度）
南半球側なので、日本と季節が反対で、2月
が暑くて8月が寒いことです。そのため、私
は大学が夏休みの暑い時に暑い日本を離れ涼

しいアフリカに行くことができています。 
 　ガボンの国土は日本のおよそ3分の2です
が、人口は少なく東京都の人口の約10分の1
で、人口密度が非常に低くなっています。し

かしこれはアフリカの熱帯の国々としては例

外的で、周辺の国の人口密度はもっと高いで

す。ムカラバ国立公園は、愛知県とほぼ同じ

面積です。日本の都道府県ひとつと同じ位の

面積の森が国立公園になっているというわけ

です。このような国立公園がガボンには13
もあり、その総面積は国土の11％に達します。 
　少し昔話をします。初めてムカラバ国立公

園に行ったのは1999年、まだ20世紀でした。
テントを2つと、日本で買った12畳のブルー
シートを1つ持って森に入りました。どの辺
にゴリラがいるか現地の人に聞き、（当時ま

だ国立公園ではなく「森林保護区」だったの

で）森林省の方にお願いをして、車で昔の伐

採道路を通り保護区の中へ入って行きまし

た。森林省の方は適当なところで車を停め私

を降ろし、「この辺りにゴリラがいると思う。

1週間経った頃、また迎えに来るから。」と
言い残して帰ってしまいました。それから1
週間、木で柱を建てブルーシートを張って煮

炊きや物置のスペースをつくり、その横にテ

ントを張って過ごしました。こんないい加減

な調査開始でしたが、初日からゴリラと遭遇

して驚きました。1週間でゴリラを4回見ま
したが、誰も調査をしたことが無い所でそん

なにたくさん見られるのは、非常に珍しいこ

とです。わずか1週間の調査なんて、一度も
ゴリラを見ることができなくてもおかしくは

ありません。だから、当初私はフンやベッド

などのゴリラの痕跡の密度を調べるつもり

だったのです。それが嬉しい誤算になったの

で、日本に帰るとさっそく当時の指導教官

だった（現・京都大学総長の）山極壽一さん

に「この場所はゴリラが多く見られますよ」

と報告し、それから大々的に調査を行うこと

になりました。もっとも「大々的に」といっ

ても、欧米の研究グループのように建物を建

てて大量の機材を持ち込んだりはしません。

やっぱりキャンプ生活を続けました。けれど



Journal of Sugiyama Human Research 2016 085

第2回　人間講座報告

キャンプは大きくなりました。このように大

きなキャンプを作りました。研究者が5、6
人と、調査で雇っている方々も泊ります。調

査資材を置き、洗濯場や炊事場も完備した、

一時的ではない常駐用キャンプです。この

キャンプの凄い所はテントが屋根の下にある

所です。それは非常に快適なことでした。テ

ントは雨風をしのぐためではなく、個室とし

てプライベートな空間を作るために使うので

す（スライド6）。このような場所で、10数
年研究を続けました。しかし、次第に研究者

の数も増え、規模も大きくなると、やっぱり

キャンプには限界があるということになりま

した。そこで調査開始からちょうど10年目
の2009年からJICA（国際協力機構）のプロ
ジェクトをあらたに立ち上げ、その予算でこ

のような「リサーチステーション」を作りま

した（スライド6）。しかしこれがとても大
変でした。なぜ大変かというと、2009年か
ら2014年までの5年間のプロジェクトで、
まずはリサーチステーションを作りそこをコ

アにして大々的に研究を進めようというつも

りだったのですが、リサーチステーションが

完成したのはプロジェクトが終わった2015
年だったのです。さきほどシャバーニが「イ

ケメンゴリラ」として人気になっている時私

がアフリカに行っていたとお話ししました

が、それは完成したステーションを検分する

ためでした。ところが、行ってみたらリサー

チステーションにはまだ何か所も未完成の部

分がありました。大きい声では言えません

が、日本の国際協力というのはこれが現状で

す。ガボンの国内でも、プロジェクトが終わっ

てから建物が出来る例はたくさんあります。

建物を造るのが一番大変なので仕方のないこ

とですが、プロジェクトが終わるとそこは廃

墟になってしまいます。いま私たちは、せっ

かく出来たステーションを使って研究と保護

を進めるため、もう一度JICAのプロジェク
トを起こそうと計画中です。私たちの研究環

スライド6
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境の過酷さについて、少しはご理解いただけ

たでしょうか。

　それでは、実際に森を歩いて行うゴリラの

調査についてお話します。これは、調査地の

衛星写真です。現在、本当に便利な時代にな

りまして、Googleで「ムカラバ国立公園」
と検索すると出てきます。濃い緑色の部分が

森で、茶色い部分がサバンナです。このよう

に、森とサバンナが入り組んだ場所になりま

す。白い部分が調査基地にしている村です。

（スライド7）村の真ん中にリサーチステー
ションを作ると色々な意味で大変なので、少

し離れた場所に設置しています。先ほどお見

せしたジャンティグループのゴリラは、この

ムカラバ国立公園の名前の由来となったムカ

ラバ川の右岸（北側）です。ほぼ写真の全体

がなわばりです。いま、わかりやすくするた

め「なわばり」という言葉を使いましたが、

厳密にはゴリラはなわばりをもちません。「な

ばわり」というのは「（縄を張って）占有す

る場所」という意味です。チンパンジーと違っ

て、ゴリラは自分の居場所を占有しません。

複数の群れが利用する場所には重なりがあり

ます。だから、ほんとうは「なわばり」とい

う言葉は適切ではないのです。だから私たち

はかわりに「遊動域」という言葉を使います。

写真の中に縮尺を入れましたが、ほぼ20～
30平方キロメートルの森を、20頭程のゴリ
ラが使っているという現状です。そう言われ

てもなかなか実感できないでしょう。そこ

で、ムカラバの写真とこの会場周辺の地図を

同じ縮尺で重ねてみます。中心を現在地椙山

女学園大学とすると、地図上に示したそれぞ

れのポイントはナゴヤドーム、八事日赤病

院、藤が丘駅となります。私たちは日頃、リ

サーチステーションで寝泊まりをし、毎日ゴ

リラを追いかけます。まず、前日ゴリラが泊

り場を作って寝ていた場所まで歩いてそこへ

向かい、そこからゴリラが遊動した痕跡をた

どって追いかけます。ゴリラに出会ったら、

ゴリラの移動に付き合って一緒に森を歩き、

夕方ゴリラが泊り場を作った所でさよならし

てステーションに帰る、という感じです。こ

れを、この会場周辺の地図に例えると、藤が

丘の辺りに住んでいる人が朝起きて日赤八事

病院まで歩き、そこから椙山女学園まで移動

し、残り半日かけてナゴヤドームまで歩き、

藤が丘まで歩いて帰る、という感じになりま

す。これがゴリラの遊動のスケールです。大

変そうでしょう。この暑い時期に藤が丘から

椙山女学園まで歩くなんて、やってられない

ですよね。けれど、アフリカは地面が土です

し、木陰の多い森の中なのでそこまで大変で

はありません。また、今説明した程の距離を

毎日移動するわけではなく、ゴリラが大好物

の果実を見つけた日などは移動距離がとても

短くなることもあります。

 　ゴリラの調査で非常に面白いところは、こ
うしてゴリラと一緒に森を歩いて観察すると

スライド7
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ころです。みなさんは、動物の調査は「動物

を探して観察するのだ」と思っているかもし

れませんが、実際に観察して追いかける調査

は、他の動物ではあまり行いません。ひたす

ら痕跡のみを追いかけたり、自動撮影カメラ

で定点観察したりします。ゴリラは基本的に

人間と身体能力が変わりません。特に長距離

を歩くことに関しては、人間の方が上手で

す。そのため、実際に追いかけることが可能

なのです。ゾウであれば1日30キロメート
ルほど移動してしまうため歩いて追いかける

ことは不可能です。 
 　次にゴリラの人づけについてお話ししま
す。私たちは2003年にジャンティグループ
のゴリラと初めて出会ったのですが、6、7
年かけて徐々に人に慣れてもらおうと思いま

した。さきほど紹介したように、ジャンティ

グループのゴリラたちははじめから私たちを

見てもあまり逃げなかったのですが、そうは

いっても近づいてしっかり観察しようとする

と逃げてしまいました。そこで、私たちはジャ

ンティグループに慣れてもらうため、逃げら

れたらまた追いかけました。その際に大事な

ことは、物陰からこっそり観察するのではな

く姿を見せることです。するとまた逃げられ

るのですが、そしたらまた追いかけて姿を見

せる、ということを何年も行いました。初め

は逃げていたゴリラですが、次はその場に踏

みとどまって怒るようになりました。これは

人づけの段階がひとつ進んだことを示しま

す。さらに慣れると、ゴリラは少し怒った後

あきらめるようになります。日本で野猿公園

などに行くと、餌付けされたニホンザルは観

光客が来ても平気そうにしています。あのよ

うな状態を目指すのです。しかし、ゴリラの

場合それ程までになりません。その日初めて

私たちがゴリラと出会うときには、今でも「出

会いの間（ま）」というのがあります。そこ

で「挨拶」をして、彼らに認めてもらってか

ら追いかけます。しかしゴリラにも機嫌が悪

い日があり、ずっと追いかけていると激しく

怒られてしまう日もあります。そのような日

は、早めに調査を切り上げるなどの対応をし

ています。 
 　少しここで動画を見ていただきたいと思い
ます。これは去年の9月に撮った映像です。
（映像）まずゴリラに出会った時、私たちは

自分たちを認識してもらえるように音を出し

ます。東山動物園のキヨマサくんと同い年

の、この子どもはこちらに興味を示していま

す。私は1年に一度しか調査地に行かないた
め、私のことをあまり見慣れていないので

す。（音を出し続けると、ゴリラからの挨拶

の声が返ってくる。）母親の方を気にしなが

ら、こちらに徐々に近づいてきます。この子

どもは3歳過ぎくらいです。あまり近づきす
ぎるとゴリラに病気をうつしてしまう恐れが

ありますし、こちらが動いてゴリラを驚かせ

てしまうのもいけないため、難しい判断が必

要になります。やがて母親の呼び声を聞き、

去っていきました。 
 　私たちの調査は日本人のみではなく、地元
の方々と一緒に活動しています。（スライド

8）ここに居るのが、2003年から去年までずっ
とこの森に滞在し、ゴリラの調査をリードし

てきた安藤智恵子さんです。彼女の横にいる

のが近くの村で雇った「トラッカー」と呼ば

れる方々です。「トラッカー」というのは「追

いかける人」という意味です。森には色々な

危険があり、日本人では1人で歩くことが不
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可能なため、一緒に歩いてもらうのです。彼

らの生まれつき、または環境の中で培った感

覚に頼って調査を行っており、この方々なし

には調査は成功していなかったと思います。

しかしこの方々もゴリラの調査を専門にして

いるわけではなく、どこへ行けばゴリラに出

会えるのか、私たちと一緒に考えながら調査

を行いました。この中に大学を出た人は1人
もいませんが、非常に深くゴリラと付き合っ

て一緒に調査を成功に導いた、私たちの同志

です。 
 　さて、いよいよ本題であるゴリラの保護の
話に入ります。野生のゴリラはどんどん減少

しています。現在世界中に野生のゴリラは

10万頭前後しか存在しないと考えられてい
ます。それに対して、この椙山女学園大学の

ある名古屋市千種区の人口は約16万人です。
先ほどお話ししましたが、ジャンティグルー

プのゴリラの遊動域が、ほぼ千種区と同じ面

積です。ということは、名古屋市千種区には

野生のゴリラの群れ1つの遊動域の面積に、
全世界のゴリラの数より多くの人間が暮らし

ていることになります。「ゴリラは少ない」

ということを実感していただけますでしょう

か 。
 　ゴリラがなぜ減少しているかというと、基
本的には人間活動です。たとえば、商取引の

ためのゴリラの狩猟です。ゴリラの肉を、自

身で食べるのではなく売るために捕るので

す。これはゴリラの個体数に非常に大きなイ

ンパクトを与えます。誰が買うのかという

と、自給自足の生活をしていない都市に暮ら

す人や、外国人です。アフリカから不法にヨー

ロッパへ野生動物の肉が輸出されている例も

あります。ペットとして飼うというという例

も相変わらずあります。新興国の「超富裕層」

の人々が、チンパンジーやゴリラをペットに

しようと実際に注文をかけており、そのよう

な依頼がめぐりめぐって、ゴリラの住む森に

ハンターがやってきます。次に、資源開発、

森林伐採、農地の開発によってゴリラの住む

森が減っていることが挙げられます。また、

アフリカの人口は増加していて、人間と野生

動物が接触する機会が増えています。そのた

め、人畜共通感染症が人間からうつってしま

う危険性があります。特に、ゴリラのような

ヒトに非常に近い動物は、人間が罹る病気に

は罹ってしまうことが多いのです。人間は薬

を飲む、ワクチンを打つなどして治すことが

できても、ゴリラはそれが出来ません。グロー

バル化が進んで、遠くから病気が来てしまう

ことも非常に多くなりました。私が初めてア

フリカで調査を行ったのは1995年でしたが、
その頃は森にたどり着くまで半月以上を必要

としました。しかし今では日本を出発して1
週間目には森にたどりつきます。鳥インフル

エンザの潜伏期間は7日ですが、日本で鳥イ
ンフルエンザに罹って発症しないまま、つま

りウイルスをもっていることに気づかないま

スライド8
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まゴリラの前に出て、うつしてしまうという

ことも起きうるということです。そのような

ことから、森へ行くのにあえて時間をかける

ことも必要で、10日程は打合せなどで時間
を使うなどの工夫をしなくてはいけません。

しかし、そのようなことに理解のない人が平

気で入ってしまうと、病気に罹る危険性とい

うのは大いにあります。また、内戦や地域紛

争によって保全活動が中断してしまうことが

あります。 
 　このようなことがあり、人間活動によって
ゴリラが危機に晒されているといえます。だ

からゴリラの保護といえば「人間からゴリラ

を守らなくてはいけない」となるのですが、

話はそのように簡単には進みません。実はゴ

リラによって不幸な目にあっている人間がい

るのです。人と大型類人猿の対立は、英語の

ヒューマン・グレートエイプ・コンフリクト

の頭文字をとってHGACといわれたりもし
ますが、保護区の近くに住んでいる人が、ゴ

リラに畑を荒らされるなどの被害にあってい

るのです。保護区の近くでなくても被害にあ

うこともあります。これは、バナナの茎を食

べるゴリラですが、実がなる前に茎を食べて

しまうのです。（スライド9）これはギニア
で撮られた写真ですが、畑からパパイヤを盗

んでいくチンパンジーです。日本など先進国

の都市に生活していて、「野生動物を守ろう」

「自然保護をしよう」としている人たちが「人

間からゴリラを守らなくてはいけない」、と

言っている同じ時に、現場では大型類人猿が

地域の人々の生活を脅かすということが起

こっているのです。 
 　そもそも、「人間からゴリラを守ろう」と
したとき、それはどうすればできるのでしょ

うか。ガボンには13個の国立公園が存在し、
国土の11%を占めています。しかしそれで
もガボンで暮らすゴリラの80パーセント以
上は国立公園の外に住んでいます。それらの

ゴリラを守るために国立公園を増やすと、人

間が生業活動を行う場所が無くなってしまい

ます。すると人々は生きてゆくためには国立

公園の中で生業活動をしなくてはなりません

が、それは違法になってしまいます。それを

厳しく取り締まると住民感情は悪化して、「ゴ

リラと人間のどちらが大切なんだ？」と言う

ようになり、対立は深まってしまいます。そ

して、ゴリラの住んでいる地域の人々がゴリ

ラを嫌いになります。そんな状況で、資金不

足や内戦や地域紛争などのために保全活動が

中断してしまえば、地域の人々は仕返しとば

かりにゴリラを捕って食う、捕って売るとい

うことをしてしまうでしょう。このように、

ゴリラを人から隔離する「住み分け」には限

界があります。ヒトからゴリラを隔離するの

ではなく、これからはヒトとゴリラの「共存、

共生」の道を探る必要があります。 
 　ゴリラと人の共存共生のために、私たちは
地道なことを細々と行ってきました。啓発活

スライド9
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動として森の中でゴリラの映像を撮り、村で

ビデオ上映会を行いました。アフリカの人々

はゴリラを森の中で見慣れているだろうと思

われがちですが、それは違います。私たちが

日ごろクマやイノシシを見ないように、アフ

リカの人々も日ごろは里で生活しているた

め、ゴリラは見ません。里でゴリラを見る時

というのは、畑を荒らす時などです。そのよ

うな場面ではゴリラは悪者です。ですが、赤

ちゃんを育てるゴリラの姿や、自然の中で生

活している姿を見せると、地元の人もゴリラ

を好きになってくれます。 
 　ゴリラの保護のためには国際的な支援が出
る一方で、村の人々のためにはほとんど支援

がないというのが現状です。それでは、「ゴ

リラが大事か人間が大事か」という気持ちは

変わりません。そこで私たちは日本で募金を

集めて、学用品や医薬品の寄付をしました。

しかし、寄付はその場しのぎにしかなりませ

ん。地域住民の自立ができないと困ります。

しかし、国立公園を作って保護活動をすると

地域の人々の活動を制限し、自立を阻害しま

す。だから、あらたな生計手段を作る必要が

あります。その1つとして「保護や研究に関
わる雇用」があります。たとえばルワンダで

は元密猟者を雇い、再訓練して国立公園のレ

ンジャーとして養成しています。 
 　雇用創出のために重要なのが「エコツーリ
ズム」ですGRASP（グレート・エイプ・サ
バイバル・プロジェクト）という国際機関は、

国連のユネスコの外郭団体ですが、この

GRASPが2006年にコンゴ民主共和国のキン
シャサで、「エコツーリズムは大型類人猿保

全の切り札である」という宣言をしていま

す。エコツーリズムを行うと、地域の人の雇

用機会が生まれ、地域の人に利益を還元でき

るからです。直接雇用をしなくても、自発的

に観光ビジネスを始める機会もできます。観

光客を連れて来ることで、国にも地域の住人

にも現金収入が発生します。さらに、ツーリ

ズムで働く人達と観光客の双方に対して保全

活動の啓発効果が期待できるというのです。 
　しかし、実はエコツーリズムはキンサシャ

宣言がいうほど良いことずくめではなく、ゴ

リラに対して悪い影響を及ぼすこともありま

す。それは、ゴリラと人間が接触する機会が

増えるということです。病気がうつる可能性

を高めたり、観光客に毎日見られることによ

る大きなストレスを与えることになります。

私たち研究者が自分たちなりに節度を守って

ゴリラを見ていてもゴリラは時々機嫌が悪く

なるのですが、毎日たくさんの不遠慮な観光

客が来てしまった時、それが大きなストレス

になります。さらに、ゴリラが不特定多数の

人を恐れなくなると、何か事情があってエコ

ツーリズムが頓挫した場合、密猟者が来た時

にも恐れなくなってしまいます。そして、観

光客用に整備した道がそのまま密猟に使われ

ることに繋がる恐れもあります。これは非常

に危険です。また、啓発効果についても、予

想したほどではないことがわかりました。観

光客は自分の見たゴリラは大好きになるので

すが、先程お見せしたような地域住民の生活

支援や共存をしていかなくてはいけないとい

う現実に関心が向きにくいのです。あまりに

もゴリラの印象が強く、他のことに意識が向

かないのです。一方の地域住民はというと、

ゴリラや森林の価値を認めるようにはなるの

ですが、その価値を金銭換算するようになっ

てしまいました。そのため伐採業者や密猟者
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がよりたくさんのお金を出すと、そちらに向

かってしまうという問題が生じました。さら

に、雇用によって人々が幸せになったかとい

うとそうではなく、雇用があるところには人

が集まってくるため結局雇用が満たされず、

その一方で人が増えるのでゴリラと人の対立

がより激しくなるという悪循環も生じてしま

いました。「利益の漏れ」も問題です。観光

収入が地元に落ちていません。それどころ

か、国にも落ちず外国資本の旅行会社に落ち

ています。うまく運営されていないエコツー

リズムは、観光収入の90パーセント以上が
外国に流出しているといいます。それでは地

域の人々にとっては何の意味もありません。

森林伐採と同様に、ゴリラや自然に負荷をか

けて先進国の人間が潤っていくという仕組み

になってしまっています。現場の人はなんと

かして住民の方にも参加してもらおうと試み

るのですが、住民自身のモチベーションや立

場の弱さもあり、自発的に参加してもらうの

が難しくなっています。

 　啓発効果の薄いエコツアーで、「フォトハ
ンティング」というものがあります。「フォ

トハンティング」とは、昔海外のお金持ちが

アフリカに行き野生動物を撃って楽しむ

「ゲームハンティング」というものがありま

したが、これからは保全の時代であり、「ゲー

ムハンティング」はやめて写真に撮る「フォ

トハンティング」に切り替えようということ

で生まれました。私も一度フォトハンティン

グに参加しました。これはルワンダの、アカ

ゲラ国立公園に行った時の写真です。（スラ

イド10）本音をいうと、私自身、観光であ
れば野生動物は蒸し暑い熱帯林にいくのでは

なく、サバンナでゾウやキリンを見るほうが

楽しいです。涼しいし、快適だし、ゾウやキ

リンはゴリラよりずっと大きく、圧倒されま

す。ちなみに、ここには動物しか映っていま

せんが、私の横には何台ものランドクルー

ザーやいくつものカメラが並んでいます。 
 　冗談めかしで申しましたが、やはりこうい
うフォトハンティングはとても魅力的です。

ムカラバであらたにゴリラのエコツアーを始

めて利益をあげようと思ったら、このような

ものと戦わなくてはいけません。 
 　しかし、ゴリラは真っ黒で、しかも林の中
に居るため、観察しづらい。観光業者は、もっ

と近づいて見ることが出来るように、ゴリラ

を人に慣らさなくてはいけないと言ってきま

す。これが、ゴリラツーリズムのジレンマで

す。利益を上げるためには、ゴリラを「多く

のお客さんに」、「長時間」、「至近距離」で見

てもらう必要があります。しかし、ゴリラへ

の負の影響を軽減するためには、「人数を絞

り」、「短い時間」、「遠くから」見てもらわな

くてはなりません。これでは観光客は満足し

ないでしょう。 
 　このジレンマを解決し、最小限の接触で最
大限の満足を与えることが出来るゴリラ観光

スライド10
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ができないものかと、私は何年も考えてき

て、ようやく、ひとつのやり方を思いつきま

した。それを思いついたのはアフリカではな

く、私の大学が実施している卒業旅行代わり

の海外研修の引率でロンドンに行った時で

す。自由行動日におとずれたのが、「アビー

ロードスタジオ」というビートルズのラスト

アルバムにも映っている場所です。ここが私

にヒントをくれました。アビーロードスタジ

オは「ビートルズが実際に存在しないにも関

わらず、ビートルズを感じることが出来る場

所である」ということに気付いたからです。

私も含め、居合わせた大勢の観光客はビート

ルズを見ることができないことに対して不満

を言うこともありません。そして、ツアー旅

行のガイドさんとおぼしき人が、ビートルズ

のいないその場所で、ビートルズにまつわる

様々なエピソードをその場所で話していまし

た。 
 　アビーロードスタジオのあと、ベイカース
トリートにあるシャーロックホームズ博物館

でも同様の体験をしました。ビートルズは実

在したグループですが、シャーロックホーム

ズなんてお話の登場人物にすぎないというの

に、人を惹きつけているのです。「ホームズ

の部屋」という展示があり、ガイドさんが中

を案内してくれました。当然ながら内装はす

べて作り物なのですが、見ていて感動しまし

たし、とても満足しました。 
 　私がアビーロードスタジオやホームズ博物
館に満足できた理由はなにか。それはそこに

「物語」があったからだと私は思いました。

そして、同じ方法論でゴリラの森で「物語」

を売ったら良いのではないか、ゴリラの物語

を観光化すれば、実際にゴリラを見なくても

人は満足できるのではないかと考えました。

私たちはたくさんの研究を行ってきたので、

たくさんの物語を持っています。（スライド

11）たとえば、これは何の変哲もない枯れ木
ですが、これはゴリラが集まって食べた枯れ

木です。これは現地で「ザンザラ」と呼ばれ

る樹木です。ゴリラは、なぜだかこのザンザ

ラの木だけ、枯れ木を食べるのです。この枯

れ木の成分を京都府立大学の牛田先生が調べ

たところ、ナトリウムの含量が多いことがわ

かりました。そして、それはもとからこの木

にナトリウムが多いのではなくて、どうやら

この枯れ木に付く菌類がナトリウムを生産し

ているというのです。枯れ木一本で、ゴリラ

にまつわるこんなお話ができるのです。その

ような話を、ゴリラがいない時にも話しては

どうだろうと考えました。この木の前で立ち

止まり、話をして写真を見せながらゴリラの

物語を話したりしながら森の中でゆっくり時

間を過ごし、最後に少しだけゴリラの姿を見

せるのです。そうすると、遠目に見えるだけ

であっても、大きな冒険をして最後に目指す

ものに出会えたような喜びを感じさせること

ができるのではないかと思いました。 

スライド11
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 　では、誰がゴリラの物語を語るのか。もち
ろん地元の人です。JICAのプロジェクトの
中間評価の時に、JICAの方々がゴリラを見
たいと言ったのですが、残念ながらゴリラが

見つからなかったことがありました。そのと

き、即興で地元の人にゴリラの話をしてもら

いましたが、彼は私が予想したよりもたくさ

んのことを説明してくれました。なぜゴリラ

の説明が出来たのかというと、理由は2つあ
り、1つは彼は何年も私たちとゴリラの調査
を一緒に行っていていろいろなことを知って

いること、もう1つは、アフリカは無文字社
会といって文字を持たない社会であり、話す

ことが生活の中で重要になっていることから

です。私たちのゴリラ調査のときでも、キャ

ンプに帰り一日の出来事を面白おかしく皆で

語っていたのですが、JICAの人々の喜びよ
うをみて、それと同じことをやればいいん

だ、そのほうが教科書に書かれているような

紋切り型のガイドをするより絶対に面白いと

直感しました。 
 　従来型のゴリラツアーというのは、観光客
がゴリラを間近に見てガイドさんの解説を聞

く、「ゴリラが主役」のものです。それに対

して、私たちが行おうとしている「物語ツ

アー」は、観光客にゴリラを少しだけ見せ、

ゴリラの前で人間が物語を語るツアーです。

物語を語る際には、自分で実際に見たことを

話すことが重要であり、そのようにすること

で、ゴリラの物語を語った人を印象付けるこ

とに繋がります。そうして、「人が主役」に

なることができるはずです。そのように考え

始めたのが「ゴリラ村プロジェクト」です。

地域の人を「ゴリラの語り部」にしよう、そ

のために研究や保全活動に積極的に関わり主

体になってもらおう、そして、皆に活躍して

もらおうと思いました。 
 　いま、語り部を育てるために人の助けを借
りています。地域の人を主体としたエコツー

リズムの指導の専門家である一般社団法人エ

コロジック（静岡県富士宮市）の新谷雅徳さ

んに協力をしていただき、「インタープリテー

ション研修」を実施しています。インタープ

リテーションは直訳すると「翻訳」という意

味ですが、新谷さんの言うインタープリテー

ションは「地域の価値観や地域の考えを、グ

ローバルな誰にでも理解できる価値観に翻訳

して話すこと」で、日本やアジア諸国でその

技術の指導をされてきました。そして私たち

の仲間に入っていただき、JICAの草の根技
術協力という枠組みからの資金で研修を開始

しました。研修では実際に現地でワーク

ショップを行います。地域の課題について考

え、地域の人々がここを訪れる外部の観光客

に伝えたいことは何かを考えます。また、自

分たちにとってゴリラとは何かなどを議論し

ます。つぎに、みんなで話し合った結果を模

造紙に書き出し、観光客にその内容を面白く

話すためにどうしたら良いのか考えます。グ

ループワークを行い、村にはゴリラ目当てで

来た観光客に伝えるものは何かあるのか、村

に興味を持ってもらう要素は何があるのかを

考え、自分たちが伝えたいことは何か、話し

合います。そして最後に、二泊三日で観光客

をおもてなしするツアーを自分たちで考えま

した。保護団体の研修では、教科書のような

ものでゴリラについて勉強しなくてはいけな

いのですが、私たちの研修では自分たちの

知っていることを話せばいいので、地元の

人々は喜びました。私は、地元の人々が生き
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生きと話す姿を見て、ここまで人は変わるの

かと感動しました。ちょうどフランス人の観

光客で、カバを見に来た人がいましたが、私

たちのツアーの研修に少し参加していただき

ました。そこでは観光客にも喜んでいただけ

ましたが、ガイドを一度もしたことのない村

の青年がとてもうれしそうな表情をしていま

した。これは、ブドウのつるを切ると水が飲

めるという体験を観光客にしてもらったので

すが、絶対に喜んでもらえると自分たちで考

えた取り組みです。自分たちが考えたプログ

ラムを、観光客が嬉しそうに体験してくれる

のが嬉しいと青年は言いました。ここでは研

修でしたので観光客からお金をもらっていま

せんが、とても満足していただきました。そ

してなにより、それによって地域の人たちも

満足することができました。 
 　今年の9月、私は最後の研修でアフリカへ
向かうのですが（註：実際は政情不安のため

渡航をとりやめました）、このような研修を

通して従来型のツーリズムの問題の改善が期

待できることに加え、研修をすることによっ

て地元の人が改めて自分とゴリラや森との関

係を考え始めたことは大きいと思います。う

ろ覚えで知っていた自分の森の知識を年長者

に確認し、聞きに行く人もいました。調査の

中で、植物の学名を知っていた若者が、学名

では面白くないから現地名を調べるという場

面もありました。そのように、自ら文化を再

確認し、自然と人との関係を再認識し、ゴリ

ラを好きになるということが起こった結果、

ゴリラが地域住民と森をつなぐ架け橋になる

可能性が見えてきました。今日のお話のタイ

トルである「ゴリラがつなぐ森と人」は、こ

のことを示しています。ゴリラがいることで

自然と人が結びつき、自然保護でもなく、ゴ

リラの保護でもなく、住民の支援でもない、

全てを合わせた「共に生きていく」道筋が見

えてきます。 
 　最後にメッセージをお話ししたいと思いま
す。「結局自然を守るということは、人と人

とが助け合うということではないでしょう

か。」

　本日は、ご清聴ありがとうございました。 
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杉藤重信研究員：それでは定刻になりました

ので、平成28年度第3回人間講座を始めさ
せていただきたいと思います。本日の講座に

先立ちまして、理事長の森棟よりご挨拶申し

上げます。

森棟公夫理事長：理事長の森棟と申します。

本日はご来校ありがとうございます。椙山女

学園大学では、この11年間、人間講座を毎
年数回行っております。もともとは学校の教

育理念「人間になろう」の追究、研究を行う

ため人間学研究センターが設置されたという

次第でございます。そして本日の演題は御覧

のとおりでございますが、内容につきまして

は杉藤先生よりご紹介がございます。内容が

重なってもいけないので、杉藤先生より、演

者の説明をさせていただきます。

杉藤研究員：人間学研究センター研究員の杉

藤と申します。本日は司会をさせていただき

ます。本日お話しいただくのは人間関係学部

准教授の三浦隆宏先生です。本日は、「暗い

時代の人間性について：ハンナ・アーレント

の人間学」と題して、お話をしていただきま

す。三浦先生には、2年ほど前の人間講座で

もお話をお願いしたことがございました。そ

の時はプロフィールにも記載のある、「哲学

カフェ」についてお話しして頂きましたが、

本日は元々ご専門のハンナ・アーレントに焦

点をあてご説明頂くことにいたしました。ど

のようにハンナ・アーレントと出会ったかに

ついても本日の講座の中でお聞かせいただけ

るのではないかと思います。それでは三浦先

生、宜しくお願いいたします。

三浦隆宏准教授先生：皆さんこんばんは。先

ほどご紹介いただきました、人間関係学部の

三浦と申します。先ほどお話しいただきまし

た2年前の講座ですが、今日も受付に置かれ
ていた『椙山人間学研究』第9号に載せてあ
りますので、興味を持たれた方はご覧いただ

ければ幸いです。

暗い時代の人間性について：ハンナ・アーレントの
人間学
On Humanity In Dark Times: Hannah Arendt’s Philosophical Anthropology

椙山女学園大学人間関係学部准教授
三浦　隆宏

Takahiro Miura

人間論シリーズ6　人間は、理解したがる存在である
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　「私がここで用いようとしている広い意味

での「暗い時代」とは、実際恐るべき斬新さ

を持った今世紀の極悪非道な行為それ自体と

同一のものではない。むしろ、暗い時代は新

しいものでないばかりか、歴史上まれなこと

でもない。最も暗い時代においてさえ、人は

何かしら光明を期待する権利を持つこと、こ

うした光明は理論や概念からというよりはむ

しろ少数の人々が灯す不確かでちらちらとゆ

れる、多くは弱い光から発すること」とあり

ます。ここでの「恐るべき斬新さ」とは、「ホ

ロコースト」や「原子爆弾」など20世紀前
半に人類が体験した未曽有の経験を指してい

ます。しかし、「暗い時代」とはそれとイコー

ルではないと彼女は述べています。「暗い時

代」は新しいものでも歴史上まれなことでも

ない、これはつまり、今この現在も「暗い時

代」なのではないかという思いが私にはあり

ます。日本に限らず世界中が「暗い時代」に

入ってきているのではないかと感じます。

アーレントは60年ほど前に「暗い時代の人
間性」について語りましたが、これは今も反

復するに値する主題なのではないか、と思い

ますね。そして「最も暗い時代においてさえ、

人は何かしら光明を期待する権利をもつ」、

ここが私は素敵だと思います。さらに「こう

した光明は、理論や概念からというよりは、

むしろ少数の人々が灯す不確かでちらちらと

ゆれる、多くは弱い光から発する」とありま

す。つまりこの「暗い時代」において、専門

家や政治家といった大きな人々が光明をもた

らすのではなく、弱く小さな存在とも言え

る、私たち一人ひとりが灯す光が集まること

によって、光明が期待できるということで

す。これはたとえば昨年の国会議事堂前での

　早速ですが、皆さんの中で「ハンナ・アー

レント」という名を初めて聞くという方も多

いかと思います。皆さんにとってこの時間

が、アーレントとの良い出会いの機会となれ

ばと願っております。彼女はとても魅力的な

女性です。私は彼女で修士論文と博士論文を

書きまして、哲学カフェを2001年から実践
していますが、その理論的なバックボーンは

彼女にあります。本日も途中で哲学カフェに

ついてお話しますが、今回焦点を当てたの

は、本学の教育理念「人間になろう」の「人

間」で、それについて彼女がどのように考え

ていたかを皆さんに知って頂きたいと思い、

このような題名にしました。

　なお題名ですが、これは私が考えたもので

はなく、アーレントが1959年にハンブルク
で「レッシング賞」を受賞したときの演説の

タイトルの邦訳です。（スライド1）これは、
『暗い時代の人々』という書名でちくま学芸

文庫に収められています。レッシングはドイ

ツ啓蒙思想の代表的な人物と一応記しました

が、それほど著名なわけではありません。ま

ず、彼女のいう「暗い時代」とはどういうも

のなのかを知るために、『暗い時代の人々』

の「はじめに」の部分を読んでみます。

（1）
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デモなどを思い浮かべていただくと良いので

はないかと思います。ご存知の方も多いかと

思いますが、昨年の安保関連法案に対して

シールズという学生団体や一般の人々らが国

会議事堂前に集まり、名古屋でもデモが行わ

れました。「今の安倍政権が怖い」と感じた

一般の人々らが小さな「弱い光」を灯したと

いう点で、私はアーレントの先の文章を思い

起こしました。

（2）

（3）

　（スライド3）さて、アーレントがどのよ
うな人物であったのかということで、写真を

お見せしたいと思います。左が、2012年に
映画化された時のポスターです。そして右が

実際の写真です。何か気になる点はありませ

んか？　そう、二つとも煙草を吸っています

（笑）。アーレントはヘビースモーカーで、彼

女のインタビューを聞くと、とてもしゃがれ

た声で語っています。今では考えられません

が、教室でも煙草をくゆらせながら講義やセ

ミナーを行ったという人です。この写真は晩

年のものですが、若い頃はかなりの美少女で

して、検索すると若き日の彼女の姿を見るこ

とができます。

　（スライド2）資料に戻りますと、2012年
にドイツで映画化され、日本でも話題になり

ました。DVDも販売されておりますので、
興味のある方は御覧ください。今回、人間論

シリーズの6回目ということで、「人間は、
理解したがる存在である」というやや聞きな

れない言葉を付けさせて頂きましたが、アー

レントは「私は理解したい」というのが口癖

でした。それは、彼女は1906年から75年ま
での人生ですが、世界が二度の大戦争に巻き

込まれ、第二次大戦後、彼女が移住したアメ

リカが栄華を極める一方、第三世界では革命

や解放が叫ばれ……と、その意味で先例のな

い現象を体験し続けた人物だったのではない

かと私は思います。これまでの世界観をはみ

出すようなことを多々経験しながら、それら

をなんとか言葉にして理解しようと挑み続け

た人物ではないかと思うのです。そんな彼女

は、このような言葉も残しています。「非人

間的になったこの世界で、人間性という言葉

を単なるフレーズあるいは幻にさせないため

には、どのくらいの現実が保持されなくては

いけないのか、そういう問題である」。つま

り彼女は、人間性を単なるフレーズにさせな

いためにも、私たちの経験している諸々の「現

実」を保持しなくてはならないということ
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で、数多くの著作をこの世界に残しました。

　（スライド4）もう少し彼女の説明を続け
ますと、彼女のことを「A Woman of This 
Century」と定義した表現もあります。前世
紀を象徴する代表性を持つ思想家だというこ

とです。主著は『人間の条件』という本で、

これもちくま学芸文庫から出版され、とても

よく読まれています。「20世紀思想の十字路
に身をおいた人」という表現を使わせて頂き

ましたが、彼女がかかわった問題というの

は、前世紀にとって重要かつ普遍的な意味を

持つ問題であり、それはつまり「全体主義」

というものです。川崎修さんという著名な

アーレント研究者がこのように述べていま

す。「国民国家の動揺、大衆社会の問題、代

表制民主主義の機能不全、帝国主義と人種主

義、反ユダヤ主義、民族問題や難民問題、国

外追放と収容所による「民族浄化」の政治、

イデオロギーへの盲従、これらは今世紀の問

題でもあり続けている＝全体主義は過去の出

来事ではない」と。この点に関連して、事前

に質問を寄せていただいたある方が同じこと

を書かれていましたので、その方の文章を使

わせていただきます。「現在日本では日々、

全体主義の風潮が強まり、異論を認めたがら

ない傾向になることを強く懸念しています。

大手メディアも、権力の監視、批判という役

割を放棄し、安倍政権に不都合な報道を自主

規制するなど、戦前の日本への回帰が進みつ

つあると感じられることに対し、三浦先生は

どのようにお考えになりますか」という問い

です。私も冒頭に申し上げましたように、今

の時代は、「暗い時代」「危うい時代」に再び

入り込みつつあるのではないか、と感じてい

ます。たとえばイギリスのEU離脱などがそ
の一例です。また、他の方の質問では、「ハ

ンナ・アーレント流に解釈すると、アメリカ

のトランプ氏はどのような存在か」というも

のもありました。なかなか簡単にはお答えで

きませんが、あのような人物が大統領候補と

なることも、「どうしたものか」と思ってお

られる方もおいでだと思いますし、今年7月
には、障害者施設の元職員が「安楽死」とい

う言葉のもと、重度の障害を持つ方々を殺め

るという事件がありました。また、今も日々

ニュースで伝えられていますが、神奈川県の

病院で高齢者の方々に薬物投与をして殺める

という事件が起きました。「全体主義」とは

少々異なりますが、政治などに関わらず、障

害者や高齢者が関わる場面でも、危険な、危

うい事が起きていると感じますし、皆さんの

中でもそのような思いを抱いておられる方が

多いのではないかと思います。

　（スライド5）アーレントの話に戻ります
と、彼女は1951年に『全体主義の起源』と
いう分厚い本を出版し、その名が知られるよ

うになります。これは、「全体主義」を「西

欧近代が潜在的に抱えてきた矛盾の現われ」

として理解することを試みる著作です。思

（4）



Journal of Sugiyama Human Research 2016 099

第3回　人間講座報告

想・哲学書であると同時に、歴史的研究の書

でもあると仲正昌樹さんは定義されていま

す。ここでこの後の話の展開を見据えてご紹

介しておきたいのは、彼女の生涯の前半にお

ける「全体主義」の理解です。彼女は『思索

日記』と呼ばれるメモ帳に日々の考えなどを

書き留めていたのですが、そこに1951年4
月に「政治の限界現象である全体主義（根源

的な悪）」と書き記しています。彼女は全体

主義をとんでもない悪と理解しなければ、頭

の中で消化できなかったのでしょう。ところ

がこの理解が10年後にアドルフ・アイヒマ
ンという人物の裁判を傍聴することで大きく

変化します。アイヒマン裁判の傍聴を機縁と

するこの全体主義理解の変化は、彼女の人生

を振り返るうえで欠かせないエピソードでも

あるため、映画でもそこに焦点が当てられて

いました。彼女の「全体主義理解」がどのよ

うに変化せざるをえなかったかという点につ

いてはこの後お話ししますが、まずは若き日

の彼女が、全体主義を根源的な悪として捉え

ていたということを知っておいてください。

　それではここからは、「人間」観に着目し

つつ、哲学者を紹介しながらお話ししたいと

思います。アーレントは果たして哲学者なの

かというと、彼女自身は実は「哲学者」と呼

ばれることを頑なに拒んだ人です。（スライ

ド6）ギュンター・ガウスという人との有名
な対話の中で、「私は哲学者集団には属して

おりません。あえて申し上げるならば、私の

職業は政治理論です。私は自分を哲学者のよ

うに感じておりません。私は哲学とはきっぱ

り決別したと考えています」と述べていま

す。また、最晩年の著作でも、「私は「哲学者」

だと言う気はないし、また、「哲学者であり

たい」というわけでもない」と書いています。

（7）

　とはいえ彼女は、学生時代に哲学を学んだ

（5） （6）
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人間です。しかも、20世紀最大の哲学者と
も言われるマルティン・ハイデガーのもとで

学び、しかも恋愛関係にもあったというほど

です。西洋哲学2500年の歴史の中でもおそ
らく5本の指に入り、20世紀だと最大の哲学
者の一人とされる、そのハイデガーが『存在

と時間』という著書を執筆している期間に

アーレントは彼の授業に出ていたのです。『存

在と時間』は、ある意味若き日のアーレント

がいなかったら書かれえなかった著作かもし

れませんし、アーレントも、ハイデガーとの

出会いがなければこのような形で私が紹介す

る人物になっていなかった可能性がありま

す。そのハイデガーに対して、彼女は戦後間

もない時期にやや手厳しい論評を寄せていま

す。（スライド7）それは、「自己の最も本質
的な特性は、その絶対的な自己中心性、それ

がすべての仲間から根底的に分離しているこ

とである。この本質的な特性を規定するため

にハイデガーが導入したのが、実存論的なも

のとしての死への先駆けだった。というの

も、死のうちでこそ、人間は絶対的な個体化

の原理を自覚するからである。ひとり死のみ

が、人間をその仲間たる人びと―「世人」と

して彼が自己であることをたえず妨げる者た

ち―との結びつきから引き離す」というもの

です。彼女は、ハイデガーの哲学をこのよう

に捉えていました。ハイデガーは、『存在と

時間』において死の分析を行いました。非常

に難解な分析だと思いますが、日本では戦地

に赴く人々がこの哲学書を携えて行った、つ

まり自分の死を覚悟したとき、これがバイブ

ルとなった、それほど当時の若い人々および

世界の哲学者に大きな影響を与えたのです。

ハイデガーは、「死ぬときは必ずひとりだ」

と言います。死は必ず一人ひとりに訪れます

が、その死を我が事として実感できるのはこ

の私のみであり、そのいつか必ず訪れる死に

いわば先駆けることによって自分の人生を取

り戻す、死を自覚することで本来の自分を取

り戻すというのが『存在と時間』におけるハ

イデガーの考えの一つです。死を意識するこ

とにより、非本来的な日々の生活から本来の

自分を取り戻すというのが、ハイデガーの

「死」に対する理解なのです。それはアーレ

ントからすると、他の人々と自分とを分離さ

せる、他者との結びつきから自己を引き離す

ことにほかなりません。ハイデガーの考える

「人間」とは、まさに「個体」としての人間

なのです。

（8）

　ここで、アーレントとは別の二人の哲学者

の言葉を紹介させていただきます。（スライ

ド8）昨年日本にも来日したリチャード・バー
ンスタインというアメリカの哲学者ですが、

彼は、「主としてハイデガーが語っているの

は単数である人間manについてであって、
その複数形における人びとmenや人間存在
たちhuman beings、それは似ていると同時
に他者性において他の人間と異なっており、
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言論や行為によって自分たちの唯一性を明ら

かにする人間たちではない」と語っていま

す。あるいは、ハイデガーと同じ1889年生
まれの日本人の哲学者である和辻哲郎は、『人

間の学としての倫理学』において、「孤立せ

る人などというものはどこにもない。人は常

に社会的関係において有るのである。だから

人の本質は社会的関係の総体にほかならな

い」と述べています。和辻にとって「人」と

は、個人ではなく、人と人との間、まさに「人

間」という言葉で表せるように、私たちは一

人として存在するのではなく、複数で存在す

るのだということです。したがって彼は『倫

理学』という大部の本を書きましたし、東京

大学の倫理学講座で長年に渡り教鞭を取って

いました。和辻からすると、彼の先輩格に当

たる西田幾多郎は、自己を追究し続けた人物

で、「我と汝」という論文を書いてはいます

が、ハイデガーと同じ孤独な人間観をもった

哲学者と映っていたのかもしれません。

　たとえば「絶対矛盾的自己同一」が西田の

たどり着いた境地ですが、これは初期の「純

粋経験」をひたすら掘り下げていった果てに

掴まれたものです。一方の和辻は、人間は横

の関係も大切ではないのかと独自の倫理学を

打ち立てました。このように、バーンスタイ

ンは「ハイデガーの人間は複数形ではない」

とし、和辻は「人間とは複数の存在である」

と強調しました。

　アーレントが「私は哲学者ではない」と言っ

たのは、ハイデガー個人に対する論評だけで

はなく、西洋哲学全体に対する想いがその理

由としてありました。プラトンはとても有名

な人物ですが、今から2500年ほど前の哲学
者です。余談ですが、「プラトン」は実は本

名ではありません。本名はアリストクレスと

言います。「プラトン」はあだ名なのです。

彼はレスリングをしていて、その先生が「プ

ラトン」というあだ名を付け、それが広がっ

たのだそうです。「プラトン」とは「広い」

という意味ですが、彼は肩幅がかなり広く、

額も広かったといいます。知識が広いなどの

意味もあったかと思いますが、そのような経

緯で「プラトン」と名付けられました。よく

授業でプラトンの話をする際、「プラトン」

という名は、ドラえもんでいう「ジャイアン」

のようなものだという話をします。「ジャイ

アン」も本名は「剛田武」であるにもかかわ

らず、ジャイ子の兄（あん）ちゃんという意

味で「ジャイアン」と呼ばれていますね。そ

のように伝えると学生は笑ってくれます

（笑）。

　（スライド9）プラトンの話に戻ります。
アーレントが『過去と未来の間』という論文

集の中でこのように述べています。「政治哲

学の伝統は、哲学者がいったんは政治に背を

向けながらも、自らの尺度を人間事象に押し

つけようと政治に立ち戻ったときに始まっ

た。その終焉は、哲学者が政治のうちに哲学

（9）
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を「実現」しようと哲学に背を向けたときに

到来した」と。西洋哲学の伝統は、哲学者プ

ラトンが政治に絶望してそれに背を向けて自

分のイデア論を押し付けようと政治に立ち

戻った時に始まりました。そして、その終焉

をもたらしたのは哲学者カール・マルクスで

す。マルクスは政治のうちに哲学を実現しよ

うと哲学に背を向けた人物だとアーレントは

言います。マルクスは共産主義を唱道し、『資

本論』を書いた革命家ですね。アーレントに

とっての西洋哲学、あるいは政治哲学は、プ

ラトンに始まりマルクスに終わります。この

二人は、一方は政治に背を向け、他方は哲学

に背を向けるという姿勢を取り、そのような

ただ中で構築されたのが政治哲学でした。（ス

ライド10）このような西洋哲学の伝統の中
に、自分を加えて欲しくないという想いが、

彼女の心のうちにあったのではないかと思い

ます。

（10）

　同じ『過去と未来の間』に、アーレントは

次のような言葉も書いています。「プラトン

の真理は孤独の中で発見され、現実化される

ものであり、明らかに多数者の領域つまり人

間事象の世界を超越している」と。実際にプ

ラトンはこの現実世界は肉体を持っているか

ら不完全であり、イデア界こそが本来である

と考えました。私たちは元々イデア界に存在

していたのに、この人間世界に落ちてきたと

いうことです。イデアとはどのようなもの

か、プラトンの考えは、例えば不完全な三角

形を描いた場合でも、それが三角形であると

すぐに認識できるのは、私たちが三角形のイ

デアを持っており、それを想起するからだと

いうものです。プラトンの真理はある意味こ

の世界を超越しており、アーレントはその考

えは、孤独の中で発見され現実化されるもの

だと理解していたのです。

（11）

　プラトンとマルクスに対しては、カール・

ポパーという人物がまた別の形で批判してい

ます。（スライド11）これは川崎修さんの著
書の中の文章ですが、「興味深いのは、こう

した全体主義批判の文脈で、プラトンとマル

クスの批判に向かったのは、一人アレントだ

けではなかったことである。有名な例はカー

ル・ポパーの『開かれた社会とその敵たち』

だが、彼もまた、この二人に政治に対する技

術主義的アプローチ、「ユートピア的社会工

学」を見いだし、それに批判を加えている」
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る」。ジェンダーの理解が進んでいる現代で

は、Manではなくmenであると言っている
けれど、この部分はwomenでなくてはなら
ないのではないかというご指摘もあるかもし

れません。しかしそれは彼女の時代の限界

だったのかもしれませんね。現代であれば、

「人々」をmenと記述することに対して異議
を指摘することができる、女性が省かれてい

ることに疑問を抱くことができる時代になり

ました。

　続きです。「複数性pluralityがこの世の掟
the law of the earthなのだ」、「複数性はこの
世における人間生活の基本的で実存的な条件

の一つである」あるいは、『人間の条件』の

中ではつぎのように述べられています。「活

動actionとは、直接人びとのあいだで行われ
る唯一の営みであり、複数性という人間の条

件、すなわち地球上に生き、世界に住んでい

るのが〈人間というもの〉ではなく、複数の

人びとであるという事実に対応している」

と。これは当たり前のことを言っているだけ

ですが、とはいえ私たちはこの世界に複数の

人間が住んでいることを時として忘れてしま

うことがあるのではないでしょうか。例えば

「現代の若者は」と若者を一括りにしてし

まったり、「人間講座の受講者」と皆さんを

一括りにすることです。しかし、当然皆さん

は一人ひとり異なっています。私が、「今日

の講座内容が皆さんにきちんと伝わったか

な」と思ったとき、皆さんを「受講者」とし

て単数形で捉えてしまいがちです。「男」「女」

「最近の高齢者」といったふうに単数形で、

把握することが私たちには多いかと思いま

す。しかし、人は一人ひとり違う、そのこと

をアーレントは大切にしました。それはハイ

と書かれています。つまり、理論や概念を用

いて社会を良い方向へ導こうという考えで

す。マルクスの場合は、自分の中にある理念

があり、その理念のもとで社会を変えたい、

資本家によって労働者が搾取されているか

ら、その資本制を分析したうえで、共産社会

を実現しなくてはならない、という具合で

す。一方のプラトンは、衆愚政治に陥ってい

た当時のアテネで、哲学者こそが政治の担い

手にならなくてはいけないと「哲人政治」を

唱えました。しかし、プラトン、マルクス双

方の理想国家はすぐに潰えています。そのた

めポパーは両者の思想を「ユートピア的社会

工学」と批判するのです。

（12）

　さてここまでが、アーレントのキー概念を

理解するための前段階のような話でした。こ

こから、アーレントの「人間」についての理

解、および彼女の思想を理解するうえで重要

な概念について紹介していきたいと思います。

　（スライド12）彼女は晩年の著作である『精
神の生活』の中でこのように述べています。

彼女の人間理解がよく表れている部分だと思

います。「人間というものManではなく、人
びとmenがこの惑星には住んでいるのであ
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デガー哲学に対する反省でもあります。

　先ほど、彼女の「活動action」の定義を読
みましたが、アーレントの著名な研究者で、

『精神の生活』も訳されている佐藤和夫さん

が「世界疎外と精神の生きる場―活動とは何

か」という論文を書かれています。それは「活

動とは具体的にはどういう営みなのか」を問

うものです。（スライド13）
　「アーレント思想の積極的な意味でもっと

も中心的な概念は「活動」である」が、この

概念は「政治的活動としてイメージされてい

ても、必ずしも日常の具体的な生活に結びつ

く営みとしては十分にイメージされていな

かった」。というのも、「これまで大半の関心

は、労働と仕事に対して向けられてきた」の

であって、「活動とはどういうことなのかを

示す研究は、極めて少なく」、「少なくとも、

21世紀の今日において活動とはどういうこ
となのかを示す研究は、ほとんど見られな

い」からである。すなわち、「ごく日常の人々

の生活の中で、活動が実際に何を意味するか

はあまりイメージできていない」というので

す。私も大学院生のときにアーレントの文章

を読んで、「活動は大切である」という彼女

の考えはわかりましたが、その具体的な像が

なかなか思い浮かびませんでした。もう一度

アーレントの「活動」の概念に戻ってみます

と、「活動」は、直接人々のあいだで行われ

る唯一の営みであると『人間の条件』におい

て言われていました。この説明で、皆さんは

「活動」の具体的なイメージが思い浮かぶで

しょうか。少し考えてみてください。ひとつ、

「ボランティア活動」を思い浮かべることが

できるのではないかと思います。ボランティ

アが阪神淡路大震災以降この国に定着し、東

日本大震災や熊本の地震の際もボランティア

に行かれた方が大勢いらっしゃいました。ボ

ランティアは、直接人々のあいだで行われ、

複数性という人間の条件に確かに対応してい

るのではないかと思います。では、ボランティ

ア以外に何かないのか、アーレントのaction
の具体例は他にないのかと考えたとき、私が

出会ったのが「哲学カフェ」でした。

（14）

　私は2001年の大学院生のときから哲学カ
フェを行っていますが、あるときふと「哲学

カフェ」はアーレントのactionの具体例とし
て捉えることができるのではないかという感

触を持ちました。そしてその感触を確かめる

（13）
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ために、現在まで十数年に渡ってこの活動を

続けています。

　（スライド14）アーレントは、『人間の条件』
の中でこのような言葉を書いています。「人

間としての人間が姿を現わす、自治的な公的

領域」。また、『政治の約束』の中では、「あ

らゆる人間が現れることができ、自分自身が

誰であるかを示すことができる公的領域」と

記されています。

（15）

　哲学カフェについてご存知でない方も多い

かと思いますが、2014年に福岡大学附属図
書館の多目的ホールで、福岡大学の学生さん

達とシネマ哲学カフェというイベントを行っ

たときの模様がこの写真です。（スライド

15）「ハンナ・アーレント」の映画を見た後、
みんなで感想を言い合うというものです。そ

こでは、学生たちは「自分の意見」を言いま

す。彼、彼女達は「福岡大学の学生」とまと

めることのできる学生達ですが、個々人が発

言することによってその人自身の在りよう、

正体に参加者は触れることが出来ます。私だ

と、「椙山女学園大学の教員」という属性を

持っていますが、哲学カフェで自分の意見を

発言すると、属性とは異なる「自分がどんな

人物であるか」の片鱗が現れます。私たちは

日常生活において、往々にして人をwhat（そ
の人が何者であるか）として見るのですが、

哲学カフェではその人のwho（その人が誰で
あるかという意味での、その人らしさ）に触

れることができる。そのようにして、私は「哲

学カフェ」と「アーレントの公共空間」を結

びつけました。哲学カフェは、1992年にパ
リのCafé des Pharesで自然発生的に始まっ
た「街頭での哲学の実践」で、世界的にもま

だ二十数年しか経過していません。私がこの

取り組みを始めたときは、同じ哲学研究者に

「一般の人と話しても、哲学的に深い話はで

きないのではないか」と鼻で笑われたりもし

ました。しかし私はなにも哲学的に優れた知

見を人々に問うたり、共有することを求めて

いたわけではありません。

　「哲学カフェ」として、アーレントの言う「公

共性」や「活動」を実現する、つまりアーレ

ントの述べたことをこの社会で実現させるた

めに取り組もうと考えたのです。あれから

15年が経ち、いまでは全国各地で200、300
もの哲学カフェが開かれていると聞いたこと

があります。私も名古屋に来てから毎月哲学

カフェを開いております。10月15日の土曜
日も伏見のカフェで行いますが、もし皆さん

の中で興味をお持ちの方がおられましたら

「カフェフィロ」で検索していただけますと

ホームページが出てきます。皆さんの中でも

すでに参加してくださっている方もおられま

す。私以外でも名古屋駅や池下で哲学カフェ

を開いている方がいます。今日は私が一方的

に話すかたちになっていますが、哲学カフェ

では進行役は居ても、参加者全員で言葉を動

かそうとします。進行役は対話を自分の思い
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通りにコントロールすることができません。

私もよく、対話が次から次へと転がり、まっ

たくコントロールできないという良い経験を

します。そのような時ほど、参加者の皆さん

は生き生きと発言なさるんですよ（笑）。最

近では大学で「アクティブ・ラーニング」と

いう授業形態が促されています。これも、アー

レントのいう「action」の一つの派生形と考
えられますし、アーレントの「action」的な
学びが、現在声高に叫ばれているということ

も面白いと思います。教師が一方的に話すの

ではなく、学生同士が主体的に学ぶことが「ア

クティブ・ラーニング」のねらいですが、本

学でも図書館がアクティブ・ラーニング仕様

になり、時々新聞記事等をコピーしに行く

と、学生同士が話し合いながら自分たちで学

びあっている姿を見かけます。教師がいなく

ても、学生達が自ら生き生きと学ぶ、そのよ

うな学びの場を大学内に設けていかなくては

いけないというのがここ10年ほどの日本の
大学の動きです。

（16）

　哲学カフェ以外にも、たとえばイギリス発

祥の「サイエンスカフェ」があります。日本

では、厚生労働省が補助金を出して設置を促

している「認知症カフェ」もあります。これ

も認知症患者や介護者らが家のなかに閉じこ

もるのではなく、「カフェ」的な雰囲気の場で

お互いが語り合う場です。認知症の方には「話

す」ことが良い刺激となり、介護者にとって

も「話す」ことで情報を共有したり自分の悩

みを話したり、他者の意見を聞くことで日々

の自分自身から一時的にであれ離れることが

できる場となっています。認知症カフェはオ

ランダ発祥ですが、このように「カフェ」と

名の付く場が、現在活況を呈している気がし

ます。「カフェ」という場で人々が対話をする、

そのような営みが流行っているのかなと思い

ます。「意見を言う」ことにはどのような意味

があるのか、アーレントはこのように述べて

います。（スライド16）「「意見」とは、世界
がみずからにどのように現われ、どのように

開示されているのか（「私にはこのように見え

る」を意味するdokei moiから、doxaすなわ
ち「意見」が派生する）を言い表わすもので

ある。ギリシア人は、意見を交換することに

よって、理解すること、それは一人ひとりの

個人を理解しあうことではない、つまり同一

の世界を互いの立場から眺めること、同一の

事柄をまったく違った、しかもしばしば対立

する側面から見ることを学んでいった」。

　哲学カフェだと、あるテーマをめぐって意

見を交換しあいます。先日も9月上旬に、栄
の丸善という書店で哲学カフェを行いまし

た。それは知り合いがシリーズの本を三冊出

版したのでその販促も兼ねて行いました。そ

の時のテーマは、「家族とはなにか」でした。

「家族」について2時間にわたって20名弱で
対話をしました。いろいろな側面から家族に

ついて見ることができました。自分の家族理
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解と全く別の意見を持つ人、このような家族

観もあるのかと気づかされたりもしました

が、しばしば対立する複数の側面から意見を

出すことの大切さを体験することができまし

た。

　ここまでが、アーレントの人間理解、およ

び彼女の政治理論にとっての中枢概念である

「action」を「哲学カフェ」という営みと繋
げてお話ししました。もう少しお付き合いく

ださい。初めのほうで伏線を張っておいた、

全体主義に対する彼女の理解がどのように変

わったかという点に移りたいと思います。

（17）

　（スライド17）1961年、アーレントはイェ
ルサレムにおいてアドルフ・アイヒマンとい

う元ナチス親衛隊中佐の裁判を傍聴します。

これは、「ザ・ニューヨーカー」という雑誌に、

連載中から激しい誹謗中傷を巻き起こした傍

聴記を書くためでした。そしてこれは、裁判

の傍聴記録という形を取りながら、全体主義

体制の下での道徳的「人格」の解体について

論じた本となりました。その本の中でアーレ

ントは、アイヒマンを「悪の権化」、つまり

とてつもない悪人ではなく、陳腐で凡庸な人

物として捉えました。アイヒマンの問題とい

うのは、葛藤を覚えることなく、陳腐なまで

に凡庸に任務を遂行し続けることができたこ

とだ、と述べたのです。つまり、彼は自分の

頭で善悪の判断をすることがない、無思想的

な人格だったことが問題だったのだと言いま

した。アーレントの映画の中で、アイヒマン

の実際の裁判での尋問の様子が映し出されて

います。ユダヤ人の大量虐殺における移送係

の責任者であったアイヒマンですが、アルゼ

ンチンで捕まり裁判にかけられました。ヒト

ラーは死刑になり、まだ生き残っていたユダ

ヤ人大虐殺の実行者の一人、それがアイヒマ

ンだったのです。世界が固唾を飲み、イェル

サレムのアイヒマン裁判を見ている中で、自

身もユダヤ人であったアーレントは自ら買っ

て出て裁判を傍聴しました。その時彼女が目

にしたアイヒマンは、「普通の人間」でした。

ただ上から命令されたからやっただけと話

し、偏った思想を述べることはありませんで

した。彼女にとっては、アイヒマンがとてつ

もない悪人であったほうがむしろすんなりと

理解できたのだと思います。「こんな人物で

あったからこんなことをしでかしたのだ」と

思えるからです。しかしそうではなかったた

（18）
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め、彼女はこんな人物が大量虐殺の実行者

だったのかと困惑せざるをえませんでした。

　そこで彼女は全体主義に対する理解を変え

ます。全体主義は根源的な悪ではなく、むし

ろ凡庸な悪なのだと解釈し直しました。悪の

凡庸さ、というのが新たな彼女の全体主義理

解のテーゼになります。これは翻訳で読みに

くい文章かと思いますが一部紹介します（ス

ライド18）。「彼は愚かではなかった。完全
な思考のなさ thoughtlessness、それは愚か
さと決して同一ではない、これこそが彼をあ

の時代の最大の犯罪者の一人にさせたのだ。

このことが「凡庸banal」であり、それのみ
か滑稽であるとしても、またいかに努力した

ところでアイヒマンから悪魔的な底の知れな

さを引き出すことが不可能だとしても、これ

は決してありふれたことではない」。

　やや難しい文章ですが、何も考えないこと

がとてつもない悪を行う可能性があるという

ことです。これは一般の人々を逆なでする見

解でもありました。私たち全員がアイヒマン

になりうるという意味にもとれるからです。

私たちにも無思考でいるとき、上の命令にた

だ従って、果たしてこれが正しいのかとの判

断を保留して行動することがありませんか？

　自分で考えず、上から命令された通りのこ

とをする、これはとてつもない悪を生む可能

性があります。例えば最近では東京都知事が

新しくなりましたが、前の都知事は政治資金

を家族旅行などに使っていたということで、

彼は判断、あるいは思考を行わなかったので

はないかと思います。私たちの中にも、アイ

ヒマンほどではなくても、悪に流されてしま

うことがあるのではないかとアーレントは

言っているのだと思います。

　ここで、アーレントと同じ思いを抱えた日

本人の作家を紹介したいと思います。村上春

樹さんです。（スライド19・20）実はノーベ
ル文学賞の発表が当初は本日の夜だったと思

いますが、一週間延びてしまいました。ここ

で村上さんのお話をし、彼がノーベル文学賞

を受賞したら、これほどタイムリーなことは

ないと思って用意したのですが、残念です

（笑）。

　1995年は地下鉄サリン事件のあった年で
すが、同年に阪神淡路大震災もありました。

村上さんは日本での生活に息苦しさを覚え、

海外に移住したのですが、当時はアメリカで

長いこと生活していました。そんな折に、彼

の故郷神戸が天災に見舞われ、それをきっか

けに日本に戻り、チャリティーの朗読会を行

うなどして日本人としての自覚を強めていき

ます。それが1995年です。ちなみに私はこ
の年、大学の哲学科に入学しました。阪神淡

路大震災の被災地にも近い大学でした。その

年の夏休みに、村上さんの最新作『ねじまき

鳥クロニクル』を読み、彼の文学に親しむよ

うになりました。ですから私はアーレントよ

りも村上さんの方が付き合いが長いのです

（19）
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が、その村上さんは、サリン事件の実行犯の

一人である林泰男の裁判をずっと傍聴し続け

ました。そして、彼はあるロングインタビュー

の中でこのように述べています。「たぶんア

イヒマンという人間自体は悪でも善でもない

のでしょう。ただ非常に有能な官僚で、上か

ら与えられた課題を非常に効率よく、手際よ

く処理解決していった。彼には命令の内容が

善であるか悪であるかということを判断する

基準もないし、つもりもありません。そうい

う思考の閉鎖性というのは考えてみたら非常

に怖いことです」。

（20）

（21）

　もう少し彼の言葉を続けます。『1Q84』と

いう小説の中で、ある登場人物に同じような

ことを言わせています。（スライド21）「善
とか悪とかいうのは絶対的な観念ではなく

て、相対的な観念であって、場合によっては

がらりと入れかわることもある」。

　例を挙げますと、戦争中は人を殺すことは

良いこととされ、戦争が終われば殺人となり

ました。日本では、戦前、戦中は「鬼畜米英」

でした。敗戦後、アメリカは同盟国となりま

した。価値観が1945年前後でがらりと変化
したのです。戦前教えられたことが戦後全く

180度変わってしまうという価値観の変動
を、この時代を生きた人々は身をもって経験

したのだと思います。最近亡くなられた鶴見

俊輔さんも同様の経験をし、だからこの国の

「民主主義」は信用できない、とおっしゃっ

ていました。このように、善と悪とが絶対的

なものではなく、相対的で入れ替わるものだ

とすると、私たちはどう対処するべきでしょ

うか。そのためには、個々の人間が何が善で

何が悪なのか、一人ひとりが考えるしかない

と思います。もちろんこれはかなり苦労する

ことです。また、私たちはシステムの中で生

きていますが、そのシステムは私たちが個々

に判断することをほとんどの場合認めませ

ん。このことを村上さんは「クローズド・サー

キット」と呼んでいます。私たちが個々に判

断しても、「慣習だから」などという理由か

ら、その判断を止めてしまうのが「システム」

であると村上さんは述べています。

　「悪の陳腐さ」というのはとても有名なフ

レーズです。しかし、この言葉自体が陳腐化

してしまうという皮肉な事態にも気をつけな

ければいけません。石田雅樹さんという政治

学者は、映画「ハンナ・アーレント」を鑑賞
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した後、次のような文章を書かれています。

（スライド22）「それでも危惧すべきなのは、
この映画で取り上げられたアーレントの「悪

の陳腐さ」が、メディアで消費され使い古さ

れ「陳腐化」していくことである」、「この「悪

の陳腐さ」や「無思考性」という言葉自体を

疑いながら再考し続ける必要がある」と。

　アーレントが「人間性という言葉を単なる

フレーズあるいは幻にさせないためには」と

言っていたことと、関係するのではないかと

思います。言葉があまりに安易に流通しすぎ

ることによって、その言葉自体が価値を落と

してしまうという皮肉な事態です。この点に

も気をつけておく必要があるでしょう。

（23）

　（スライド23）最後にお知らせをさせてく
ださい。今回はアーレントの思考をもとに、

ありうべき「人間性」の一端について提示し

てみようと試みました。今回私が「暗い時代

の人間性について」というタイトルにしたの

は、実は12月に控える大きなイベントの前
座のような意味合いを込めていたからです。

来る12月10日（土）には、椙山女学園111
周年記念「ヒト・ひと・人」第35回椙山フォー
ラム「人間性の起源とゆくえ：霊長類学と臨

床哲学の対話」が開かれます。そちらにもぜ

ひご参加くださり、「人間になろう」という

学園の教育理念について改めて考えるきっか

けにしていただければと思います。ちょうど

良い時間かと思います。皆さん、ご清聴あり

がとうございました。

（22）
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 杉藤重信研究員：それでは定刻になりました
ので、人間講座を始めさせていただきます。

講座に先立ちまして、理事長の森棟よりご挨

拶申し上げます。 
 森棟公夫理事長：皆さんこんばんは。本日は
人間講座にお越しくださり誠にありがとうご

ざいます。椙山女学園は、1905年に名古屋
裁縫女学校として設立されました。以来、

111年目になりますが、ちょうど100周年の
折に本学園の教育理念「人間になろう」を追

求すべく、人間学研究センターを設置いたし

ました。それ以来、年3、4回で講座を開き、
皆さんにお越しいただいている次第でござい

ます。今年度は今回が4回目、最終の講座と
なりますが、人間学研究センターのセンター

長である椙山正弘先生に、「人は教育によっ

て人間になる」というテーマでご講演いただ

きます。講座自体のご紹介は杉藤先生にお願

いし、私のご挨拶は以上をもちまして終らせ

ていただきます。本日は、ご参加いただき誠

にありがとうございました。 
 杉藤研究員：改めてご紹介をするのは誠に僭
越ですが、椙山先生は、本学の教授、学長、

理事長、学園長を経て、椙山人間学研究セン

ター長をされています。人間論シリーズの7
回目となります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

椙山正弘センター長：こんばんは。本日は私

のお話のために大勢の方にお集まりいただ

き、誠に恐縮いたします。大変光栄で、深く

感謝致します。 
 　本日私は、人間論シリーズ第7回「人は教
育によって人間になる」と題して講演させて

いただきます。私がこれからお話する事は、

ほとんどの方がご承知のことばかりかと思い

ます。ただ、「人は教育によって人間になる」

ということを、このように理解したらいいの

ではないかというお話をしたいと思います。 
 　それでは、始めさせていただきます。レジュ
メに書いてありますので、お聞き苦しい点が

あればそちらをご覧ください。今回は第7回
目の人間論シリーズですが、シリーズの第1
回は、「人間は言語によってのみ人間である」

と題して講演が行われました。スキーマとい

う心理で環境を理解するという講演でした。

第2回は、「人間は道具によってのみ人間で

人は教育によって人間になる
 Nurturing Humanity through Education 

 椙山女学園学園長・椙山人間学研究センター長 
椙山　正弘
Masahiro Sugiyama

人間論シリーズ7
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ミール』「わたしたちは弱い者として生まれ

る。わたしたちには力が必要だ。わたしたち

には助けが必要だ。」（ルソー）『エミール』

ということで、「教育によって人間になる」

ということについて昔から伝えられているこ

とを挙げました。

（スライド1）この写真の人物は、ケニア初

www.sankei.com/rio2016/1608060034-nl.html
五輪栄誉賞のケイノ氏「未来を通して人類を
育てる」より

（1）

の金メダリストの、キプチョゲ・ケイノ氏で

す。孤児支援と青少年教育に尽力し、ケニア

オリンピック組織委員会会長を経て、去年の

リオオリンピックの開会式で初のオリンピッ

ク名誉賞を受賞されました。受賞された記念

に挨拶をされましたが、その挨拶が大変好評

を博しています。「教育は若者の力を支える

だけでなく、より良い市民になり、前向きな

変革を起こし、より良い人間になり、より良

い世界を作ります。私は何も持たずに生ま

れ、何も持たずにいなくなります。教育によっ

て教育を通じて、未来の人類を育てていくの

です。」ということで、教育によって人間が

つくられるということを言っています。 

ある」と題して講演が行われ、人類の特徴と

して直立二本足歩行、道具の製作、火の利用、

言葉の使用など、長い時間かかって私たちは

道具を通して人間になってきたという内容で

した。 
 　3回目は、「人間は社会的動物である」です。
東日本大震災を通して見えた社会の本質を、

秩序、協力、共感という3つの局面から捉え
て社会を良くするための信頼関係、相助関係

が重要であるとのお話がありました。4回目
は今年度になってからですが、後藤先生がお

話されました。「やっかいな2歳児」と題して、
「自分でやる」「いや」「もっと」など自己主

張する、その発達についていろいろなお話を

されました。第5回は、「環境と人間」とい
うことで、ゴリラについて、野生のゴリラと

地域住民が共存、共生が極めて難しい現状の

中、地域住民をゴリラの語り部とする活動を

通じて人と自然とが共に生きていく道筋にな

るのではないかというお話でした。6回目は
「哲学と人間」ということで、ハンナ・アー

レントという女性の哲学者が、エルサレムの

アイヒマン裁判の傍聴記録という形をとりな

がら、アイヒマンを悪の権現としてではな

く、陳腐な存在として捉えたという内容でし

た。

　今日は7回目で、「人は教育によって人間
になる」という内容です。まずは、いろいろ

な人々の言葉を借りました。 
 　「人間は一本の葦に過ぎない。自然のうち
で最も弱いものである。だがそれは考える葦

である」（パスカル）「人間とは教育されなけ

ればいけない唯一の被造物である」（カント）

『教育学』「植物は栽培によってつくられ、人

間は教育によってつくられる」（ルソー）『エ



第4回　人間講座報告

Journal of Sugiyama Human Research 2016 113

 　今回、私は、次の三つに分けてお話したい
と思います。ひとつは人の個体、つまり赤ちゃ

んから教育によって大人の人間になってい

く、個体の人間形成です。二番目は、人を人

類という大きな枠から眺め、教育によって人

間になってきているというお話をしたいと思

います。そして三番目に、個体の教育と人類

の教育を合わせ、人格完成の話をし、最後の

まとめを行いたいと思います。 
 　まず初めに、人は教育によって人間になる
ということを、生まれる前の母親のお腹に9
か月いる過程で人類の進化の過程をたどると

いう話です。（スライド2）まず、母親の胎

（2）

内で脳は早いスピードで進化していきます。

人類の進化をもう一度たどるというように、

脳は初め魚のような形をしていて、それから

神経細胞が発達し、神経板という組織を作り

ます。第11週ほどで脳の大きさも機能も発
達します。心臓や内臓の発達を可能にするた

めに、神経細胞とそのネットワークが必要に

なるのです。赤ちゃんが生まれる頃になりま

すと、脳が人の脳らしくなり、機能もついて

きまして、脳の構造もほぼ完成します。しか

し、脳の働きをスムーズにするには、神経細

胞とネットワークが作られた後、急速に発達

する必要があります。赤ちゃんの脳は急速に

拡大し、7歳頃になると脳の大きさは、大人
と変わりがなくなり、その年齢に見合った形

になります。 
 　赤ちゃんは生まれると泣きます。少し泣か
せてみたいと思います。（スライド3）生ま

（3）

れてすぐは泣きますが、笑うことはありませ

ん。いきなり生まれたばかりの赤ちゃんが笑

うと、少し気持ち悪いと感じるかと思いま

す。しかし、泣くこと、笑うことは大変重要

な違いがあります。泣くことは赤ちゃんが生

まれつき先天的に持っている能力で、唯一の

表現手段だからです。まず、泣くことについ

て、お話します。 
 　「夜泣き」ですが、母親の胎内にいるとき
は夜昼の区別がありません。生まれてきた外

界にすぐには対応していないからです。これ

は、母親のお腹の中にいる赤ちゃんの想像図

になります。これは実はNHKスペシャルと
いう番組で使われた映像です。余談になりま

すが、これをここで使用するのは随分と手間
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がかかりました。著作権の問題を潜り抜け、

「提供：NHK」と書かなくてはいけないとい
われました。また、この講演が終わったら、

映像を直ちに消してくださいと言われ、事後

の報告書も出してくださいと言われるほど、

難しいことでした。費用も随分とかかりました。 
 　そして、赤ちゃんはお母さんのお腹にいる
時、ビデオで見たように真っ暗の中にいて、

昼と夜の区別がありません。そのため、生ま

れ落ちてからもすぐには睡眠のリズムが整っ

ていません。生まれた後、それがしばらく続

いてしまうのが夜泣きの原因ですが、実は「夜

泣き」は、生後6か月ころから始まり、1、2
歳まで続くという場合もあります。 
 　生まれたばかりの赤ちゃんは、脳の重さが
大人の3分の1ほどしかありません。これほ
ど脳が未熟な状態で生まれてくるのは人間だ

けです。理由は後ほどお話しします。しかし

生まれてくると脳は急速に成長します。 
 　脳の大きさは、生まれたては約400g前後
です。6か月になると、おおよそ2倍の800g
前後になります。そして、3歳になり、
1100g、5歳になると、1300～1400gになり
ます。3歳頃になると、前にも述べたように
ほぼ大人の水準と同じになり、その後の成長

は横ばいになります。赤ちゃんは、身体に対

して頭が大きく、大人になると徐々に頭の比

率が少なくなり7頭身、8頭身になります。 
 　鹿のお産の画像を、NHKから提供してい
ただきました。鹿の赤ちゃんは生まれてすぐ

立ち上がり、歩こうとします。一般に、動物

の仔はビデオで観た鹿のように、下等な動物

ほど親の姿に近い成熟した姿で誕生し、脳も

成熟しており、生まれ落ちて数時間で立った

り歩いたり泳ぐことができます。人間以外の

動物は本能だけの力で外界と対応しますの

で、外界と早く対応できる先天的能力を持っ

て生まれるのです。人間の赤ちゃんは、母乳

を飲み、排泄をし、睡眠をとりますが、すべ

て本能的な営みです。 
 　ところで、「泣く」など本能による以外の
営みは、後天的に獲得していくことになりま

す。例えば「笑う」ということですが、人間

社会の中で、皆さんの営みの中から生まれて

きます。人間的な後天的な営みというもの

は、何から始まるのでしょうか。まず脳と身

体の急速な発達が進み、人の行動を真似るな

どの「環境に慣れる力」が育ちます。つまり

後から、周りから学ぶということです。学ぶ、

身に着けるというのは広い意味での教育とい

うことになりますが、そのような教育は、他

人の顔を見分けることから始まるとされてい

ます。まず始まるのが「人見知り」です。母

親以外の人に出会い、あやされたり、「抱っ

こ」されると激しく泣き出してしまうことが

あります。（スライド4）これは同志社大学

の「赤ちゃん学研究センター」で行われてい

る実験なのですが、自動視線計測装置を使っ

（4）
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た調査の様子です。赤ちゃんが前に写ってい

る人の写真を見るのですが、どこを見ている

か、機械で計測し記録します。左側が母親で、

右側は他人です。6か月を超え、人見知りを
始めた子は母親の顔をよく見ますが、他人の

顔、特に他人の目をよく見ます。そして見比

べて比較することを始めます。しかし、子ど

もが生後5か月ほどでまだ人見知りをしない
段階だと、他人の顔には目もくれず、母親の

顔ばかり見ます。人見知りは母親以外の人に

も関心を持ち始めたということになります。 
 　目を合わせると泣き出すということは、サ
ルのような動物でもみられます。目を合わせ

た瞬間弱い方のサルが怖がって逃げ出すとい

うことが起こります。そして、「目を合わせ

ること」が動物一般でも怖いと感じるようで

す。このように赤ちゃんの「人見知り」行動

は「近づきたいけど怖い」という心の葛藤状

態になります。大人は前頭前野の働きによっ

て「怖い」という感情を制御しています。こ

のように心の「葛藤」状態にある赤ちゃんが

理性によって克服されるには、脳の発達と環

境から絶えず働きかけの繰り返しにより「慣

れる」ことが必要となります。つまり理性を

働きかけるレディネスが準備されるというこ

とです。これは「社会性の芽生えの第一歩で

ある」と、同志社大学の赤ちゃん学研究セン

ターの松田特任教授が述べています。 
 　次に、発達と言語の習得の場合について触
れてみたいと思います。（スライド5）「野生
児」の件ですが、「狼に育てられた子」とい

うのは有名な話で、1920年にインドのミドラ
プールという場所で狼と共に生活していた2
人の子どもについて書かれた本です。孤児院

を運営しているシング牧師が保護して養育し

ようとします。しかしアマラとカマラという

名の子どもたちは、暗闇に目を光らせ、四つ

んばいになり、死んだ鳥の肉を食べるという

姿がまるで狼でした。聴覚や嗅覚が異常に発

達し、顎の骨が発達し、牙はとがり、犬歯が

異常に尖っている彼女らをシング牧師は人間

社会に復帰させようと思いますが、不可能で

あったという有名な話です。昔は日本の小学

校の教科書にも出ていたお話ですが、今では

信憑性に欠けるということになってきていま

す。シング牧師が記している「夜中に目がぎ

らぎら光る」「犬歯が異常に伸びている」「汗

をかかない」「夜中の方がよく目が見える」

という性質を人間が持つことは生理学的にあ

りえません。彼らを実際に見たと証言した人

の中で、四つんばいで移動し、生肉を食べて

いる場面を見た人は1人もいませんでした。
シング牧師の本にはそのような場面の写真も

載っているのですが、その写真は後に二人が

亡くなった後に写されたもので、別の人が

写っていました。もう一つは、狼はメスが積

極的に乳を与えることをしませんし、ヒトの

乳児も乳首を口元に持っていかないと乳を吸

わないため、授乳が成立したことはありえま

（5）
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せん。また、狼は行動範囲が非常に広く、走

る速度は時速50キロと自動車並みの速さで
す。ジャマイカのボルトが10秒きって走って
も時速にすると36キロほどです。そのため、
幼児がその速度で四つんばいで走れるわけが

ありません。そのような訳で、この話は信用

できないということになってしまいました。 

（6）

 　次に、野生児についてみますが、「アヴェ
ロンの野生児」という本があります。（スラ

イド6）この野生児は南フランスのアヴェロ
ンで発見され、青年医師が努力をし、教育を

試みました。この本には大変感動的なお話が

ありますが、実際には、普通の大人のように

はならなかったということです。 
 　「オオカミ少女」の話は信用できないとい
うことをお話しました。「アヴェロンの野生

児」は、森の中に赤ちゃんが放置されていて、

食べ物を見つけ、なんとか生きてきたという

後、発見されましたが、懸命に教育を施して

も、人間社会に復帰してもほとんど言語を習

得することはありませんでした。 
 　しかし、別の違った例もあります。ニュー
ルンベルグの小高い丘の古城の中から救出さ

れたカスパー・ハウザーは例外です。16歳

から17歳と推定されていますが、それまで
お城の地下牢に閉じ込められていて、世間と

隔離されていたために、話すことが全くあり

ませんでした。しかし彼には水と粗末なパン

だけが与えられていました。救出された時に

は、赤ちゃんのように、何の知識もありませ

んでした。ただ違うのは、彼は「“Bua”“Ross”」
という言葉を発していました。一定期間人間

社会で生育した形跡があり、その後社会から

隔絶された後、救出されたのでした。そのた

め、彼は短い時間でドイツ語はもちろん、ラ

テン語をも習得し、法律家の法律書記を勤

め、自叙伝まで書く超人的な能力を発揮しま

した。これは大変珍しい例ですが、ある時期

に人間社会で言葉に触れていただけでこれだ

け違いがあるのです。 
 　そこで少しまとめてみたいと思います。人
間の発達には、発達課題、発達段階がありま

す。まず、発達課題（節目）ですが、生まれ

る前、母親の胎内にある時からみられます。

胎教というのは、赤ちゃんがお腹にいる時に

は、クラッシック音楽を聞かせると生まれた

子が音楽に親しみを持つようになると言われ

ています。悪い影響ですが、妊娠している時、

特に子どもの手足ができる時期に母親がサリ

ドマイドを服用してしまうと、手足の短い障

害を持って生まれてしまうことがあります。

さらに、ジカ熱という蚊によって伝染する病

気があります。そのジカウィルスを妊娠中に

患ってしまうと、脳の発達しない「小頭症」

の赤ちゃんが生まれてしまいます。ごく最

近、アメリカのCDCという機関が、ジカウィ
ルスと小頭症の関係性を40件ほどの例を検
証した結果、小頭症の原因はジカウィルスで

あると断定されました。 
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 　次に「言語の習得の発達段階」ですが、ハ
ヴィーガーストによれば、人間の発達過程で

言語を習得するには一定の決定的な時期があ

り、その時期を逃しては言語の習得は不可能

であると述べております。具体的には0歳か
ら2歳、母親の抱っこ、添い寝などのコミュ
ニケーションに始まり、会話のキャッチボー

ルが行われる環境が必要です。前にも触れま

したが、その時期に言語の環境が必要だとい

うことです。 
 　幼い時に外国に行った子どもは、親より先
に現地の言葉を覚え、バイリンガルの子ども

になることがあります。家庭では自分の国の

言葉を話し、外ではその国の言葉を話すとい

うことが、大人になっても残るのかという

と、10歳までにそのような環境を離れると
全く現地の言葉を忘れてしまいますが、11
歳を通過してから帰ってくると、大人になっ

ても覚えていることができます。ここにもひ

とつ、大きな発達課題の節目があるという例

です。 
 　こうした発達課題については、このような
本を参考にして学んでいます。（スライド7）
人間論シリーズで、後藤先生がアメリカの発

達心理学者エリクソンについてお話されまし

たが、私はアメリカの発達心理学者ハヴィー

ガーストを挙げたいと思います。エリクソン

は、研究を進めるにあたって心理学を極めて

いきますが、ハヴィーガーストは、教育学の

方へ接近していきます。そのような理由で、

私はハヴィーガーストを取り上げています。 
 　これは、ハヴィーガーストの訳本ですが、
『ハヴィーガーストの発達課題と教育』とい

う本です。この訳本は1997年、ハヴィーガー
ストが亡くなってから日本で発行されまし

た。そのなかでは発達を3つの領域に分けて
具体的な発達課題を考えていて、今でも参考

になるかと思います。立つ、歩くなどの「身

体的成熟や技能に関わる発達」、言葉の習得、

勉学、労働社会の一員であることの自覚など

の「社会、文化に関わる発達」、道徳性の保持、

自分らしさの形成などの「個人の嗜好、価値

や選択に関わる発達」の3つです。彼は発達
段階を、乳児期、児童期、青年期、壮年期、

中年期、老年期に分けて考えています。 
 　同じことを、ルソーの場合でみていきま
す。「植物は栽培によって作られ、人間は教

育によって作られる。私たちは弱いものとし

て生まれる。私たちには力が必要だ。私たち

は何も持たずに生まれる。生まれたときに私

たちが持っていなかったもので、大人になっ

て必要となるものは、すべて教育によって与

えられる。私たちの能力と器官の内部的発達

は自然の教育である。この展開をいかに利用

すべきかを教えるのは人間の教育である。わ

たしたちを刺激する事物について私たち自身

の経験が獲得するのは事物の教育である。私

たちは皆、三種類の先生によって教育され

る。」（ルソー・『エミール』） （7）
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 　ハヴィーガーストとルソーについて図にし
たのがこれです。（スライド8）まず初めに
人間の身体の成長、脳の発達、直立二本足歩

行というものがあり、発達課題としてこれら

が周りの、自然・文化・社会の外界によって、

つまり広い意味の教育によって身についてい

きます。それら二つの積み重ねによって、人

格が形成されます。人格は、「考える人」、「価

値観の形成」などです。赤字で書かれている

のは、ルソーの「自然の教育」、「事物の教育」、

「人間の教育」です。青字の3つがハヴィー
ガーストのものです。この3つの係わり合い
の中で、人は教育によって人間になると整理

してみてはどうかと思います。 
 　次に、人を「人類」というくくりで考えて、
「人類は教育によって人間になる」としてお

話ししたいと思います。人間（人類）は道具

を使い、社会を組織し、言語を使用し、自然

から学び、文化を創造し、享受し、それら周

りの環境から学ぶ、広い意味の教育によって

人間になります。（スライド9）このトーテ
ムというのは、つい15日まで名古屋ドーム
横の広場でカナダの有名なサーカス「シル

ク・ドゥ・ソレイユ」が公演しておりました

が、その時のテーマが「トーテム」でした。

数億年を旅するサーカス・エンターテイメン

ト、これが「トーテム」、それは「人類の進化」

という意味が込められています。人の好奇

心、欲望・情熱を追い求め、人類の誕生から

現在、そして未来へと数億年の旅を続ける、

不可能を可能にする人類の進化をテーマにし

た壮大な物語です。それをサーカスで表現し

ようとしたのです。つまり人間が、サルから

離れ、二本足歩行をはじめ、道具を使用し、

徐々に生産を始め、人類が進化をする、この

ようなことがサーカスで表現されていました。 
 　（スライド10）これは「サピエンス全史」

（8） （9）

（10）
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という本ですが、これは約210万年前のホモ
族が誕生し、それが進化をしたという内容で

す。ホモ族が石器を使用し始め、その後の歴

史がまとめると、ホモサピエンスの全史とい

えます。実はこの本は去年の9月に発行され
たばかりのものです。約7万年前にホモサピ
エンスはアフリカ大陸以外にも進出しました

が、ネアンデルタール人までは持っていな

かった「神」などというフィクション（虚構）

の言語を初めて持ち、集団で共通に認識しま

した。これを著者は「認知革命」と呼びまし

た。その後人類は「農業革命」「科学革命」

と進み、国家、貨幣、企業などというフィク

ションが文明をもたらして豊かになりました

が、それにより格差も生じました。著者は人

類の起源と歴史を、フィクションを共有した

という点に着目したイスラエルのユニークな

歴史学者ですが、このところビル・ゲイツを

始め、世界中の有名な有力者から高い評価を

受けつつあります。通説の歴史観がこのフィ

クションというものを注目することにより変

わることになるかもしれません。私はこの

フィクションを歴史観の通説にはまだなって

いないと思いますので従来の歴史観で話を進

めていきます。 
 　人間になる、という「人間」ですが、語源
から見ていきたいと思います。「人」という

文字は人の立つ姿を見た象形からきていると

いわれます。また、「人」は2人の人がお互
いに寄り添っている象形であるという説もあ

ります。「人間」はその語源を探ってみると、

「ジンカン」と読まれ、「人の住む世界」「世

の中」「世間」「人間界」などを意味していた

といわれます。「人間」の言語的意味は「人

と人との間」つまり人間関係であったといわ

れます。これを科学の面からみていきます

と、まず生物の分類では「ヒト」は動物界・

脊椎動物・哺乳網・霊長目・ヒト科・ホモ属・

サピエンス種です。ヒト（人類の祖先）が同

じヒト科のチンパンジー、ゴリラやボノボの

祖先と分かれた600万年～700万年前といわ
れます。380万年前、タンザニアのラトリエ
遺跡には2本足歩行の足跡の化石が出土して
います。400万年前から300万年前に生きた
とされる有名な「ルーシー」はアウストラロ

ピテクス属です。約250万年前に生きたとさ
れる南アフリカのサバンナで発見されたアウ

ストラロピテクス属は、脳の大きさは約

500CCでチンパンジーの脳とほぼ同じです。
また人間の生まれたばかりの赤ちゃんの脳よ

りやや大きくなっています。アウストラロピ

テクス属は直立2本足歩行をし、道具を使い
ました。歴史的に見るとヒト（人類）は直立

2本足歩行により胎盤が立った形になり、そ
のため産道が狭くなり、小さな頭の赤ちゃん

が未熟な脳のままで生まれることとなりまし

た。では、直立2本足歩行はどの様な意味が
あるのでしょうか。 
 　直立2本足歩行とは、直立2本足歩行が通
常の運動様式となるには、骨盤や骨や筋肉な

ど身体の構造や運動能力の準備が必要でし

た。逆にいうと「ヒト」はこのように生態系

的条件を整えることによって直立2本足歩行
を可能にしました。直立2本足歩行は、前足
を自由にし、手として活用させることを可能

にしました。手は初め食物を拾ったり、物を

投げたり、棒をつかむなどの運動機関として

活用されました。アウストラロピテクス属は

道具を使って動物や植物を獲得し、食べたと

されます。次に、手は外界を掌握する感覚器
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官の働きを持たせました。（スライド11）外
の環境がありますが、手でそれをつかんだ

り、やわらかい物、硬い物などの区別をしま

す。その感覚は、大脳皮質連合野に伝えられ、

さらに運動野へ命令として伝えられ、筋肉に

伝わります。感覚の入力系があり、運動の出

力系があります。大脳の絵を用意しました。

（スライド12）感覚野では、一次体性感覚野

があります。これは、視覚、聴覚などのなか

で、理解をする部分です。次に一次運動野、

補足運動野という部分があります。また、前

頭連合野では、両方からの情報を受け取りま

（12）

す。このような中で、脳全体の働きが成り立っ

ています。（スライド13）これは、脳が進化

し形態上容積が増加し、球形に近くなった図

です。脳細胞が増加し、大脳皮質の前頭前野

が増加し、神経系が複雑化しました。言語の

使用、思考などを通じて文化の創造と継承を

可能にしました。顔面、および歯の退化につ

いては、人類の火の使用に関係が深くなって

います。 
 　火の使用は、約30万年前から始まりまし
た。火を使った料理は、生のまま繊維を噛み

切る立派なあごは必要なくなり、歯やあごが

次第に退化しました。火は、調理の他には、

暖を取ることに使用できます。また、火は灯

りとし、動物から身を守り、通信手段となり

ました。火を使う歴史は比較的新しいのです

が、これにより、人間の生活圏は飛躍的に拡

大しました。 
 　アウストラロピテクス属は「あたま」はサ
ル的ですが「あし」はヒト的で直立2本足歩
行をしていました。運動機能と感覚機能を備

えた器官としての手を獲得した彼らは、より

多くの食物を手に入れ、その経験から先の

（13）

（11）
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尖った棒や鋭い石が役立つことを覚えたと思

われます。やがて彼らは石を打ち、角づける

ことを発明し、はじめて道具を作り始めまし

た。「人間は道具を作る動物である」とは、

フランクリンの『サミエル・ジョン伝』の言

葉です。 
 　さて、人間にとって道具の意味とは、人間
だけが道具を作り、使う唯一の動物であると

いえるでしょうか。道具を作るのはホモサピ

エンスだけでしょうか。例えばチンパンジー

は木の枝を折って、アリの巣の中に入れ、そ

の枝について出てきたアリを食べます。ま

た、いもを海水で洗って食べるサルもいるそ

うです。最近ではカラスがくるみを道路に落

とし、車に轢かせて中身を取り出して食べ

る、そのようなカラスもいると聞きます。道

具を使うのは人間だけかと言い切れないかも

しれません。もう少し厳密に考えると、人間

の作った道具は、それがどんなに幼稚に見え

る物であっても、人間がその意志と創造力を

働かせて意図的に作られたものです。手間が

かかっても、いつか役立つことを予測しなが

ら作業した結果が石器です。この未来への予

測性・見通しは精神活動の反映であるし伝

播、伝承の文化そのものです。人間はこの文

化を社会の中で伝承してきました。 
 　「人は社会的動物である」はセネカ『愚非
について』の言葉です。「我思う故に我あり」

（デカルト）、他者との関係において我の存在

を述べた言葉があります。道具は、人間の脳

の働きをさらに進化発展させるとともに、そ

の製作使用方法と人間の行動様式を伝承させ

る働きをし、知的な認識方法をも発展させま

した。人間と道具の関係は、親子雌雄などの

個体関係や順位制度といった動物的な群れの

状態から、協業と分業、分配、供給、運搬な

どの仕組みが集団に付け加わり、いわば人間

の社会といえる状態へと変化させることとな

りました。 
 　言語の使用では、火による調理によって舌
の動きがより良くなり喉が柔らかくなり、発

声機能が高まって、人間は他の動物にはみら

れない言語をも持つことができました。 
 　手の器用さに加え、大脳皮質と神経系の進
化によって記号化など思考力を発達させ、文

字言語を生み出しました。言語には4つの機
能があるとされています。1つは認識、思考
機能、2つめは伝達機能、3つめは文化・継
承を体現する機能、4つめが行動、儀礼など
のその他の機能です。「人間は、言語によっ

てのみ人間である」とは、ドイツの言語学者

シュタインタールの言葉です。 
 　自然と人間との関係では、採取・狩猟経済
の時代「食うもの」「食われるもの」という

食物連鎖関係が成り立っています。新石器時

代、植物を栽培、動物を飼育しました。人類

の植物と動物に対する関係は支配、被支配の

関係になります。農業によって人間が自然に

適応するだけでなく、土を耕すことによって

自然の宝庫のカギを初めて開くことになりま

した。自然は偉大です。しかしいくら科学や

技術、バイオが発達したといっても人間はま

だ木の葉1枚作れません。人は自然に適応し、
征服するという外界との対応を通して人間に

なります。 
 　文化を創造し享受する人間として、「文化」
という言葉は「自然」という言葉と対比して

使われることがあります。英語のCulture（文
化）という言葉はラテン語の cultura（耕す）
という言葉を語源としています。確かに、文
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化は農耕から芽生え発展しました。文化は精

神的なものと物質的なものの2つの方向に発
展し、前者は文化（狭義）と、後者は文明と

それぞれ呼ばれます。人間は文化を創造し享

受することによって発展してきました。 
 　（スライド14）ここでもう一度先ほどの図
ですが、成長し、周りの外界を通していろい

ろなことを身に着けることが「広い意味での

教育」です。広い意味での教育と同時に、狭

い意味での教育もあります。それが教育その

ものですが、教育の起源は、教育者（親、大

人などの年長者）が被教育者（子ども、青少

年）などに貯えてきた文化遺産を伝達するこ

とから始まりました。生涯にわたる教育の形

態ですが、家庭教育（保育園・幼稚園での乳

幼児教育）、学校教育、生涯教育があります。

また、学校教育には、小学校、中学校、高等

学校、大学・大学院、小中一貫校、専門学校、

高等専門学校、塾、予備校、フリースクール

などもあります。生涯教育については、以前

は社会教育という形で捉えていましたが、今

は生涯教育という形でとらえ、職場教育、再

教育など多用な形態になります。 
 　これらは狭い意味での「教育」を支える思

想がバックグラウンドにあります。（スライ

ド15）例として、パイアディアがあります。

「最も尊重せねばならぬのは、よく生きるこ

となり。」（ソクラテス）プラトンはソクラテ

スに、人々が我が子を善くしようとする教育

についてその可能性を問うことから始めまし

た。クインテリアヌス「弁論家とは人間とし

て卓越した人物の代名詞であるといってよ

い」としました。題名に、パイアディアの「狭

い意味での教育を支えた思想」とあります

が、古代ギリシャの時代にはこのようなこと

が尊重されていました。 
 　「得天下英才而教育之、三之楽也」（孟子『蓋
心上篇』）天下で英才を得て教育するのは三

つの楽しみがあるということです。英語の

educationの語源は「導き出す」という意味
のラテン語educereであるといわれます。ド
イツ語のErziehung（訓育）とBildung（陶冶）
のうちErziehung（訓育）がこれに当たりま
す。東洋でも人生哲学ともいわれる易学に「山

水蒙」というものがあります。「山から出て

くる水は、本来大変綺麗なものである。この

きれいな水は、汚すこともできるし、きれい

なままでさらに大きな流れに変えることもで

（15）

（14）
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きる。いずれになるにせよ、これが教育であ

るというのである。そして、一方、山という

ものは徳をあらわし、水は知をあらわすとい

う。山があって水が湧き出るように、徳があっ

てこそ知恵が生かされるというのである。そ

して蒙は、つたかずらが木におおいかぶさっ

ていることをいう。教育というものは、おお

いかぶさっているものをとり除き、本来の姿

と木の伸びる可能性を開発することにあると

いう。」「山水蒙」には、このように深い意味

があり、詰め込み教育や受験準備教育、いじ

めや不登校、学級崩壊などが問題とされる今

日でも、伸びる無限の可能性を導き出して人

間を形成する重要性を強調することには積極

的な意味があります。 
 　先ほどの古代の話に戻ります。ギリシャで
は、教育思想の面からいえば、問答法・助産

術によって知恵を「導き出す」ソクラテスや

善のイデアを探求するプラトンなどのギリ

シャ的ヒューマニズムを原型とするものでし

た。中世ヨーロッパでは間逆で、ローマ教会

の教義に対して絶対服従を迫られ、個人の欲

望は一切禁圧されていました。近代ヒューマ

ニズムの基調となったのは「古典に帰れ」の

スローガンのもとに人間尊重の精神を啓発し

たルネサンスでした。（スライド16）これか
ら少し教育思想に触れたいと思います。 
 　コメニウスは『大教授学』を著し、すべて
の人の権利の平等を原則に、未来の社会の担

い手として、すべての子どもに学校教育の機

会が与えられなければならないと主張しまし

た。 
 　ルソーは子どもの自然性を基本原理とし、
その自然な発展を保護し、それを妨げるもの

を除去するのが真の教育であると主張しまし

た。ペスタロッチーは『隠者の夕暮れ』『リー

ンハルトとゲルトルート』を著し、直観と体

験を重視した直観教授法を確立しました。 
 　ヒューマニズムの教育思想は、幼児教育の
道を開拓したフレーベルや『児童の世紀』を

著したエレン・ケイらによって花開き、教育

における児童中心主義運動の一つの発端をつ

くりました。教育学を科学として確立する方

向を示したヘルバルトは後に示す教授法を発

展させました。 

（17）

 　（スライド17）
　ジョン・デューイは、プラグマティズムの

立場を独自に練成し、「経験」を積み上げ、（16）
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さらに高い次元へと高め、「為すことによっ

て学ぶ学習」を主張しました。ジェローム・

ブルーナーは、1959年には教育方法の改善
に関するウッズホール会議の議長となって、

その成果を『教育の過程』として出版しまし

た。人間の行動における「認知」の機能を重

視し、この立場から学習課程やカリキュラム

を考察することにより教授方法の改革に寄与

しました。 
 　人間になる「教育」の機能は、人間が生産
力の発展による生活の向上と文化の発展に伴

い、生産関係を変化させながら、社会的価値

を次の世代に継承・発展させるという社会生

活に本来備わっている機能です。人間の生活

や文化が一定の水準に達すると、教育の機能

が組織化されることになります。それが学校

です。近代国家の成立とともに、国民的な学

校制度が成立します。教育の機能は国家と社

会による一定の価値志向を伴います。戦前の

教育勅語と戦後の教育基本法とでは価値志向

が全く異なっています。 
 　その3に参りまして、その1とその2を統
合した、人格の形成を目指し人間になるとい

うお話をします。（スライド18）再び図を出

しますが、この「人格」の部分に焦点を当て

たいと思います。 
 　少し話題が離れますが、人工知能について
お話します。「人は人工知能によって人間に

なる」のだろうか、あるいはそれ以上だろう

かということです。これはgoogleが開発し
た人工知能アルファー碁です。碁というもの

は、縦横19マス、361目あります。1局目に
考えられる展開の可能性は、10の360乗で
す。いくら人工知能が発展しても、人間の棋

士には敵わないとされてきました。将棋は人

工知能が勝っていますが、碁は無理だとされ

てきました。しかし今回、アルファー碁は世

界一の棋士のイン・セドルに勝ちました。第

1手は、黒のセドルが打ちます。第2手はア
ルファー碁です。そのように始まり、打ち進

めます。私は囲碁は詳しくないのですが、こ

の第10手が実は黒の陣地になるべき所で、
定石と外れている場所でした。この第10手
が問題だったのですが、そのまま対局が進

み、第26手を打った時、先の第10手が活き
て白の陣地ができ、その後形成が逆転し、人

工知能が勝ちました。 
 　囲碁では人工知能が勝ちましたが、人は人
工知能の教育によって人間になるのでしょう

か。人間を超えるのでしょうか。人工知能に

心を持たせる試みも始まっています。TVで
見ていると、ロボットに会話をさせるなどの

映像を見ました。心を持たせる試みは始まっ

ていますが、人工知能は今のところ倫理観を

持ちません。音楽や美術などの芸術的価値観

もまだ持っていません。現段階では、人工知

能は天使にもなれば悪魔にもなります。アメ

リカで人工知能による自動運転の自動車が死

亡事故を起こしたという例があります。人工（18）
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知能では今のところ人格の完成を目指すこと

ができません。「人格の完成」、「人間になる」

とはどのようなことでしょうか。 
 　ここで、本学園の教育理念が出てきます。
「人間になろう」というのは、どのような人

間になればよいのか、わかりやすく理解する

ために、次の三つを「人間に」「なる」こと

であると考え、提唱しています。「ひとを大

切にできる人間」「ひとと支えあえる人間」「自

らがんばれる人間」です。 
 　まず第一に、「ひとを大切にできる人間」
とはどのような人間かというと、人類は生産

手段を発展させ、生産力の向上によって豊か

な生活を送ることができるようになりまし

た。今日では私たちは物質的に豊かな生活を

謳歌できます。また、美術や音楽等豊かな精

神的文化も創造し、鑑賞できます。スポーツ

を楽しむこともできます。このような豊かな

生活は、人間だけが創り出し、享受していま

す。しかし一方で今、世界には貧しさがゆえ

に飢餓に苦しんでいる人々が多くいるのも事

実です。さらに人間は現在、公害、自然災害、

テロや戦争の危機、事件や事故など人間の生

命も脅かされるというさまざまな危機的状況

にあります。あるいは生命の危機とまでいか

なくても、身体的にも精神的にも人間らしく

ない状況におかれている例も少なくありませ

ん。「ひとを大切にできる人間」は、そうした、

人間性の喪失状況から人間性を回復する、世

界中のだれもが豊かな生活を享受できるよう

にする、人間性を創出する、人間尊重のヒュー

マニズムの精神を創造する人間であると考え

ます。 
 　第二の「ひとと支えあえる人間」は、人生
を生きるにあたって、人と人との協力とつな

がりを重視する人間です。元来、人間は互い

につながりを持ち、支えあって人間として生

きてきました。しかし社会の都市化が進行す

るとともに、「ひとり暮らし」の割合が増え

るなど孤立化や孤独化の傾向が顕著になりつ

つあります。しかし、人間はひとりでは生き

ていけません。東日本大震災の後、人との絆

が見直され、その年を象徴する漢字として選

ばれたこともあり、人と人とのつながりが、

極めて重要だとされました。そのため今こそ

私たちが目指す「ひとと支えあえる人間」と

は、人と人とのつながり、つまり人類の協調・

連帯ということを大事にする人間です。 
 　第三に、「自らがんばれる人間」ですが、「人
間になろう」ということが単に他者からの呼

びかけであるだけでなく、自らが主体的に「な

ろう」とする決意表明をしたものとする人間

です。本学園は、「前畑がんばれ」の声援に

こたえて頑張り、オリンピックで女性初の金

メダルを獲得した前畑の偉業を伝統に持つ学

園です。 
 　結論として「人間になろう」という教育理
念は、単に個々人の精神主義的な修養の目標

であると解されるのではなく、人間の尊重の

ヒューマニズムの精神を目指す人間、人類の

協力と連携の達成を目指す人間、人間という

目標に向かって自らが実践する自覚と主体性

を持つ人間を目指して初めて「人間になろ

う」はその今日的意義を明確化させ、未来へ

の課題と展望をきりひらかせます。私たちは

人間になろうという言葉の積極的意義をいく

ら強調しても強調しすぎることはありませ

ん。それが今まで見てきた人格の完成と一緒

であると考えられます。

　ご静聴ありがとうございました。 
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  はじめに：ブッシュファイアの森から 

 　2017年1月、アメリカ大統領としてドナル
ド・トランプ氏が就任し、「人為的地球温暖化

（AGW：Anthropogenic Global Warming）」
に関する議論もまた新たな局面に入ったと言

えよう。トランプ政権は、パリ協定  1） の否定
というかたちで、前政権がAGWに対応すべ
く施策を進めていたものとは逆方向へと舵を

きったようである  2） 。本稿は、総合人間学の
プロジェクトテーマを模索する中で出会った、

近年話題になっているAnthropocene 3） と
Multispeciesというキーワードに照らして
ブッシュファイアを再考することをもくろん

でいるが、その前に、いささか冗長ではあるが、

思い出話から始めたい。 

 　私が、オーストラリアに調査に行き始めた
のは1984年7月  4） のことで、われわれのチー
ムは、いつも、現地調査のはじめかおわりに

オーストラリア国立大学（以下、ANU）に
立ち寄ることにしていた。その理由は、リー

ダーの小山修三  5） さんがオーストラリア・ア
ボリジニ研究のプロジェクトを始めた当初か

ら連携していたのがANUだったからだっ
た。とくに、ニック・ピーターソン  6） さんが
カウンターパートになって、われわれの面倒

を見てくれた。ニックはその前年（1983年）
にジャック・ゴルソン  7） さんとともに訪日し
ていて、われわれは、お二人と旧知の間柄で

あった。 
 　この1984年の調査におけるジャック・ゴ
ルソンの狙いは、われわれのチームのメン

バーでプラント・オパール研究の先駆者で

あった藤原宏志  8） さんとの共同研究だった。
ジャックは、藤原さんをつれてニューギニア

の初期農耕遺跡でのプラント・オパール分析

による農耕の起源の研究の革新をもくろんで

いたのだった。しかし、残念ながら、現地で

のプラント・オパールの分析結果は、思った

成果をもたらさなかったが、藤原さんはこの

年の調査の後半期で、プラント・オパール分

析によってアーネムランドの氾濫原でのイネ

の オ ー ス ト ラ リ ア 亜 種（ Oryza sativa 

australiensis ）の同定に成功する  9） 。われわれ
がオーストラリアに滞在していた7月から11
月にかけての5ヶ月間は、乾季にあたる。藤

ブッシュファイア再考：Anthropoceneと
Multispeciesをめぐって
Rethinking of the Bushfire through the Anthropocene and the Multispecies

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
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原さんの土壌サンプリングのツアーの頃の乾

季のアーネムランドの氾濫原はブッシュファ

イアによって枯れ草（イネ科の植物を含む）

は焼かれ、大地は黒っぽかったことがとても

印象的だった。 

 　ANUでは、われわれのチームは、他にも
小山さんの旧知の二人の考古学者に出会って

いた。一人はアラン・ソーン  10） さん、もう
一人は、リス・ジョーンズ  11） さんだった。
アランは、現生人類の「出アフリカ」以来の

オーストラリア大陸への渡来時期に関連し古

人骨の研究を通じて、先史人類学におけるア

ボリジニの起源をめぐる論争を提起してい

て、このことは後にあらためて触れることに

する。一方のリスは、アボリジニが起こすブッ

シュファイアをめぐって画期的な問題提起を

していた  12） 。 
 　リスは、「最近  13） 、人類のオーストラリアの
環境に対する影響についての関心の高まりが

あり（中略）、その論点は“自然”環境と“人工的”

環境の対比であって（中略）、最初の入植者

が最初に環状に刻み目を入れた木  14） が、はた
して“自然”（環境下にあった）のであったであ

ろうか」［Jones 1967: 224］という問題提起
をした。アボリジニたちがブッシュファイア

によってオーストラリアの“自然”に大きな影

響をあたえてきたはずであるが、タスマニア

と東部ニューサウスウェルズ、および、アー

ネムランドのブッシュファイアに“Fire-stick 
Farming”という名称を与え、アボリジニによ
る定期的な管理された火入れによる森林管理

［Jones 1967: 226 ― 228］であるとしたのであ
る。オーストラリア大陸は乾燥が厳しく、自

然発火等を原因とする大規模な山火事は破壊

的で、森林の回復のために長期間を必要とす

るのに対して、アボリジニのブッシュファイ

アによる定期的な火入れが行われる地域では

大規模火災に至らないことがわかっており、

最近では環境保全に役立つとして管理された

火入れが国立公園でも行われるようになって

いる  15） 。こうした管理された火入れについて、
現在では、“cool fire”や“cool burning”、ある
いは“Aboriginal fire management”といった
名称が与えられている。 

 　われわれの研究グループのメンバーで、
オーストラリアの景観について歴史地理学の

観点から研究している金田章裕  16） さんは、
オーストラリアを広く調査旅行しているにも

関わらず、われわれの主たる調査地である

アーネムランドに行ったことがなかった。そ

こで、1997年8月に窪田幸子  17） さん、堀江
保範  18） さん、私の3人で金田さんをアーネム
ランドに案内したことがある  19） 。現地を調査
地とするわれわれにとっては、ブッシュファ

イアの存在は、いつも目にしている様子なの

だが、燃えている森やしばらく前に燃えた場

所、あるいは、随分前に燃えた場所など、金

田さんにはさまざまなブッシュファイアの様

子を観察してもらった。そして、リバプール

川の河岸段丘の上にあるキャンプから、夜毎

に赤く燃えるブッシュファイアを遠望しつつ

夕食を摂り、ブッシュファイア談義を繰り返

した。ついに、金田さんはブッシュファイア

がアボリジニによる定期的な火入れであっ

て、管理された火入れであることを体験的に

理解してくれたのである。 
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アボリジニと自然の関わり方 

 　オーストラリア・アボリジニの祖先は、現
時点ではヴュルム氷期  20） （第四氷期、約7万
年前）ごろの海退期以降、化石人骨の推定年

代の約4.5万年前までには少なくとも、オー
ストラリア大陸に到達していたとされてい

て、先に述べたアラン・ソーンによれば、大

陸南東部のマンゴー湖畔で発見された化石人

骨  21） の存在は、この到着のタイミングを示
している。 

 　アボリジニは、1788年にイギリスからの
植民者が入植し、大きく社会変化が迫られる

以前から、狩猟採集を生業としてきた人々で

ある。地域によって違いが大きいのだが、例

えば、現在でもわれわれの調査地のアーネム

ランドでは、マーケットフード（現金で購入

する）とブッシュフード（狩猟採集によって

得る）を併用して生活している。彼らのもと

もとの生活原則はシンプルで、環境に対して

ブッシュファイアによるほかの大規模な介入

は行わないことである  22） 。先に述べたように
ブッシュファイアを新たに定義付けたリス・

ジョーンズによると、アーネムランドにおけ

るアボリジニの火入れの理由は、「楽しみ」「通

信」「土地をきれいにする」「狩猟」「食糧と

する植物の世代交代」「人間のすみかの拡大」

であると聞き出している［Jones 1967: 6 ― 7］。
わたしのフィールドノートでも「土地をきれ

いにすること」とあり  23） 、アボリジニの老人
が、しばらく訪れていなかった先祖の居住し

ていた土地に久しぶりにやってきてその地を

離れるときに、枯れ草が多い地面に火をつけ

て「これできれいになった」と、嬉しそうに

語る場面に行きあわせている。 

 　オーストラリアの植生は一般的に火に強い
と言われる。たとえば、バンクシア  24） とい
う樹種は、マツカサ状の硬い実を作るが、こ

れは、ブッシュファイアの火を受けて初めて

破裂して種子を弾き出すほどであるし、オー

ストラリア大陸に卓越するユーカリ属の木々

は、樹皮を火で焼かれても生き残ることがで

きる。こうした事実は、たとえ、数万年にわ

たってアボリジニが火を入れた結果、とくに

進化したと考えるのか、それとも、オースト

ラリア大陸はアボリジニが渡来する以前か

ら、乾燥が進んでいて自然発火によるブッ

シュファイアが多く、植生として（また、そ

れらを利用する動物も含めて）火に強かった

と考えることができるのか、この点もあわせ

て考える必要があるだろう。 

 　オーストラリアではアボリジニが渡来した
後、西欧社会の植民地化以前に、「メガファ

ウナの消滅」という事実が知られている。そ

れに対しヨーロッパ人の植民以降に知られる

有袋類の絶滅は、タスマニア・タイガー

（    Thylacinus cynocephalus  ）がよく知られる。
タスマニア島における彼らの絶滅は、捕食獣

から家畜を守るために白人入植者の銃による

駆逐によるものとされている。しかし、入植

よりも以前に、オーストラリア本土ではアボ

リジニが残した岸壁画に描かれたタスマニ

ア・タイガーの存在が知られている。同じ捕

食獣の野生犬ディンゴとの競合によって、

2000年ほど前にはほぼ絶滅していたと言わ
れる  25 ）。 
 　オーストラリア大陸は6,500万年前ごろか
らのゴンドワナ大陸からの分離以来、哺乳類

の中でも有袋類が適応放散して進化を遂げた
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ことで知られている。ヨーロッパからの植民

者が家畜などを導入する以前のオーストラリ

ア大陸では、有胎盤類は人類（アボリジニ）

と人類が連れてきた（とされる）イヌ  26） の
他にはコウモリの存在が知られているだけで

ある。他に、更に原始的な単孔類という卵を

生む哺乳類2種の存在が知られているが、
オーストラリア大陸は有袋類の王国であった

のである。 
 　オーストラリア大陸に限らず更新世
（Pleistocene）における人類の地球的拡散の
タイミングに合わせて、大型哺乳類の絶滅が

起こったことが知られている。その理由とし

て狩猟民であった人類による過剰殺戮仮説

（overkill hypothesis）や人類の移住とともに
持ち込まれた病原によるハイパー・ディジー

ズ仮説（hyperdisease hypothesis）のほか、
後期更新世にはスーパー火山の破局噴火が連

続し劇的な気候変動  27） がおこって大型哺乳
類の絶滅に繋がったとする仮説（climate 
hypothesis）、また、過剰殺戮と気候変動の
両方が関連するという複合仮説がある  28） 。 

 　生物としての生存のための武器、例えば強
靭で柔軟な筋肉や牙や爪を所有しない人類

は、火と道具とを用いて生態系の頂点に立っ

たといえる。ただ、大型哺乳類の絶滅の過剰

殺戮仮説についても、アボリジニの狩猟の状

況から見てかなりあり得ない仮説と思える。

例えば、現在のアボリジニはライフルや散弾

銃を持ち狩猟を行い、冷凍庫や冷蔵庫を所有

する者が多くなっているにも関わらず、必要

以上のハンティングを行うことは知られてい

ない。彼らの狩猟のモットーは必要に応じて

（空腹度）、必要な数だけを（空腹を満たす）

その場で消費する（保存しない）、というも

のであるように思える。また、人口密度は小

さく、被狩猟獣を一定数間引きする効果は

あったとしても、人口圧によって被狩猟獣を

絶滅に追いやったとは考えにくい。ただし、

複合仮説からすると人類は「クロ」であろう。

先に挙げたタスマニア・タイガーのオースト

ラリア本土における絶滅は、人類とともに渡

来したと考えられるイヌとの競合関係が原因

となった可能性がある。また、人類だけでな

くイヌが持ち込んだ未知の病原体が絶滅の原

因になった可能性は否定できないだろう。 

 Anthropocene：新たな地質時代？ 

 　昨今、Anthropoceneというキーワードが脚
光を浴びている。たとえば、日経サイエンス

の2016年12月号（2016年10月25日発行）
と2017年1月号（2016年11月25日発行）は、
前後編に分けて「特集：人新世（Anthropocene）
を考える」を掲載していた  29） 。前編には5編、
後編には4編が掲載されている。前編の「人
類は地球にどんな痕跡を残していくのか？」

［ザラシーウィッツ2016: 63 ― 70］にクルッツェ
ンとストーマーの論文  30） をふまえ人新世とは
なにかについて述べ、人類が地球に大きな影

響を及ぼしているとしても、それは「本当に

地質学的な変化」なのかと問いかけている。

従来の地質時代区分では、現在は完新世と定

義され、最終氷期（ヴュルム氷期）の終わる

約1万年前から近未来も含む現在までとされ
る。また、完新世は更新世とともに第四紀に

含まれる。第四紀は、他の地質年代が生物相

（化石）の大幅な変化（大量絶滅  31） ）と地層（層
序）の変化によって定義づけられているのに

対して、人類の誕生をその画期とする定義で
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あるという特徴がある。 
 　生物相の変化という点では、最近の生物種
の絶滅、たとえば、通常ワシントン条約とし

て知られる「絶滅の恐れのある野生動植物の

種の国際取引に関する条約」（1975年発効）
の誕生がその例としてあげることが出来るだ

ろう。人類の生業活動や国際取引、紛争が種

の存続を危機に追いやることのないよう、

1972年の国連人間環境会議の勧告を受けて、
この条約が作られたのである。 
 　人類の作り出すコンクリート構造物は、素
材は自然資源から得られるものの、大量採掘

され限定された場所に累積的に、たとえば、

都市建築や交通網の建築に使用され、明らか

に地層（層序）に大きな影響を及ぼしている。

また、資源開発や都市開発において、大規模

に大地や海洋は削られ、埋め立てられる。ま

た、人工的に作られるプラスチックは、自然

に消滅することはなく、地層（層序）に大き

く痕跡を残すだろう。生活排水や農薬は生物

相に重大な影響を与えることは言うまでもな

い。 
 　さらには、冒頭に触れたAGWである。産
業革命以降の化石燃料の燃焼に伴う二酸化炭

素、農業の開始（地面を転耕）や家畜のゲッ

プ・オナラによるメタンガスの放出といった

温暖化ガスの排出は、次第に温暖化を促進し

てきたとされる。また、ヒロシマ／ナガサキ

の原子爆弾の使用、度重なる核開発のための

核実験やスリーマイル、チェルノブイリ、そ

して、フクシマの原子力発電所の事故によ

り、自然に存在しない核種を世界中に撒き散

らしたのである。 

 　クルッツェンらの人新世では、先に上げた

様々な事象が大きく展開するのは、第二次大

戦後の冷戦期以降であるとする。そこで、人

新世の始まりを1945年とするのであるが、
しかし、人新世を定義付け、開始時期を決定

する国際地質科学連合および国際層序委員会

では、未だ最終結論を出しておらず、まだ定

説化はされていないという。完新世を含む第

四紀は、そもそも、人類の誕生を踏まえて定

義づけられていて、化石人類の発見に伴う人

類の誕生時期の見直しに伴い、その開始時期

が変更されるほどである。完新世は最終氷河

期以降と定義されるが、その時期は灌漑農耕

の開始とほぼ同時期である。また、更新世末

期の大型哺乳類の絶滅は、人類による狩猟圧

であるとする仮説があることも踏まえると、

人類が関与する自然環境への影響は、長期的

に見れば第四紀以降であり、短期的に見ても

完新世、わざわざ、人新世をたてる所以は何

かと思えてくる。 

 　ところで、「人新世」は「Anthropocene」
の邦訳として当てられた漢字で、読みとして

は「ひとしんせい」とするものもあれば「じ

んしんせい」もある。また、日経サイエンス

では「人新世」だが、「人類世」という漢字

を当てる文献もある。読みは、音読み訓読み

の組み合わせから後者ではないかと思われる

が、こうしたゆらぎは、まだ、定着していな

い用語のゆえでもあるのだろう。まだまだ、

今後、地質時代として定着するには少々の時

間を必要としているようではある。 

 人類学とAnthropocene 

 　人類学関連のジャーナルにAnthropocene
の術語が登場したのは2013年のことである。
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厳密に初出を点検したわけではないので、

100％この時点であるとはいえない。時間的
にも、先に述べたクルッツェンの提言の2000
年から隔たっている。しかし、たとえば、ア

メリカ人類学会連合（AAA）の“Anthropology 
News”［Moore 2013］やその後の2014年の
AAA総会における現代人類学の旗手の一人
のBruno Latourに よ る キ ー ノ ート 講 演
［Latour 2014］、また、下位部会の“Open 
Anthropology”［Antrosio & Han 2015］、また、
AAAによる「人間と気候変化についてのス
テートメント（AAA Statement on Humanity 
and Climate Change）」（2015年1月）［AAA 
2015］などからすると、2013 ― 2014年が人類
学会にとってAnthropoceneに関するトピッ
クのエポックであったかと思える。 
 　こうした動きと関連しているかはともか
く、Latourの講演に先立つ2014年5月のア
プセカーとツィン  32） による“Anthropocene 
Conference 33） ”がカリフォルニア大学サンタ・
クルーズ校において開催されている。ここで

は、人類学者アルフレッド・クローバーの娘

で作家のル・グイン  34） による基調講演に続き、
フェミニスト人類学者のハラウェイ  35） やツィ
ン、ローズ  36） らの発表が行われている。じ
つは、ツィンはデンマークのアールス大学  37）

 のResearch of Anthropoceneの開設にもかか
わり、そちらは、2013年11月にオープニン
グを迎えている。 

 　本稿では、このツィンが関与するプロジェ
クトに関連させて書き進めることにする。ま

ずは、ハラウェイらのAnthropoceneについ
て語るという共著論文［Haraway et al. 
2015］である。ここで、ハラウェイは、

Anthropoceneは「エコシステム・サービス
（Ecosystem Services）」の言い換えにほかな
らないと喝破している［Haraway et. al. 
2016: 538］。このエコシステム・サービスと
は何かというとエコシステムを経済システム

に組み込み経済学の言うサービスとして扱う

ということを意味している  38） 。また、ハラウェ
イは別のところでAnthropoceneの接頭辞の
anthropo-とは誰を差しているかとも述べて、
Anthropoceneの用語の持つ性差の政治性や
先進国―発展途上国、あるいは、植民地主義、

ポスト植民地主義、先住民などについて、

anthropo-の中に何が含意されるのかという
指摘を行っている。AGWのAnthropogenic
もまた、同様である。近代社会（西欧中心主

義の）が引き起こしているAGWは至って政
治的なのだという指摘である。 
 　一方、ツィンはフェミニスト人類学の立場
からするとAnthropoceneは有用な概念であ
ると［Haraway et. al. 2016: 541］している。
ツィンは一方で、次に述べるMultispecies概
念の旗手でもあるので、問題背景としての

Anthropoceneという概念は、格好の舞台で
あるという認識であろうか。彼女の研究は

1990年代後半からキノコ・ビジネスについ
ての研究を進めていて、彼女にとっては人間

社会が環境に対して大規模に影響を与えるこ

とをハイライトするAnthropoceneという概
念との対照性はむしろ好都合であるかもしれ

ない。 
 　ツィンの進めるMatsutake Projectを見て
みよう。彼女の2015年の著書“Mushroom at 
the End of the World”［Tsing 2016］では、
日本の松茸に関わる民族誌を記述していて、

松茸ビジネスが北米、中国、フィンランドを
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含む、松茸ネットワークを構築していること

を描くだけでなく、松茸と松林の生態系、そ

して、日本の嗜好、国際ビジネスが複雑に絡

みあってMultispeciesの格好の材料を示して
いる。たとえば、近代工業が地下資源の採掘

から始まって、一方的に環境を搾取して、近

代社会に基盤資源を供給していているのに対

して、松茸というエージェントは双方向的と

いうか互恵的な作用をしているのである。つ

まりは、ツィンにとってのAnthropoceneと
はこのMatsutakeの世界観とは対照的であ
るのであろうか。 

 むすびにかえて：ブッシュファイア再考 

 　ブッシュファイアに戻る。以下、ブッシュ
ファイアのことを、アボリジニが意図的に定

期的に野や林に火を入れる結果起きるものに

ついてと限定して呼ぶことにしよう。一方、

自然発火やブッシュウォーカー・キャンパー

等による、偶発的に起きる火については、区

別してワイルドファイアと呼ぶことにしよ

う。 

 　そもそもアボリジニたちはなぜ、ブッシュ
ファイアを発明したのだろうか。発明という

意味は、広くとっても構わない。火付けが面

白かったというのも入れて良いだろう。先に

述べたようにリス・ジョーンズは、アボリジ

ニから様々なブッシュファイアについての意

味付けを聞き出している。何か意味があるは

ずだと考えるのは、近代合理性としての行動

の目的性と意味があるはずだと考えるという

ことを前提としていて、観察するだけで満足

できずに、ついついフィールドワークでどの

ような目的や意味があるのかと訊き出したく

なるのだが、それも含めて、その動機につい

ては、ペンディングしてはどうだろうか。つ

まりは、人類にとって目的や意味があろうが

なかろうが、結果として環境との間に生じる

連関がみられ、意図的にせよ無意図にせよ結

果的には、何らかの利得が得られると考えて

みよう。 

 　では、アボリジニにとってブッシュファイ
アは何であるのか。Multispeciesの考え方を
容れ、また、Matsutake Projectのひそみに
倣って、以下のように考えればよいだろうか。 
 （1）狩猟採集民である彼らにとってのメリッ

トは、障害物に弱い槍やブーメランを

使った狩猟者としては、下草が焼かれた

野や林は見通しが良くなり獲物を発見し

やすい。一方では被狩猟獣に発見されや

すいというデメリットはあったとして

も、距離を置いて投槍ができるという物

理的メリットがあるだろう。ワイルド

ファイアの場合、アボリジニの狩猟に

とって都合のいい場所が焼かれるかどう

かは不確定なので、ブッシュファイアは

意図的な場所が選ばれる可能性がある。 
 （2）ブッシュファイアを観察すると火線近

くには鳥が集まってきて火から逃れよう

とする昆虫を捕らえていることが分か

る。ブッシュファイアは少なくとも昆虫

食の鳥類にとってメリットが有るようで

ある。しかし、ネスティングしている場

合、卵や雛が被害を被る可能性がある。 
 （3）アボリジニのブッシュファイアは年に

数回火がつけられるが、雨季の直前であ

ると慈雨は灰分  39） を肥料として土壌に
染み込ませ、新たな芽生えをよぶ。木々
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も焼けた幹から芽生えを生みだすだろ

う。カンガルーなどの草食の動物たちは

こうした新芽が生えて地面によってきて

新鮮な緑を楽しむことだろう。 
 （4）耐火性の高い樹種（オーストラリアの

殆どの種はこれに当たるだろう）は、ブッ

シュファイアによって、高さの低い草や

若木が焼き払われることによって、土壌

の養分に関して他種や同種との競合関係

においてメリットをうける。焼き払われ

ることによる灰分を独占することができ

る。また、一部の葉や幹が焼かれること

による新陳代謝も期待できるかもしれな

い。また、バンクシアのように種子を飛

ばすチャンスとなる。 
（5） ブッシュファイアは、土壌内の菌叢にも

影響をあたえるだろう。例えば、ユーカ

リの疎林もまた、狩猟のための好適地で

あり、アボリジニたちはもちろん火をか

ける。ユーカリの葉は殺菌成分を含む

ユーカリオイルを多く含むことが知られ

ていて、油分を含む落ち葉が林床に堆積

することがワイルドファイアの場合に大

規模な森林火災に直結する。いずれの原

因にしてもその炎はユーカリ成分を揮発

させ、土壌の菌叢にとってメリットをも

たらす可能性がある。つまり、ブッシュ

ファイアは当然のことながら土壌内の菌

叢にも影響を与えて、土壌内の微生物と

の共生関係にも結びついているのである。

（6）オーストラリアの入植者が入った地域
では、おおきく景観が変わった。入植者

はアボリジニを追い払い、ユーカリの林

を開拓した。リス・ジョーンズが書いた、

リング状に維管束を断って立ち枯れさせ

たうえに火をつけて開墾し、畑や牧場を

築いた。また、タスマニアや大陸南東部

では、アボリジニのブッシュファイアに

よって形成されていた疎林は、放置され

た結果、鬱蒼とした森林に変わった。し

かし、それは、ワイルドファイアのリス

クを高めることになった。ヨーロッパか

らの入植者のオーストラリア大陸への侵

入は、景観形成の思想の戦いを導くこと

にもなったのである。

 （7）一方、アボリジニの見る世界は、以上
のような生態的な関係とは異なって、彼

らの神話によって構成されている。例え

ば、川の蛇行は創世神のニジヘビがはっ

た跡であり、岩山はニジヘビが暴れたと

きに飛び散ってできた。岩壁に一部見ら

れる黒っぽい色はその地の聖霊が今もそ

こに張り付いているわけであるし、岩山

上からずり落ちそうに見える岩はニジヘ

ビが顔を覗かせているのである。創世神

の物語や聖霊や祖先が暮らした土地を

「きれい」にするために火をつけるので

あって、狩猟のためではない。狩猟をす

る場所は、自分の所属する父方のクラン

（氏族あるいは言語集団）もしくは母方

のクランの管理する場所であって、誰か

他のクランの土地に勝手にブッシュファ

イアをつけるわけではない。ただし、他

のクランとは婚姻や儀礼の連関で繋がっ

ていて、移動した折に、他者の土地で狩

猟し、ブッシュファイアをつけることも

ある。他者の土地に行けば他者の神話の

世界が広がっていること、自分と同じ神

話的世界の仕組みがあることは了解して

いる。 
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     （8）オーストラリアの国立公園局では、最
近では「人為的に」森林の下生えに放火

して、オフィシャルなブッシュファイア

を森林管理の一手法として実践している。 

 　以上のように考えてみると、アボリジニの
ブッシュファイアは、アマゾンのジャングル

やインドネシアのジャングルを耕地開拓のた

めに起こすブッシュファイアとは違う。これ

らの地域では、人口増加とともにそうした一

方的に収奪する開発をもたらしてしまう。ア

ボリジニのブッシュファイアは人間と自然の

ある種の調和を伴った関係と見える。一方的

に環境を収奪し、生物相を破壊する開発の思

想とは異なっているのである。アボリジニの

ブッシュファイアは意図しない効果として、

様々な種を結びつけている。 
 　人口が停滞する社会の側がAnthropoceneを
提起し、また、AGW（Anthropogenic Global 
Warming）の問題を提起し、国際協調を呼び
かけるのは、植民地主義とポスト植民地主義

の関係の相似形である。こうした状況に対し

て、人類学は何を提起しうるのであろうか。 

 【後記】

　この小論をまとめようとしていたときに、

青土社から『現代思想』3月臨時増刊号「人
類学の時代」がでた。その中に、注目してい

た論文2点  40） （［カークセイ＆ヘルムライヒ
2017］および［ツィン2017］）が翻訳されて
いて、私としてはこれまでの模索が無駄では

なかったと思う反面、若干悔しい思いがした

のであった。 
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  1  ）2015年12月のCOP21に基づき、55カ
国以上が批准し、発効した。各国が強調し

てAGWに対処しようというものである。
この早いタイミングでの発効は、アメリカ

と中国が協定を締結したからであった。 
  2） たとえば、https: //www.theatlantic.com/

politics/archive/2016/12/donald-trump-
climate-change-skeptic-denial/510359/ 

  3  ）Anthropocene（人新世）とは、後ほど
詳しく述べるが、工業化、温暖化、核力の

誕生に関連して、従来の地質年代を改め、

新たに「現在」を定義づけるという動きか

ら生まれた新たな用語である［Crutzen & 
Stoermer 2000］。従来は、地質学的な「現
在」は、Holocene（完新世）という名義
が当てられてきた。 

  4  ）小山さんがはじめてオーストラリアに
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行ったのは1979年で、その後、1982年に
科学研究費補助金（海外科研）をえて松山

利夫さん（1945 ― 、国立民族学博物館名誉
教授）と出かけている。1984年はその第2
回目の海外科研であった。 

  5  ）小山修三、1939 ― 、考古学・文化人類学、
国立民族学博物館名誉教授 

  6  ）Nicholas Peterson、1941 ― 、社会人類学・
アボリジニ研究、Department of Prehistory 
& Anthropology, ANU 

  7  ）Jack Golson、1926 ― 、考古学、Research 
School of Pacific Studies, ANU 

  8  ）藤原宏志、1939 ― 、考古学・花粉分析、元・
宮崎大学学長 

  9  ）藤原宏志、1998、『稲作の起源を探る（岩
波新書）』、岩波書店 

  10 ）Alan Gordon Thorne、1939 ― 2012、 先

史人類学・考古学、Research School of 
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  11 ）Rhys Jones、1941 ― 2001、 考 古 学、

Research School of Pacific Studies, ANU 
  12 ）余談ではあるが、リス・ジョーンズの
妻のベティ・ミーアン（Betty Meehan、
1933 ― 、ANU）さんとは、その後にダーウィ
ンで出会った。二人のパートナーシップで

行われたアボリジニ社会における女性の食

糧獲得の貢献度の高さについての研究

“Shell Bed to Shell Middn”は刮目であっ
た。［Meehan 1982］。 

  13 ）この論文の書かれた時点で、1960年代
のこと。 

  14 ）植民者は樹木に環状に深く刻み目を入
れ維管束を切断して立ち枯れさせて、開墾

を進める。 
  1 5  ）h t t p s :  / / w w w. d p a w. w a . g o v. a u /

management/fire/prescribed-burning 
  16 ）金田章裕、1946 ― 、歴史地理学、現・京
都府立総合資料館館長 

  17 ）窪田幸子、1959 ― 、文化人類学、現・神
戸大学教授 

  18 ）堀江保範、1948 ― 、考古学、現・国立民
族学博物館研究員 

  19 ）その経緯については、金田章裕、1998、
「オーストラリア景観史：カントリータウ

ンの盛衰」、大明堂　pp. 288 ― 292 
  20 ）スマトラ島のToba火山が破局噴火した
のが75,000年前で、70,000年前とされる
ヴュルム氷期の始まりはこの破局噴火と関

連するのか、それとも、さらに巨視的なレ

ベルの気候変動があったのか。 
  21 ）Mungo LadyとMungo Manと名付けら
れている。 

  22 ）現代社会のように農耕によって環境に
介入して栽培植物を栽培し、環境を破壊し

ても地下資源を入手し、土地を切り開き川

の流れを変えて堤防を造り、宅地を造り、

大規模な宅地開発をする、といったような

ことをせずに、生活してきた。また、もち

ろん、大規模に環境に手を入れて道路や鉄

道などの交通網を整備するわけでもない。 
  23 ）その経緯の一部は、杉藤重信、2002、「ア
ボリジニ芸術の現在・過去・未来：オーエ

ンペリ物語」、小山修三・窪田幸子（編）『多

文化国家の先住民：オーストラリア・アボ

リジニの現在』、世界思想社、pp. 215 ― 238 
  24 ）バンクシア（ Banksias spp. ）は、オー
ストラリア大陸の領有宣言をしたジェーム

ズ・クック船長が率いる「エンデバー号」

に乗船していた博物学者のジョセフ・バン

クスに因んで名付けられた。http://www.
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  25 ）https: //en.wikipedia.org/wiki/Thylacine 
  26 ）アボリジニはイヌを連れてオーストラリ
ア大陸に入るが、彼らは狩猟には犬を参加

させておらず、犬をスカベンジャーとして、

あるいは、夜間に抱いて寝て保温に用いた

ことが知られている。野生犬は、ディンゴ

とよばれ、枯れ草色の毛色をしていて、南

アジア・東南アジアの野生犬との遺伝的共

通性がしられている。最近では4000年前に
インドからの直接のインド洋渡洋がアボリ

ジニの遺伝子やディンゴの渡来に関連する

という報告もある（http://www.dailymail.
co .uk/sc iencetech/art ic le  -  2262843/
Migrants-India-settled-Australia - 4 - 000 -
 years-ago-Captain-Cooks-arrival-took-
dingos-them.html）。 

  27 ）http://www.bitsofscience.org/volcanic-
eruptions-climate-cooling-pleistocene ―
 6409/ 

  28 ）https: //en.wikipedia.org/wiki/
Quaternary_extinction_event 

  29 ）アメリカのオリジナル版の“Scientific 
American”では、2016年 9月号「Special 
issue: 9 questions about our future」とし
て出版されている。日本版の前編の5編は、
「1　人類は地球にどんな痕跡を残してい
くのか？」「2　気候変動は人類をどう変え
るか？」「3　どの国が栄えどこが取り残さ
れるのか？」「4　自由・平等な市民社会は
続くか？」「5　遺伝子改変人類が誕生する
のか？」、後編の4編は、「6　人類は老化
に打ち勝てるか？」「7　もし可能になった
ら永遠に生きたいと望むか？」「8　人類は
いつまで存続するか？」「9　未来予測はど

こまで信頼できるか？」と題されている。 
  30 ）［Crutzen & Stoermer 2000］ 
  31 ）よく知られているところではオルドビ
ス紀末（O ― S境界）、デボン紀末（F ― F境界）、
ペルム紀末（P ― T境界）、三畳紀末（T ― J
境界）、白亜紀末（K ― Pg境界）の5度の大
量絶滅であり、その原因は超大陸の形成・

分裂に関わる地殻変動や火山活動、小惑星

の衝突、超新星爆発などが大量絶滅に繋

がったとの仮説がたてられている。人類が

関わる完新世の大量絶滅は、それらに継ぐ

ものとして「第6の大量絶滅期」［コルバー
ト2015］であるとされる。 

  32 ）Anna L. Tsing、1952 ― 、文化人類学、
Univ. of California, Santa Cruz & Aarhus 
Univ., Research on the Anthropocene 

  33 ）http://anthropocene.au.dk/conferences/
arts-of-living-on-a-damaged-planet-may ―
 2014/ 

  34 ）Ursula K. Le Guin, 1929 ― 、作家、『ゲ
ド戦記』シリーズなどで知られる 。

  35 ）Donna Haraway、1944 ― 、フェミニス
ト研究、サイボーグ・ファミニズムや異種

間関係研究で知られる 。
  36 ）Deborah Bird-Rose、1946 ― 、アボリジ
ニ研究 

  37 ）Anna L. Tsingはカリフォルニア大学サン
タ・クルーズ校とアールス大学のダブル・ポ

ジションを維持していて、彼女はアールス大

学 のAURA（Aarhus University Research 
on the Anthropocene、http://anthropocene.
au.dk/）の長も務めている。 

  38 ）たとえば、［馬奈木2012］やhttps: //
ja.wikipedia.org/wiki/生態系サービス 

  39 ）焼けたあとに残る、カルシウム、カリ
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ウム、マグネシウム、リンなどのミネラル

を指す。 
  40 ）Anna L. Tsingら は、Kirkseyの 著 書

“Multispecies Salon”にちなんだウェブサイ
ト（http://www.multispecies-salon.org/）
も公開している。さらに、Anna L. Tsingは
最近の著書“Mushroom at the End of the 

World”［Tsing 2016］でVictor Turner Prize
（2016） とGregory Batson Prize（2016）
を受賞している。Matsutakeに関しては、
やはり、ウェブサイト

　（http://www.matsutakeworlds.org/） を 公
開している。  



「女性論」プロジェクト研究報告

Journal of Sugiyama Human Research 2016 139

A Report of the Women’s Studies Project

  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「今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て」 1) が示されてから、すでに6年が経過した。
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「女子大学

卒業生のライフコースと女子大学の特性に関

する研究―20代から80代の卒業生へのイン
タビュー調査を手掛かりに―」 2) を行い、そ

の結果を教材「ロールモデル集　椙山発の女

性たち」 3) にまとめ、さらにキャリア教育授

業のための教材『SUGIYAMA私のキャリア

マップMY CAREER MAP』 4) を作成し、女子

学園におけるキャリア教育に関する研究「女

子大学におけるキャリア教育の比較研究」 5)

 を行うなど、大学におけるキャリア教育を多

角的に研究してきた。昨年、一昨年にかけて

は、本学の学部の学生たちを対象に「女子総

合学園のキャリア教育に関する調査」 6) 7）を実

施し、学生のキャリアデザインに関する実態

を把握し、キャリア教育の課題を抽出した。 
 　これらの研究成果を踏まえ、本研究では、
本学園高等学校の教員に対して、調査を実施

し、高等学校のキャリア教育の実態と課題を

明確にするとともに、昨年までの調査結果と

合わせて、女子総合学園におけるキャリア教

「女性論」プロジェクト研究報告
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育のあり方について検討した。なお、調査に

あたっては国立教育政策研究所の「キャリア

教育・進路指導に関する総合的実態調査第一

次報告書」内の「高等学校・ホームルーム担

任調査」 8) を参照した。 

 2．研究方法 

 1）調査対象者 

 　本研究では、本学園高等学校のうち担任を
持つ教員30名を調査対象とした。調査票（有
効回答票）の回収数は、27名、9割の回収率
となった。 

 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、2016年7月である。
調査票は、教頭先生からの趣旨説明ののちに

配付し、7月中に回収した。 
 　調査内容は、以下のとおりである。 
 ① キャリア教育の推進が求められていること
の認識について 

 ② キャリア教育に関する資料や情報の収集状
況について 

 ③ ホームルームあるいは学年におけるキャリ
ア教育の計画・実施の現状について 

 ④ ホームルームにおける進路指導の現状につ
いて 

 ⑤ ホームルームあるいは学年におけるキャリ
ア教育の計画・実施に関する生徒や保護者

の現状について 
 ⑥ ホームルームのキャリア教育について困っ
たり悩んだりしていることについて 

 ⑦ ホームルームでキャリア教育を行う上で、
どのようなことに重点をおいて指導してい

るかについて 

 ⑧ ホームルームでキャリア教育を行う上で、
今後どのようなことが重要になると思うか

について 
 　調査結果は、全体的傾向を把握するととも
に、参考にした国立教育政策研究所の「キャ

リア教育・進路指導に関する総合的実態調査

第一次報告書」内の「高等学校・ホームルー

ム担任調査」の結果と比較検討した。 

 3．結果及び考察 

 　調査結果は、以下の図1～8のとおりであ
る。キャリア教育の推進が求められているこ

とについての認識別の層と各質問項目の回答

とでクロス集計を試みたが、いずれも統計的

に有意な差は認められなかったので、単純集

計結果のみについて考察する。 

 （ 1） キャリア教育の推進が求められている

ことの認識について 

 　「知っていた」が48.1％と最も高く、次い
で「何となく知っていた」が37.0％となって
いる。何らかの形で知っている人が8割を超
え る が、 一 方 で、「知 ら な か っ た」 が

11.1％、「無回答」が3.7％と1割以上認識し
ていない人もいる。 

図1　 キャリア教育の推進が求められている
ことの認識
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 　15％弱にあたる4人は知らない、あるいは
無回答であり、なお認識を深める必要がある

ことを示してはいるものの、この結果からは

多くの教員がキャリア教育の推進についての

認識があると言うことができよう。 

 （ 2） キャリア教育に関する資料や情報の収

集状況について 

 　キャリア教育に関する資料や情報の中で、
読んだことのあるものは、「今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て（平成23年1月中央教育審議会答申）」と
「上記以外のキャリア教育に関する専門図

書、雑誌論文・記事等の情報や資料」がとも

に14.8％と最も高く、次いで「文部科学省・
国立教育政策研究所のキャリア教育に関する

ウェブサイト」と「都道府県や市町村、教育

センター等行政機関作成のキャリア教育に関

するパンフレット、手引き及びウェブサイ

ト」がともに、11.1％と続いている。 
 　一方、「キャリア発達に関わる諸能力の育
成に関する調査研究報告書（平成23年3月
国立教育政策研究所）」、「パンフレット『キャ

リア教育は生徒に何ができるのだろう？』（平

成22年2月国立教育政策研究所）」、「パンフ
レット『キャリア教育を創る』（平成23年11
月国立教育政策研究所）」及び「パンフレッ

ト『キャリア教育をデザインする』（平成24
年8月国立教育政策研究所）」はともに、0％
であった。 
 　なお、質問項目の中で最も高い割合だった
のは、「上記のいずれも読んだことがない」

図2　キャリア教育に関する資料や情報の中で、読んだことがあるもの（複数回答）
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で、66.7％と過半数であった。 
 　キャリア教育の推進が求められているとの
認識はかなり高いものの、キャリア教育に関

する資料や情報の収集などの行動について

は、それほど積極的になされているわけでは

ないという結果であった。 

 （ 3） ホームルームあるいは学年におけるキャ

リア教育の計画・実施の現状について 

 　「キャリア・カウンセリング（進路相談）
を実施している」が59.3％と最も高く、次い
で「ホームルームのキャリア教育は計画に基

づいて実施している」51.9％、「ホームルー
ムのキャリア教育の計画は、学校全体のキャ

図3　 ホームルームあるいは学年におけるキャリア教育の計画・実施の現状（複数回答）
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リア教育の計画に基づいて作成されたもので

ある」44.4％、「卒業後の就職や進学に関す
る情報資料を収集・活用している」44.4％と
なっている。 
 　一方、「就職後の離職・失業など、将来起
こり得る人生上の諸リスクへの対応に関する

情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んで

いる」7.4％、「キャリア教育の成果について
の評価（アンケートやポートフォリオなど）

を行っている」7.4％、「就業体験（インター
ンシップ）での体験活動においては、事前・

事後指導を十分に行っている」3.7％、「社会
人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の

活用に努めている」3.7％、「キャリア教育に
関する研修等に積極的に参加し、自己の指導

力の向上に努めている」0％は、大変低くなっ
ている。 
 　キャリア教育については、ある程度実施さ
れているものの、従来の進路指導の域を出て

いないのではないかと思われる結果であっ

た。キャリア教育の推進が求められている現

状にかんがみ、従来の進路指導にとどまるこ

となく、人生キャリアを見据えたキャリア教

育の推進が必要であろう。 

 （ 4） ホームルームにおける進路指導の現状

について 

 　「本人の希望進路先と本人の現在の成績状
況を同程度に重視する」70.4％、「生徒本人
の希望と、保護者の意見・希望を同程度に重

視する」66.7％が高い。次いで、「保護者の
意見・希望よりも、生徒本人の希望を重視す

る」37.0％、「生徒の仲間関係による進路希
望への影響について把握する」25.9％であっ
た。 
 　一方、「本人の希望進路先よりも、本人の
現在の成績状況を重視する」3.7％、「生徒本
人の希望よりも、保護者の意見・希望を重視

する」0％は低くなっている。 
 　生徒本人の希望のみならず、生徒本人の成
績状況は勿論であるが、その他にも保護者の

意見・希望や生徒の仲間関係による進路希望

など、多くの要素を勘案した上での進路指導

がなされている現状が垣間見え、先生方の日

ごろのご心労の状況がうかがえる結果であっ

た。 

図4　ホームルームにおける進路指導の現状（複数回答）
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 （ 5） ホームルームあるいは学年における

キャリア教育の計画・実施に関する生

徒や保護者の現状について 

 　「キャリア教育を実施する中で、生徒は自
己の生き方や進路を真剣に考えている」が

48.1％と最も高く、次いで「生徒はキャリア
教育に関する学習や活動を通して、学習全般

に対する意欲が向上してきている」37.0％、
「生徒はキャリア教育に関する学習に積極的

に取り組んでいる」と「保護者は学校のキャ

リア教育の計画・実施について理解し、協力

している」25.9％の順である。 
 　一方、「生徒は卒業後の就職や進学に関す
る情報資料をよく利用している」18.5％、「生
徒は卒業後の就職や進学に関する副読本など

の教材をよく利用している」は3.7％と低く
なっている。 
 　生徒が、自らの将来について積極的に調査
研究するなどの自発的な行動については課題

が残るが、キャリア教育について考える場を

与えられれば真剣に取り組んでいる。この姿

勢を教員側が評価し、生徒のより豊かな人生

キャリアを育むことが必要であろう。 

 （ 6） ホームルームのキャリア教育について、

あなた自身が困ったり悩んだりしてい

ることについて 

 　「キャリア教育を実施する十分な時間が確
保できない」が40.7％と一番多く、次いで
「キャリア教育に関する指導の内容・方法を

どのようにしたらよいかわからない」が

33.3％で続いている。さらに「キャリア教育
の適切な教材が得られない」25.9％、「キャ
リア・カウンセリング（進路指導）の内容・

方法がわからない」と「キャリア教育に関す

る研修の機会が得られない」と「キャリア教

育の計画・実施についての評価の仕方がわか

らない」がともに22.2％であった。キャリア
教育に費やす時間の確保が難しいということ

と、教員自身が指導方法等について、研修を

受ける機会もなく、どのように進めていいか

悩んでいる様子がうかがえた。 
 　「キャリア教育に関わる学習や体験活動に
ついて、保護者の理解や協力が得られない」

や「キャリア教育を推進する予算が確保され

ない」、「キャリア・カウンセリング（進路指

導）や進路に関する資料の保管・活用のため

図5　 ホームルームあるいは学年におけるキャリア教育の計画・実施に関する生徒や保護者の現
状（複数回答）
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の施設・設備（進路指導室等）がない」とい

う回答はなかった。 
 　キャリア教育に関する教員の悩みは、周り
の人々や環境ではなく、キャリア教育に直接

的に関わる情報や時間の不足ということであ

ろう。 

 （ 7） ホームルームでキャリア教育を行う上

で、どのようなことに重点をおいて指

導しているかについて 

 　すべての項目において、約9割が指導して
いるという回答を得た。その中でも「自分の

将来について具体的な目標を立て、現実を考

えながらその実現のための方法を考えるこ

と」、「自分の将来の目標の実現に向かって具

体的に行動したり、その方法を工夫改善した

りすること」の2項目が96.3％と最も高く、
さらに「よく指導している」の回答割合が高

い項目は、「調べたいことがあるとき、自ら

進んで資料や情報を集め、必要な情報を取捨

選択すること」が51.9％、「自分の興味や関
心、長所や短所などについて把握し、自分ら

しさを発揮すること」が50.0％であった。 
 　一方、「あまり指導していない」という回
答項目は、「起きた問題の原因、解決すべき

課題はどこにあり、どう解決するのかを工夫

図6　 ホームルームのキャリア教育について困ったり悩んだりしていること（複数回答）
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出すことを主眼としていることがうかがえる。 

 （ 8） ホームルームでキャリア教育を行う上

で、今後どのようなことが重要になる

と思うかについて 

 　ホームルームでキャリア教育を行う上で、
今後重要になると思うことについては、いず

れの項目についても、7割以上が「とても重
要」または「ある程度重要」と考えており、

課題を多面的にとらえていることがわかる。

なかでも、「とても重要だと思う」が5割を

すること」25.9％、「活動や学習を進める際、
適切な計画を立てて進めたり、評価や改善を

加えて実行したりすること」18.5％、「喜怒
哀楽の感情に流されず、自分の行動を適切に

律して取り組もうとすること」18.5％であっ
た。 
 　ホームルームでのキャリア教育実践におい
ては、自己理解を深めること、具体的目標を

設定し必要な情報を集めること、その実現の

ために行動することや努力することを指導上

の留意点として重視し、生徒の主体性を引き

図7　 ホームルームでキャリア教育を行う上での指導上の留意事項
注） 選択肢「自分の興味や関心、長所や短所などについて把握し、自分らしさを発揮すること」「不得意なことや苦
手なことでも、自分の成長のために進んで取り組もうとすること」には無回答（n＝1）が欠損値である。
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超える項目は、「学校のキャリア教育全体計

画に基づくホームルーム・学年のキャリア教

育の計画の立案」、「生徒のキャリア発達の課

題に即したホームルーム・学年のキャリア教

育の計画の立案」、「就業体験（インターンシッ

プ）や社会人による講話など、キャリア教育

にかかわる体験的な学習の充実」が59.3％、
「キャリア教育を実施するための時間の確

保」52.0％、「自らの生き方にかかわるキャ

リア教育の充実」と「キャリア・カウンセリ

ング（進路相談）の充実」が51.9％であり、
これらの6項目については、特に強く必要性
を感じている教員が多いことがわかる。 
 　一方、「とても重要だと思う」が3割を下
回る、相対的に支持が低い項目は、「卒業後

の就職や進学の指導に関する副読本などの活

用」14.8％、「キャリア教育に関する指導案
の作成や教材の工夫」22.2％、「キャリア教

図8　 キャリア教育を行っていく上で今後重要になると思うこと
注） 選択肢「キャリア教育を実施するための時間の確保」で無回答（n＝2）が欠損値、「キャリア教育の成果に関す
る評価」で無回答（n＝1）が欠損値である。
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育の成果に関する評価」23.1％、「キャリア
教育の計画の立案にあたっての生徒の参加」

25.9％である。特に「キャリア教育の成果に
関する評価」、「キャリア教育の計画の立案に

あたっての生徒の参加」については、全体の

4分の1以上が「重要だとは思わない」また
は「あまり重要だとは思わない」と回答して

いる。 
 　このように、総じて、今後のホームルーム
でのキャリア教育については、学校全体の計

画や生徒のキャリア発達の課題への配慮、体

験的な学習、生き方にかかわる教育が重視さ

れ、時間の確保が望まれている一方で、副読

本や教材等の活用や生徒の参画、成果の評価

については、優先度が低いことが理解された。 

 4． 国立教育政策研究所の「キャリア教育・

進路指導に関する総合的実態調査第一次

報告書」内の「高等学校・ホームルーム

担任調査」との比較検討 

 　本調査の参考とした、国立教育政策研究所
の「キャリア教育・進路指導に関する総合的

実態調査第一次報告書」内の「高等学校・ホー

ムルーム担任調査」の結果と比較検討してみ

る。対象・調査規模・調査時期が大きく異な

るので、科学的な有意差を検討することは到

底できないが、参考までに結果の比較をして

みたい。 

 （ 1） キャリア教育の推進が求められている

ことの認識について 

 　国立教育政策研究所の調査と比較すると、
「知っていた」が76.1％、「何となく知ってい
た」は21.3％で、「知らなかった」は2.6％と
なっており、本調査とは差がみられる。特に

「知っていた」と言える人に30ポイント近く
の差があり、本学園高等学校ではキャリア教

育に関する認識が明確とはいいがたい結果で

ある。「知らなかった」あるいは「無回答」

に関しては、合わせて10％以上差がある。
回答者の母数が27名と少ないため、回答に
差が出ることは考えられるものの、本調査で

は認識が高いとは言えない。 

 （ 2） 「キャリア教育に関する資料や情報の収

集状況について 

 　キャリア教育に関する資料や情報の収集な
どの行動については、「上記のいずれも読ん

だことがない」がどちらの調査でも一番多い

回答であり、それほど積極的に情報収集がな

されているわけではないということは同様で

あった。 
 　「今後の学校におけるキャリア教育に関す
る教育・職業教育の在り方について（平成

23年1月中央教育審議会答申）」、「上記以外
のキャリア教育に関する専門図書、雑誌論

文・記事等の情報や資料」、「文部科学省・国

立教育政策研究所のキャリア教育に関する

ウェブサイト」及び「都道府県や市町村、教

育センター等行政機関作成のキャリア教育に

関するパンフレット、手引き及びウェブサイ

ト」については、本調査の方が比率は低いも

のの、全体の中では割と高い方であるという

回答傾向は似ていた。 
 　一方、「キャリア発達に関わる諸能力の育
成に関する調査研究報告書（平成23年3月
国立教育政策研究所）」、「パンフレット『キャ

リア教育は生徒に何ができるのだろう？』（平

成22年2月国立教育政策研究所）」、「パンフ
レット『キャリア教育を創る』（平成23年11
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月国立教育政策研究所）」及び「パンフレッ

ト『キャリア教育をデザインする』（平成24
年8月国立教育政策研究所）」についても、
本調査の方が比率は低いものの、全体の中で

は割と低い方であるという回答傾向は似てい

た。 
 　「高等学校キャリア教育の手引き（平成23
年11月文部科学省）」を読んだことがあると
いう回答は、国立教育政策研究所の「キャリ

ア教育・進路指導に関する総合的実態調査第

一次報告書」内の「高等学校・ホームルーム

担任調査」では、20.5％だったものが、本調
査では7.4％にとどまっており、これについ
ては、本調査においてはやや低いと指摘する

ことができよう。 

 （ 3） ホームルームあるいは学年における

キャリア教育の計画・実施の現状につ

いて 

 　全体的に、本調査の方が回答比率は少ない
ものの、設問の一番目「ホームルームのキャ

リア教育の計画は、学校全体のキャリア教育

の計画に基づいて作成されたものである。」

から「就業体験（インターンシップ）などの

将来の職業に関わる体験活動を実施してい

る」までの回答傾向はよく似ている。 
 　「就業体験（インターンシップ）での体験
活動においては、事前・事後指導を十分に行っ

ている」と「社会人や保護者の講話等地域や

家庭の教育力の活用に努めている」が本調査

の方が特に低く、「特にキャリア教育に関す

る計画・実施はしていない」の比率が本調査

の方が比較的高い。 

 （ 4） ホームルームにおける進路指導の現状

について 

 　この調査項目は、本調査独自のものである
ので、国立教育政策研究所の「キャリア教育・

進路指導に関する総合的実態調査第一次報告

書」内の「高等学校・ホームルーム担任調査」

との比較はできない。 

 （ 5） ホームルームあるいは学年における

キャリア教育の計画・実施に関する保

護者の現状について 

 　文科省の報告書によると、「生徒は卒業後
の就職や進学に関する情報資料をよく利用し

ている」が最も高いが、今回の調査結果は

「キャリア教育を実施する中で、生徒は自己

の生き方や進路を真剣に考えている」が最も

高い。一方、「生徒は卒業後の就職や進学に

関する副読本などの教材をよく利用してい

る」については、両方とも最も低い。 

 （ 6） ホームルームのキャリア教育について、

あなた自身が困ったり悩んだりしてい

ることについて 

 　文科省の報告書によると、「キャリア教育
を実施する十分な時間が確保できない」が

34.6％と最も高く、次いで「キャリア教育の
計画・実施についての評価の仕方がわからな

い」31.0％、「キャリア教育の適切な教材が
得られない」26.1％、「キャリア教育と進路
指導との違いがわからない」25.8％、「生徒
の進路意識や進路選択態度に望ましい変容が

見られない」24.2％、「キャリア教育に関す
る指導の内容・方法をどのようにしたらよ 
 いかわからない」23.1％と続いており、本調
査と概ね同様の傾向ではあるが、本調査にお

いては、「キャリア教育を実施する十分な時
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間が確保できない」が、文科省調査よりやや

回答率が高かった。 
 　一方、文科省調査で回答率が低かった選択
肢は「学習や体験活動について、保護者の理

解や協力が得られない」3.9％、「学校・学年
の理解や協力が得られない」3.5％、「キャリ
ア教育に関わる学習や体験活動の計画・実施

に当たって地域や企業等の協力が得られな

い」3.5％であり、周りの理解に関わるもの
であった。本調査においても「学習や体験活

動について、保護者の理解や協力が得られな

い」は0％であったので、同様の結果であっ
たと言えよう。 

 （ 7） ホームルームでキャリア教育を行う上

で、どのようなことに重点をおいて指

導しているかについて 

 　文科省の報告書結果において「よく指導し
ている」「ある程度指導している」と回答し

た傾向は、本調査においても同様であった。

文科省の報告書では、「よく指導している」

と回答した割合の高い項目は、「『進学したい

学校』・『就職したい職場』を選び、その実現

のために努力すること」が64.2％と最も高
く、次いで「上級学校や職場に関する情報を

収集・活用すること」51.8％、「自分の果た
すべき役割や分担を考え、周囲の人と力を合

わせて行動しようとすること」44.8％の順と
なっている。すなわち、「進路選択と実現の

ための努力」→「情報収集・活用力」→「協

調性」の順である。 
 　本調査においては、「調べたいことがある
とき、自ら進んで資料や情報を集め、必要な

情報を取捨選択すること」51.9％、「自分の
興味や関心、長所や短所などについて把握

し、自分らしさを発揮すること」50.0％、「『進
学したい学校』・『就職したい職場』を選び、

その実現のために努力すること」48.1％の順
になっている。すなわち、「情報収集・取捨

選択力」→「自己理解と個性の発揮」→「進

路選択と実現のための努力」という順である。 
 　一方、「よく指導している」の回答割合が
低いものは、文科省の報告書においては「活

動や学習を進める際、適切な計画を立てて進

めたり、評価や改善を加えて実行したりする

こと」21.3％、「起きた問題の原因、解決す
べき課題はどこにあり、どう解決するのかを

工夫すること」16.5％が挙げられる。本調査
においては、「起きた問題の原因、解決すべ

き課題はどこにあり、どう解決するのかを工

夫すること」は22.2％、「大学や専門学校等
を選ぶにあたって、その合格の可能性や採用

の可能性を考慮すること」18.5％が挙げられ
る。この項目については、文科省の報告書結

果において41.2％を示しており、本調査と結
果の違いが見て取れる。 

 （ 8） ホームルームでキャリア教育を行う上

で、今後どのようなことが重要になる

と思うかについて 

 　文科省の報告書と比較すると、概ね、本調
査で「とても重要だと思う」が高い値を示し

た項目は、文科省の調査結果でも値が高く、

本調査で「とても重要だと思う」が低い値を

示した項目は、文科省の調査結果でも値が低

いという状況である。 
 　そのようななかで、「とても重要だと思う」
の回答率に10ポイント以上の差がみられる
項目に注目すると、本調査の方が文科省調査

よりも値が高いのは、「自らの生き方にかか
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わるキャリア教育の充実」、「就業体験（イン

ターンシップ）や社会人による講話など、キャ

リア教育にかかわる体験的な学習の充実」で

あり、逆に本調査の方が文科省調査よりも値

が低いのは、「卒業後の就職や進学に関する

情報資料の収集と活用」である。これらの結

果より、本学園高等学校では、生き方全体に

関するキャリア教育が重視されていること、

また、現在不足している体験的なキャリア教

育を充実させようとしていることが推察され

る。また、卒業後の進路に関する資料の収集・

活用については、大学の併設校という特性か

ら、重要度が相対的に低くなっているものと

思われる。 

 5．結　語 

 　本学園の高校の教員に、キャリア教育の必
要性は理解されてはいるものの、時間的な制

約や情報不足などによって、十分にキャリア

教育がなされているとは言えない状況であっ

た。積極的に、キャリア教育に関する資料や

情報の収集にあたるということもあまりして

いなかった。また、何等かのキャリア教育を

行っている場合でも、いわゆる従来型の進路

指導にとどまっている傾向にあった。進路指

導については、生徒本人の希望のみならず、

本人の成績状況、保護者の意見・希望、生徒

の仲間関係による進路指導など、多くの要素

を踏まえての指導がされていた。今後は、そ

れらに加えて、人生キャリアを見据えたキャ

リア教育の推進が必要であろう。生徒は、そ

れほど自発的には、自分の将来に向けての取

り組みをしているわけではないが、キャリア

教育の場においては、真剣に取り組んでいた

ので、教員側からの働きかけ次第では、生徒

のキャリアについての意識を高めていくこと

は可能だと思われる。現在においても、教員

は生徒の主体性を引き出すことに主眼を置い

てキャリア教育実践に取り組んでいたが、さ

らに生徒たちの主体的な学びを引き出す工夫

が必要とされていると言えよう。そのために

も、キャリア教育にかける生徒・教師双方の

時間の確保が望まれる。 
 　文科省調査と本調査の結果は、概ね同様の
傾向を示していたが、キャリア教育の推進が

求められていることの認識、キャリア教育に

関する資料や情報の収集状況、キャリア教育

の計画・実施の現状や、キャリア教育を実施

する十分な時間が確保できないといった項目

で、本調査の方がやや思わしくない傾向に

あった。しかしながら、本調査の実態におい

ては、やや従来型の進路指導中心のキャリア

教育に偏っている傾向にあったものの、今後

どのようなことが重要になると思うかという

問いに対しては、生き方全体に関するキャリ

ア教育の重要性や現在不足している体験的な

キャリア教育の充実の必要性などが文科省調

査と比べてより高く指摘されていた。 
 　これらのことから、キャリア教育の重要性
は十分に認識されているものの、現実には生

徒の学習時間、教員の準備時間など時間の確

保という課題があることがわかった。今後

は、高大で連携することにより、大学の持っ

ている情報・人的資源などを積極的に提供

し、それらを活用することにより、時間の制

約をカバーし、より密度の濃いキャリア教育

の可能性をともに模索していきたい。 
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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。 

 梅野きみ子 

 　前年度からの継続の下記2つの研究課題に
取り組んだ。 
 1）名古屋国文学研究会 

 　所属する会員（名古屋・関西方面からの女
性研究者20名ほど）が、4月2日（土）、5月
7日（土）、6月18日（土）、7月2日（土）、
8月6日（土）、9月3日（土）、10月1日（土）、
11月5日（土）、12月3日（土）、1月21日（土）、
2月4日（土）、3月4日（土）、3月25日（土）
のそれぞれ午後1時～ 6時まで、椙山人間交
流会館G階会議室において、『風葉和歌集』
の注釈研究のための発表会を開催した。その

成果は、平成28年5月25日発行の『新注和
歌文学叢書』（青簡舎）の中に『新注和歌文

学叢書　20　名古屋国文学研究会著　風葉
和歌集新注　一』として刊行された（写真画

像参照）。 
 　引き続いて、『同　新注　二』を刊行する
ために、これまでの発表会の原稿をまとめな

がら、さらに、続きの18号以降の部分の研

究発表会を開催した。 
 　なお、これまでに発行した『風葉和歌集研
究報』1～ 18号は、その叢書の体裁に合わ
せた原稿に、修正・書き換えて編集している。 

 2）『源氏物語』の注釈研究会 

 　本研究会では、風間書房からの共著『源氏
物語注釈　十一（浮舟―夢浮橋）』を刊行す

るための打ち合わせを、共著者6名のうち5
名までが、名古屋国文学研究会のメンバーで

ある関係から、上記の名古屋国文学研究会の

開催された日に、椙山人間交流会館G階会議
室において、編集方針などの討議をした。『源

氏物語注釈　十一』（浮舟―夢浮橋）の出版

は、平成28年10月刊行予定であったが、平
成29年6月頃刊行を目指すことにして延期

椙山女学園大学文化情報学部教授
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した。その理由は、次の『源氏物語注釈　

十二　索引』をCD―R版にして、『源氏物語
注釈　十一（浮舟―夢浮橋）』に挟んで、同

時出版した方が、時代の趨勢にかなった著作

になろうということになったからである。原

稿執筆のための、編集方針の打ち合わせは、

2月4日名古屋国文学研究会の開催される日
に合わせて、その開催の前に、交流会館G階
会議室において継続して開催した。 

 冨田和子 

 　平成28年度は前年度に引き続き、18世紀
以降、近世後期以降の俳諧資料の収集と整理

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、「小説家　中川雨之助の

狂俳研究と狂俳観 ― 柳亭雨人著『狂俳入門』
を端緒として ― 」（『椙山女学園大学研究論
集』48号　平成29年3月発行予定）をまと
めた。『狂俳入門』を著した柳亭雨人は、名

古屋で大正・昭和前期に活躍した小説家で、

新愛知新聞社員として新聞「新愛知」に連載

小説を執筆した中川雨之助であることが判明

した。その小説は、当時、人気俳優の片岡千

恵蔵や嵐寛寿郎、大友柳太郎らの主演で17
本も映画化されるほど評判のよいものであっ

た。しかし、地方の小説家であるためか、辞

典に取り上げられることなく、ほとんど知ら

れていない。そこで、雨之助の略歴と狂俳の

研究方法を確認し、彼の狂俳観について考察

したものである。 
 　他に、東海近世文学会10月例会で、研究

発表「尾張俳人の系譜―『愛知古今俳人百家

撰』を端緒にして―」を行った。小寺玉晁編

『愛知古今俳人百家撰』は、也有を筆頭に、

暁台の門人を中心にして、古今の尾張俳人

102名を描いた絵俳書である。この中に狂俳
撰者としても活躍した千里亭芝石や梅巣舎巴

水らがおり、芝石は「大ニ俳諧狂俳繁盛シテ高

名ノ壱人也」と評された。そこで、尾張俳人

の系譜について考察したものである。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」との共同でラジオ放送

開始期からテレビ放送開始後の民間放送の放

送関係資料や放送局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。 
 　プロジェクト研究費と平成28年度科学研
究費助成基盤研究（C）「東海地域近世・近
代能楽資料の収集・整理とアーカイブ化」（研

究 代 表 者： 飯 塚 恵 理 人、 課 題 番 号：

26370216）による成果のうち、民間放送関
係資料の成果については「名古屋芸能文化」

26号に村上正樹氏との共著で論文「『名古屋
芸能文化としてのテレビ局草創期ドラマ制

作』の基礎的研究～中部日本放送草創期のテ

レビドラマ『演出家・伊藤松朗』の仕事～」

を掲載した。また東海地域の古典芸能につい

ては本誌「椙山人間学研究」に「戦後東海地

域古典芸能資料の紹介―写真から伺える能

楽・筆曲愛好者の実際―」としてまとめた。   
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 はじめに 

 　戦後から昭和40年代までの東海地域にお
ける古典芸能の稽古においては、ラジオ・テ

レビの影響により東京の家元やその元で修行

した地方のプロに習う人が増えたため、どの

ジャンルでも謡い方や演奏法、舞ならばその

所作や演出などに見られた地方独自性が薄れ

て、「東京風」への流儀内の統一が進んだ。

また能楽や筝曲では、戦前までの大家族制度

や封建制度が支えていた旦那衆やその子女の

家族ぐるみでの稽古に対して、戦後は核家族

化・一億総中流化の流れの中で主婦一人のお

稽古や男性の職場の余暇活動サークルでの稽

古が盛んになった。昭和時代を通じて愛好者

は師匠が同じ者がゆるい繋がりの小サークル

を作り、その中で個々に教授を受ける小口に

なっていく。彼ら「小口」の愛好者は、能楽

では能を舞うことを目標とせず舞囃子や仕舞

を楽しんだ。また筝曲では戦前、自宅の商家

や寺院の座敷で少人数の演奏会を催していた

のが、戦後は社寺、さらに旅館や料理屋の座

敷での発表会を行うようになった。また複数

人数での合奏曲が増え、昭和40年代には能
楽・筝曲とも公民館や市民会館などを稽古の

場や発表会に用いるようになった。なお昭和

時代末期まではまだ能楽でも筝曲・長唄でも

愛好者の大半は稽古をしている人で、プロの

公演は「師匠の模範演奏を勉強する」目的で

見に行っていた。しかし平成に入ると稽古を

せず、贔屓のプロの公演に行って舞台や演奏

を楽しむ「純粋な鑑賞者」というファンが登

場し、能楽の公演では現在稽古していない人

が過半数を占めている。 
 　こうした趣味と階級との結びつきが薄れ、
一億総中流化が進んだ戦後から昭和の高度経

済成長期までの東海地域の古典芸能界の実態

をよく語る資料として、「中津川謡曲連盟」

初代会長岩田豊治氏が三重県四日市市に疎開

で来ていた観世流能楽師塚田秀雄師を招いて

中津川で開いていた社中（稽古サークル）会

の写真と、戦後の名古屋の筝曲の「国風音楽

会」の横井みつゑ師社中の写真を寄託して頂

いたのでここに紹介する。能楽も筝曲も、個

人で「稽古を楽しむ」愛好者が支えていた戦

後から昭和末期の東海地域の能楽界・筝曲界

の「実態」をよく反映している貴重な写真と

考えている。 

 一　中津川謡曲連盟の写真（写真1～ 4） 

 　戦前までの中津町（現岐阜県中津川市）で
の謡曲の稽古は、「中津宝生会」（注）の名で

間孔太郎氏・菅井大作氏という素封家の支援

戦後東海地域古典芸能資料の紹介
―写真から伺える能楽・筝曲愛好者の実際―
Pictures of Japanese classic performing arts (Noh performance and playing the Koto) 
devotees in Tokai area

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人

Erito Iizuka
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写真２　「すや」庭での塚本秀雄師

写真１　塚本秀雄師・後藤孝一郎師・長瀬佐喜氏
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写真３　 「塚本先生名残り惜しみの会」　昭和56年11月21日

写真４　昭和50年代の塚本師社中温習会記念写真
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の下に松本長師・高橋徳之師という東京の宝

生流の能楽師の出張指導を受け、地元師範の

塚本忠治師・露子師を月並会の師範として招

いていた。 
 　戦後、中津川市の歯科医岩田豊治氏は観世
九皐会の塚本秀雄師を招き、彼が中津川で素

人に謡曲指導をする場所を提供した。その

後、複数の能楽師が中津川に稽古場を作った

ので、岩田氏が主唱者となりそれらの社中会

を合わせて中津川謡曲連盟が結成された。な

お岩田氏は戦前、親戚の竹内氏から養子とし

て入ったが、その頃は中津宝生会に所属して

いた。岩田氏は東京在住の能楽師では観世元

昭師を贔屓にされており、元昭師を招聘して

中津川市で能を催したこともあった。 
 　中津川謡曲連盟は戦前の中津宝生会と比較
して女性の比率が多かった。それが関係する

かは不明だが小鼓を稽古する会員が多く、岐

阜市在住の幸清流小鼓方後藤孝一郎師が戦後

独立後すぐに岩田氏の招きで中津川に出稽古

に行かれ、現在も「中津川桂会」の指導をさ

れている。そのせいか戦前の中津宝生会では

温習会（稽古のおさらいを目的とする発表

会）の演目に素謡が多かったのに対して、中

津川謡曲連盟では仕舞・舞囃子が多かった。

普段の稽古には岩田氏の自宅広間が開放され

ていたが、発表会は中津公民館や割烹旅館「長

多喜」（現在も中津川市駒場桃山にある）の

大広間などで行われた。 
 　写真1は昭和40年代の中津公民館でのス
ナップ写真で塚本秀雄師、後藤孝一郎師と塚

本師社中の長瀬佐喜氏が写っている。塚本師

の社中では後藤孝一郎師について小鼓も一緒

に稽古する人が多かった。 
 　写真2は塚本師晩年の発表会のスナップ写

真で、菓子屋「すや」の庭園の池のほとりで

写されたものである。 
 　写真3は「塚本先生名残り惜しみの会　昭
和56年11月21日」のタイトルが付いており、
塚本秀雄師が中津川の稽古場を閉じる際の記

念として催された会の写真と考えられる。 
 　写真4は昭和50年代の塚本師社中の温習
会の集合写真で女性が多いことが分かる。 
 　塚本氏が稽古場を閉じられた後の中津川に
は観世九皐会の佐々木勝輝師が稽古場を作ら

れ、現在では観世九皐会の中所宜夫師が稽古

場を持たれている。中所師以外にも複数の観

世流の能楽師の方が中津川で稽古場を開いて

おられ、毎年秋に中津川中央公民館で行われ

る中津川謡曲連盟の謡曲会はこれらの社中の

合同で催されている。 

 二　戦後名古屋の筝曲写真（写真5～ 8） 

 　横井みつゑ師は戦中から戦後にかけて名古
屋の国風音楽会に所属し、多くの弟子を育て

た筝曲演奏家である。横井師は津島に在住し

ていた神戸すゑ（1887 ― 1955）師の門人であ
り、同じ神戸師の弟子に佐藤君子師がいる。 
 　戦後の筝曲界は能楽と同様に専業主婦など
女性の愛好家が多くなった。それに伴い弟子

として修行して師匠となっていく女性が多く

いた。特に国風音楽会は、トップは盲人の男

性演奏家だが素人弟子の育成は戦前から多く

の女性演奏家が行っており、その素人の女性

演奏家から戦後、プロの筝曲演奏家や筝曲師

匠が育っていった。 
 　写真5は昭和26年4月15日の温習会集合
記念写真である。森山千代子師の社中会と思

われるが、弟子は若い女性が圧倒的である。

森山師は今回貴重な写真を御提供頂いた古市
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写真５　昭和26年4月15日の温習会記念写真

写真６　「娘道成寺」演奏風景
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写真７　子ども演奏（森山社中温習会）

写真８　 名銀ホールにおける森山師社中会記念写真
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康子氏の師匠で横井師の弟子である。古市氏

のお話によれば昭和23年前後から昭和36年
頃まで名古屋市千種区谷口で教授をされてい

たそうである。 
 　写真6は「娘道成寺」の演奏風景である。
森山師の社中の演奏（おそらく温習会）で森

山師が後見をしている。西園流尺八宗家岩田

西園師の御教示によると、「尺八は西園流以

外の流儀の演奏者である。氏名は分からない

が、洋楽の楽譜見台を使用するのは都山流系

なのでその関係者であろう。戦後復興期の行

儀のよいさらえ会（＝温習会）の雰囲気がよ

く出ている。場所は松岡旅館の大座敷であ

る。」とのことだった。 
 　写真7は三人の子どもが琴を演奏し、森山
師が後見をしている。尺八は岩田西園師によ

ると「西園流の足立晴舟師である」とのこと

である。 
 　写真8は名銀ホールにおける森山師社中会
の集合写真である。写真に写っている田中田

鶴（子）師は小松景和師の娘の池田くわ師の

弟子であり、その後三品正保師門下に移り、

さらに横井師の元に転門した。また中野和枝

師は横井師の内弟子である。森山師が横井師

と横井師の育成した弟子の師匠達と懇意で

あったことが伺われる。また写真7に写って
いた足立晴舟師、現在の国風音楽会会長であ

り日本で唯一の盲人平曲演奏家である今井検

校勉師も写っている。 

 まとめ 

 　「古典芸能」は戦前の日本放送協会（NHK）
が作った用語であり、「伝統芸能」も戦後に

なって放送用語から作られた新しい言葉であ

る。ラジオ放送が始まる以前、能楽は有閑階

級の旦那衆の芸であり、筝曲は裕福な家庭の

婦女子が多く習い、清元や新内は花柳界の、

落語や浪花節や浄瑠璃は下町の寄席に出入り

する肉体労働者の芸だった。そして謡曲や筝

曲は特に特定の師匠について稽古する愛好者

によって支えられていた。戦後の昭和期にな

ると能楽も筝曲も余暇に稽古を楽しむ専業主

婦、女子学生、児童、会社員、公務員などの

謡曲・筝曲サークルによって支えられるよう

になった。演劇として能を観る観客、音楽と

して筝曲を聴く聴衆が育つのは平成に入って

からである。現在、能楽・筝曲・長唄・日本

舞踊など古典芸能に属するジャンルはいずれ

も稽古に励む愛好者の高齢化が進んでおり、

温習会などの「素人の発表会」に参加してく

れる次世代の育成が大きな課題となってい

る。 
 　稽古を通じて師匠やその芸に触れる機会の
多かった昭和期までの愛好者達は、本論文で

紹介したような「古典芸能の実態」を表す写

真や録音を、師匠に劣らぬほど多く所持して

いる。しかし「はじめに」に記した通りそれ

らは個人的なものであるため、代が変わると

散逸したり、価値が分からないままに廃棄さ

れてしまう危険性が高い。これからも早急に

収集を進めたいと考えている。 

 注　飯塚恵理人「戦前から昭和四十年代まで
の東濃地方での宝生流謡曲の流行について―

中津宝生会の記録と写真を中心に―」、宝生

会「宝生」第36号　花に逢う、平成27年9
月発行、P. 23 ― 25 

 補記　貴重な資料を御提供頂きました中津川
桂会梅田嵯峨氏と筝曲芳糸会（岡崎清芳師社
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中）の古市康子氏、御教示を頂きました西園

流尺八宗家岩田西園師に感謝致します。 
 　本稿は平成28年度椙山女学園大学人間学
プロジェクト研究「日本・アジア文化と人間」

と、平成28年度科学研究費助成基盤研究（C）
「東海地域近世・近代能楽資料の収集・整理

とアーカイブ化」（研究代表者：飯塚恵理人、

課題番号：26370216）、平成26年度放送文
化基金助成「昭和20 ― 40年代民放草創期放送
資料の収集・整理とアーカイブ化に関する基

礎的研究」（研究代表者：飯塚恵理人）によ

る成果の一部となります。 
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  1．はじめに 
 　「環境と人間」について、世界的には国連
を中心に、大きな動きがある。2014年11月
に開催された名古屋での「持続可能な開発の

ための教育（ESD）に関するユネスコ世界
会議」はもちろん、2015年国連サミットで
決定された「持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）」である。 
 　このSDGsの決定に至るまでの経過を見る
と、2012年6月に開催された国連持続可能
な開発会議（リオ＋20）から始まり、2013
年には、オープンワーキンググループ（OWG：
Open Working Group） が 立 ち 上 が り、
SDGsの素案作りが開始されたのである。そ
して、2015年9月の国連持続可能な開発サ
ミットで採択された「持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」で、2016年から2030
年までの国際目標としてSDGsが決定された
のである。このSDGsには、図 ― 1のように
17の目標がある。

 

 　1．貧困撲滅　
　2．飢餓の撲滅と食糧の安全確保　
　3．健康な生活、福祉の推進 
 　4．公平な教育機会　
　5．ジェンダー平等　
　6．水、衛生へのアクセス 
 　7．持続可能で近代的なエネルギー　
　8．雇用、経済成長 
 　9． インフラの充実、産業化の促進、イノ

ベーションの拡大　

  　10．国家間の不平等の是正　
　11．持続可能な都市、居住地の促進 

水と音楽と子どものメッセージがつなぐ大陸間教
育交流
～椙小から地球子ども広場のネットワーク活動へ～
The exchange of Intercontinental Education which water, music and child's 
message connect
―From Sugiyama Primary School to the network activity of Global Kids Square―

椙山女学園大学教育学部教授
宇土　泰寛
Yasuhiro Uto

「環境と人間」プロジェクト研究報告

図―1　持続可能な開発目標（SDGs）
出所：国連広報センター
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 　12．持続可能な消費と生産　
　13．気候変動に対する対策
　14．海洋、海洋資源の確保 
 　15． 陸上生態系、森林資源の確保、砂漠

化への対処

　16． 平和で公正な社会の構築 
 　17． SDGs推進に向けた国際的連帯の活性

化 
 　このような動きの中で、椙山女学園大学附
属小学校や椙山女学園大学のゼミを中心に、

西アフリカのブルキナファソ、ヨーロッパの

フランス、オセアニアのオーストラリア、そ

して、アジアの日本と大陸を越えて水をテー

マに大陸間教育交流を図ってきた。 
 　今回、世界のこれらの動きの中で、水問題
を中心に教育実践を図ってきた大陸間水プロ

ジェクトは、国連が提唱する水・気候変動教

育とたいへん深い関わりがあり、新たなス

テージへと向かうことになった。 
 　そこで、SDGsの中で、目標6の水、衛生
へのアクセス（すべての人々に水と衛生への

アクセスと持続可能な管理を確保する）、目

標13の気候変動に対する対策（気候変動と
その影響に立ち向かうため、緊急対策を取

る）を核に、研究実践を進めることにした。 
 　このような研究活動が、椙山人間学研究セ
ンターの環境と人間プロジェクトに関わるこ

とによって、広く研究を進める機会を得るこ

とができた。さらに、今回の大陸間水プロジェ

クトは、学校改革としての東京の小学校での

地球子ども博物館   1)  、地域での活動としての
地球子ども広場など、今までの多くの実践の

成果を吸収し、様々な側面を統合して、でき

たものである。それ故に、今までの研究実践

を振り返りながら、環境と人間というSDGs

に深く関わるテーマを、次期学習指導要領で

の教育改革の動向も踏まえながら、これから

のSDGs時代の教育実践として探究していき
たいと思う。 

 2． 椙山女学園大学附属小学校の机と椅子の

旅からユネスコスクールへ 

 　ブルキナファソとのつながりは、2008年 ―
 2009年の東京都港区白金地区での地域国際
交流が発端で、そこでは、世界銀行やJICA
の協力も得て、ブルキナファソとのテレビ会

議「地球授業」を実施し、ブルキナファソへ

の支援とつながりができたのである   2)  。同時

に、学校を離れての地域での活動であり、そ

こに集まる子どもたちの活動拠点として、「地

球子ども広場」をつくったのである。 
 　私が椙山女学園大学附属小学校の校長を兼
任し、学校改革として国際化への動きを作り

出した時、全校の机と椅子を新しい規格のも

のに換えることになった。旧規格の机と椅子

を廃棄するのではなく、ブルキナファソに商

船三井や大使館の協力を得て、贈ったことか

ら、名古屋地区でのブルキナファソ支援交流

が始まったのである。2010年8月に大使を
お招きして椙小で贈呈式を行ったものの机と

椅子が現地の学校に到着したのは2011年5
月で、この期間の苦労と机と椅子の旅を「椙

ニコちゃん　ブルキナファソへの旅」とし

て、椙小の4年生に今もお話とプレゼンテー
ションで、語り継いでいる。 
 　校長としてブルキナファソを訪問し、現在
も交流しているル・クルーゼ学園とのつなが

りができた。さらに、大陸間教育交流の考え

も生まれたのである。私は、椙山女学園大学

附属小学校はオーストラリアとつながり、
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ル・クルーゼ学園はフランスと支援プロジェ

クトを実施しており、フランスの担当者とブ

ルキナファソのザカネ理事長に、両方のプロ

ジェクトがつながるとアジアの日本、アフリ

カのブルキナファソ、ヨーロッパのフラン

ス、オセアニアのオーストラリアと大陸間で

の活動になることを提案し、賛同を得て、こ

の大陸間プロジェクト構想が生まれたのであ

る。このように大陸を越えて、環境と人間の

課題へと本格的に進む原点になったのは、椙

山女学園大学附属小学校なのである。 
 　椙山女学園大学附属小学校は、『地球時代
の「人間になろう」をめざした学校づくり～

共に生きる心を大切に育み、子どもたちの個

性を伸ばす』という「個性」と「共生」をキー

ワードにしたビジョンを提示し学校改革への

方向性を示し、次期学習指導要領ともつなが

る「協同的な学び合い」や水問題、開発途上

国支援などを導入していったのである。つま

り、次期学習指導要領のもとになる中央教育

審議会答申では、「主体的・対話的で深い学

び」、そして、「世界とその中における我が国

が広く相互的な視野で捉えながら、社会の中

で自ら問題を発見し解決していくことも重要

となる。国際的に共有されている持続可能な

開発目標（SDGs）なども踏まえつつ、自然
環境や資源の有限性、貧困、イノベーション

など、地域や地球規模の諸課題について、子

供一人ひとりが自らの課題として考え、持続

可能な社会づくりにつなげていく力を育んで

いくことが求められる   3)  。」などが打ち出さ
れており、これはすでに附属小学校で取り組

んできていることである。 
 　この新たな教育実践の創出に重要な役割を
果たしたのが、中堅教員の外部研修会への参

加を促し、彼ら自身が自らの教育実践を変革

していったことである。また、「ひらき―つ

なぐ」という戦術的なキーワードが教員の意

識改革、学習内容のつながり、世界へのつな

がりとなっていったのである。さらに、環境

教育―地域学習と国際教育―地球学習、そし

て、表現ステージからなる学習論モデルを提

起し、これを基盤にした研究実践が、2012
年12月のユネスコスクール認定にもつな
がったのである。そして、椙小では、ホール

スクールアプローチとして、オーストラリア

でのホームステイ、ブルキナファソへの支援

交流を継続的に行う地球の持続的発展プロ

ジェクト、名古屋メダカの研究や覚王山日泰

寺の研究など地域の持続的発展プロジェクト

を実施してきたのである。これらをもとに、

表現ステージで、名古屋フィルハーモニー交

響楽団との共演、全校合唱、ブルキナファソ

への支援活動へとつなげていったのである   4)  。 
 　椙山女学園大学附属小学校が現在も、ブル
キナファソへの支援活動を継続しているのに

は、子どもたちのすばらしいアイデアと行動

力があったのである。まず、ブルキナファソ

支援を記念したバッジを作る際に、オリジナ

ルマスコットキャラクターのデザインを募集

し、「椙ニコちゃん」を考案した。そして、

私がブルキナファソから帰ってきて、「フラ

ンスの子どもたちは、ブルキナファソを支援

するとき、募金活動として直接お金を募金箱

に入れるのではなく、自分たちで物を売った

り、活動したりして、お金を集めているよ」

と話したら、なんと子どもたちは、筆箱や鉛

筆などを自分たちでデザインして、見本を

作ったのである。多くの人の協力も得て、椙

ニコちゃんが入った鉛筆を製品化し、現在も
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販売し、その中の一部分がブルキナファソ支

援に役立つことになっている。このグッズを

製作し、支援に役立てる方法は、これからの

地球子ども広場の活動としても、大いに参考

になることである。 
 　椙小のユネスコスクールとしての研究実践
は、今、ミュージカルまで発展した大陸間水

プロジェクトの土台をつくったものであり、

次期学習指導要領での新たな教育を先取りし

た点でも、国連がSDGsとして2030年まで
やろうとしている目標との関連においても、

たいへん評価されているのである。 
 　このように椙山女学園大学附属小学校の教
育実践モデルは、大陸間水プロジェクトとし

て、公立小学校にも拡大し、発展してきてい

る。 

 3．公立小学校での水の学びから合唱・ミュー

ジカル制作を通した活動 

 　公立小学校は、時間割で学ぶべき教科も決
められており、新たな教育課題を学ぶ時間の

確保は難しい。しかし、名古屋市立蓬来小学

校は、林敏博校長のもと、関わり合う場、学

び合う場、響き合う場の3つの学びの場を創
り、学校全体で、ホールスクールアプローチ

として教育活動を展開している。当初、子ど

もたちは、総合的な学習の時間で国際理解教

育をテーマに学ぶが、「地球規模の問題を自

分事として」捉えるのは難しかった。まして、

合唱やミュージカルなどの表現活動は、練習

時間の確保が難しかった   5)  。 
 　そこで、学校では、水問題への学び合い、
ポスターセッションなど、協同の学び合いを

継続した。さらに、合唱やミュージカルを行

う時のリーダーにもなれる音楽部と国際交流

推進委員会を設けて、活動を始めたのであ

る。水についてのイメージを20個の言葉で
表し、そこで出てきたキーワードから、日本

版の歌詞ができ、この歌詞に、椙山女学園大

学の渡邉康先生が作曲し、「水はいのち

I LOVE WATER」ができたのである。 
   　フランスとブルキナファソの学校と子ども
たちも、自らの国の水問題を調べ、その国の

「I LOVE WATER」の歌詞を作ったのである。
フランスは、胎内から宇宙まで、過去から未

来までの映像を駆使して合唱の映像を創り、

ブルキナファソは、見事なダンスで、自らの

国の水問題の厳しさを表現したのである。 
   　この合唱の制作は、以下のような学習論モ
デルと構想を踏まえて行った。この学習論モ

日本『水はいのち I Love Water』
　　水はいのち　世界をめぐる 水はいのち　世界をつなぐ

　　水はいのち　地球のたからもの 水はいのち　水となかよし

　　水はどこからくるのだろう 川と海をつなぐ　いのちの水

　　きらきら輝く水 きらきらはじける水

　　ひとつぶの水が　川と川をつなぎ 海と海をめぐり　地球をみたす

　　水はいのち　世界をめぐる 水はいのち　世界をつなぐ

　　水はいのち　地球のたからもの 水はいのち

　　I Love Water I Love Water
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デルは、エンゲストロームの拡張的学習と

ヴィゴツキーの活動理論を参考に、椙山女学

園大学附属小学校のユネスコスクールとして

の研究実践への基本構想として提起したもの

である   6)  。 
 ①水についての学び（地域・地球）⇒②メッ
セージと歌詞⇒③ミュージカル⇒④市民性

   　　① 水についての調査・探究・相互の発表
（地球時代の水のリテラシーを参考に） 

 　　　1． 水についてのイメージ（子どもへ
の調査） 

 　　　2． 水についての学校での学習 
 　　　3． 水に関する地域での問題の探究と

発表 

 　　　4． 水についての歴史、人々の知恵、夢、
町づくり 

 　　② 合唱のための歌詞と作曲　渡邉康（椙

【フランス】Ecole de la VALEE
宇宙の中の青い地球

大きな河　小さな川

大きな海　小さな海

すべての命の母　みんなあなたが必要

東京でもパリでも　みんなあなたが必要

水は過去へ私たちを誘う

恐竜たちは滝の下で鳴き声をあげていた

今　水は私たちを潤わせきれいにしてくれる

人魚や踊るクジラのように

水は幸せをくれる

枝を育て、花を咲かせ

子どもたちの未来を守る

生まれてくる子どもたちの微笑みも守る

地球のすべて青い海

貴重な真珠飲める水

私は何ができるだろう

この宝物を守るために

すべての想いを込めて

I Love Water  I Love Water

【ブルキナファソ】Le CREUSE Plus
ダイヤモンドや金よりも貴重で

計り知れないほどの価値のあるもの

分かち合おう　きれいに保とう

大切さに気づこう

水は生命だということを忘れないように

水は命　命の源

私は水が好き　私の愛する命だから

水を守ろう　私の愛する命を

この水はやさしい

奇蹟で神秘的なもの

この雨　命の水

この嵐　この自然で命ある水

水に問題が起こって　井戸がかれたり

水源が汚染されたりすると

生きてゆけない

水を保護すること

水をきれいに保つことを学ぼう

水は命

I Love Water  I Love Water
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山女学園大学） 
 　　　作詞： 水についてのキーワード→各国

で歌詞 
 　　　作曲： 水の本質、水の旅、子どものイ

メージから 
 　　　合唱： 各国で、メッセージを伝える合

唱の工夫 
 　　③ミュージカル　メッセージ性 
 　　　 水についての学び　⇒　水問題解決へ

の取り組み、各国の様々な水のストー

リー 
 　　④ 市民性教育　水問題解決に向けて参画

するアクティブな市民性の育成 
 　この3か国の合唱は、2015年（平成27年）
11月7日に、東海ブロック国際理解教育研究
大会（愛知大会）が、椙山女学園大学で開催

された際、そのオープニングセレモニーで披

露され、蓬来小学校の子どもたちは直接会場

で合唱を披露してくれた。その後、ブルキナ

ファソのル・クルーゼ学園カトリーヌ・ザカ

ネ理事長とカルクンド・フェリックス校長、

日本の林敏博校長、そして、司会は宇土で、

国際シンポジウム「世界の子どもたちが大陸

を越えて学び合う“水と生活”」を行った。

会場に集まった大勢の東海地区の先生方から

も、「グローカルな水問題がよくわかった」「同

じ歌でもこんなにイメージが違う」「ほかの

大陸の国でもやってほしい」などの声が聞こ

え、大いに評価を得た。そして、この合唱の

成功をもとに、次なる目標としてミュージカ

ルを通した活動を進めることにした。 
 　ところが、合唱とミュージカルでは、子ど
もたちの練習時間が格段に違い、学校の時間

ではたいへん厳しいこと、ミュージカルの制

作に関わる人的な要因が質・量ともに大きく

異なり、学校中心の発想からの変更を余儀な

くされた。 
 　そこで、浮かび上がってきたのが、ブルキ
ナファソとの最初のきっかけになった東京白

金での実践で生まれた「地球子ども広場」の

発想であった。 

 4．地球子ども広場の活動 

 　椙山女学園大学附属小学校、そして、名古
屋市立蓬来小学校と、学校を母体にした活動

の限界が出てきた。大陸間水プロジェクト

も、活動が広がるにつれて、新たに活動組織

の確立、目的の再確認など、様々なレベルで

検討をしなければならなくなった。 
 　東京白金での地域活動からのブルキナファ
ソ支援、そして、椙山女学園大学の宇土ゼミ

で実施していたUR都市機構の団地プロジェ
クトでの「地球子ども広場」をもとにしなが

ら、活動の目的を検討し、以下のような大陸

間水プロジェクトの目標を設定した。 

 大陸間水プロジェクトの目標

　人間、そして、地球上のすべての動植物

が生きる上で絶対に必要な「水」、しかし、

地球上のあらゆる人にとって、安全な水へ

のアクセスができるわけではなく、地域に

よって様々な課題を抱えている。水問題は、

地球的課題でもあり、地域の課題でもある。

まさに、グローカルイシューと言える。本

プロジェクトは、関係国の子どもたちが水

問題に対する取り組みとして、大陸を越え

て研究し、学び合い、問題解決に向けての

具体的な提案の発表を通して、子どもたち

の協働的活動や交流を生み出すことを目的
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     　この活動を実施する新たな母体は、学校だ
けではなく、地域での活動組織や個人など、

参加希望の多様なアクターを包摂する組織と

して、新たに「地球子ども広場」（Global 
Kids Square）を設けたのである。 
 　地球子ども広場を各国や各地区に設ける。
例えば、フランス・バール教室、ブルキナファ

ソのワガドゥグー教室など、世界にも広げら

れ、そこでの学び合いを世界に発信していく

活動拠点となる。つまり、この地球子ども広

場では、学校単位だけではなく、個人でもグ

ループでも参加でき、グローカルな複眼的視

点を持ち、水についての学びと町づくりを担

う子どもたちの育成を図るのである。 
 　その実現に向けて、まず水や気候変動につ
いての学びのカリキュラムと水についてのリ

テラシーを作り、その学び合いから表現活動

を創り出していくことが必要である。 
 　そのために、日本だけではなく、フランス、
ブルキナファソの教師や学校・大学が行う研

究が必要であり、以下のような課題と役割を

考えた。 
 　　①地域と地球の水問題の調査研究 
 　　　日本： 東海地域をはじめ、研究協力者

を増やし、関西地域、関東地域、

四国地域、東北地域、九州地域

などと拡大していく。各地域の

実態を調査し、教育的な視点か

ら、トピックを選び、ジオラマ

やイラストマップなどの学びの

しかけを作製し、それぞれの地

域の特性と共通性を見出してい

く。 
 　　② 水の学びの内容の基礎になる水リテラ

e

とする。そして、この活動を通して、最終

的には、水問題に苦しむブルキナファソな

どの地方の村の子どもたちに、安全な水を

得るための井戸と持続可能な地域社会を形

成するための学びの機会と場を提供するこ

とを目的としている。また、本プロジェク

トは、学び合い、表現、具体的行動といっ

た主体的な活動を重視し、21世紀の地球時
代を生きる力を持った子どもたちの豊かな

資質形成を図る。そのために、言葉は国や

文化によって異なるが、身体表現と音楽（リ

ズム）は国境を越える表現力を持っている

ので、メッセージ性を持ったミュージカル

活動を通して大陸を越えたプロジェクトを

実施する。
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シー研究   7)   
 　　　 日本とオーストラリアとの比較研究か

ら出てきたトピックをブルキナファソ

やフランスでも当てはまるか検討し

て、大陸間水プロジェクトの独自なも

のを提起していく。 
 　　　テーマ： 水の世界・水と生活・世界の

水危機・国境を越える水・水

と人々・私たちにできること 
 　　③ テキスト制作： 日本語・英語・フラン

ス語のテキスト 
 　　　 テキスト『水となかよし～世界をめぐ

る水はみんなのもの』宇土・ザカネ 
 　　　 テキスト『地球の真ん中で出会った世

界の子どもたちと水の精の物語』宇土 
 　　④ 子どもたちや学校、広場の変容の調

査、活動の記録 
 　まず、地球子ども広場での学びのカリキュ
ラムとして、以下のものを作成した。学校で

のカリキュラムと違い、時間数が非常に限定

されるために、基本的には10回を予定した。 
 　このカリキュラムの内容となるのが、地球
時代を生きる市民として習得すべき水に関す

る学びのトピックや内容である。 
 　この日本とオーストラリアとの比較研究か
ら考察した時点では水のみのトピックから

なっているが、今後は、内容的には、気候変

動と関わるトピックも考察していく必要があ

る。 
 　また、SDGsの視点から、これらのトピッ
ク間の相互関係を幅広い視点、まさに「環境

と人間」の視点から検討していく必要がある。 
 　地球子ども広場の活動には、水と気候変動
の学びにおいても、多様な方法が生まれた。 
 　この活動に参加する子どもたちの発達段階
もあり、その多様性がお互いの刺激になり、

融合し合い新たな手法へと発展する可能性を

持ったとも言える。 

回 日程 水の学習Ⅰ 学習内容

1 月　　日 水についての学び①
　地球・地域からみた水と命

出会い：テーマ・仲間・自分
宇宙船地球号　I LOVE WATER

2 月　　日 水についての学び②
　日本の水と歴史

大陸間ミュージカルに向けて
知多半島の水、バーチャルウォーター

3 月　　日 地球リポート①
　アフリカの生活と水

ブルキナファソの事例
ル・クルーゼ学園のフィールドワーク

4 月　　日 地球リポート②
　ヨーロッパの生活と水

ヨーロッパの事例
フランスの町と学校

5 月　　日 大陸間ミュージカルに向けて
　メッセージと歌詞

ミュージカルの学びのメッセージ
水の危機（干ばつ、洪水等）解決方法

水の学習Ⅱ 学習内容

6 月　　日 大陸間ミュージカルから
　個の変化、学び合いの変化

今後の活動へ：テレビ会議等も
水問題解決のための子どもサミットへ

7 月　　日 地球的・地域的課題
　世界の水問題

子どもサミットへの主体的学びへ
水リテラシーのトピック

8 月　　日 地球的・地域的課題
　日本の水問題

子どもサミットに向けて（テレビ会議）
水問題と地球の持続的発展

9 月　　日 地球授業の課題
　気候変動と水問題

子どもサミットに向けて
テレビ会議の準備

10 月　　日 地球授業（テレビ会議）
　地球温暖化と水問題

子どもサミットに向けて（テレビ発表）
各国・各広場の提案や海外での公演へ

日本、ブルキナファソ、フランス等の若者や子どもたちの連携による活動
地球子ども広場：水の学習カリキュラム



「環境と人間」プロジェクト研究報告

Journal of Sugiyama Human Research 2016 171

 （1） 西山っ子地球子ども広場でのジオラマ
を通した水の学び合い活動 

 　椙山女学園大学に近い虹ヶ丘西団地の集会
所の隣の空き部屋をUR都市機構が無償提供
してくれ、ジオラマを常時設置の形で活動を

開 始 し た   8)  。2015年 5月～12月、 そ し て
2016年5月～12月に、宇土ゼミプロジェク
トとして、月2回程度、16：00～18：00を
基本に、一種のアフタースクールとして、実

施してきた。 
 　活動の目的は、地域の課題を探求し、学び
合い、自らの問題として、どのように関わり、

よりよい地域社会をつくるかという子どもた

ちの参加型の市民性を育成するプロジェクト

活動である。そして、自らの地域の課題を、

世界の各地域の子どもたちと交流し、学び合

うことを目的とする。共通のテーマとして、

水・気候変動・運輸・町づくりを掲げている。 
 　内容としては、東海地域のテーマに沿った
事物をジオラマで表現し、その地域の課題を

子どもたちが考え、町づくりを行う。特に、

水・気候変動を中心テーマにしているので、

水の多い木曽三川、金華山と岐阜城、名古屋

駅前の市街地、東山動植物園、長久手の丘陵

テーマ トピック

Ⅰ．水の世界

1．地球は水の惑星
2．水の様々な形　液体・固体・気体
3．水の循環
4．海水と淡水
5． 地球上の水のかたより　雨の多い国、
少ない国

6．水の流れと地形

Ⅱ．水と生活
　生きるための水
　生産のための水

1．暮らしの中での水の使用
2．安全安心な水と人間の健康
3．農業に必要な水
4．工業に使われる水
5．水の利用とエネルギー
6．輸送とレジャー

Ⅲ．世界の水危機

1．人口増加と水の大量使用
2．気候変動と水
3．地下水
4．水汚染
5．洪水
6．干ばつ、砂漠化

Ⅳ． 国境を越える
水

1．国際河川と紛争
2．水の取引・水ビジネス
3．水テクノロジー
4． 仮想水貿易（ヴァーチャルウォーター）
5． 世界中の水を使う日本　水不足と食
糧不足

6．国際協力・支援

Ⅴ．水と人々

1．砂漠の人々と水　カナート
2． 江戸時代と水　知多半島の人々と水
物語

3． 日本の人々と水　木曽三川、愛知用
水、各都道府県事例

4． パースの人々と水　送水管の悲劇と
塩害

5． ブルキナファソの人々と水　首都の
水道と地方の井戸

6． 現代の都市と水道施設　公衆衛生革
命：イギリステムズ川

Ⅵ． 私たちにでき
ること

1．水とつながろう
2．ビオトープを生かして
3． 地域とつながろう（里・森・山・川・
海・水と生活）

4．節水のよびかけ
5． 水についての表現　音楽・文芸・アー
ト・ミュージカル

6． 世界とつながろう　水と持続可能な
社会へ

☆大陸を越えた
　　地球体験学習

1． 日本の水問題の探究とプレゼンテー
ション

2．アジアの水問題と現地学習
3．アフリカの水問題と現地学習
4．ヨーロッパの水問題と現地学習
5．アメリカの水問題と現地学習
6．オーストラリアの水問題と現地学習

表―1　地球時代の水リテラシー

（出所：『宇宙船地球号　水と生活の旅』宇土泰寛）

写真―1　東海地域のジオラマ
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地、御嶽山と牧尾ダム、愛知用水と知多半島、

セントレアと名古屋港などのエリアをジオラ

マで製作した。 
 　東海地域は、水問題についても、たいへん
興味深いエリアであり、水が豊富な木曽三川

の地域とかって水不足に悩まされた知多半島

など、西と東では大きな差がある。 
 　ジオラマは、これらの学びの対象をコンパ
クトに配置できる。現実に近い具体物である

ので、子どもたちも体験的に学べ、年齢差や

言語の差があっても、協働しながら学び合い

ができるのである。しかも、鳥瞰図的に現実

を捉えることもでき、気候変動と電車等の運

輸のつながりを考え出したり、堤防工事など

で本物そっくりのトラックに紙粘土を載せて

工事現場に駆け付けたり、道路の未整備を指

摘したり、大学生が一つのテーマで考えてい

たのに対して、つながりを見出して、活動で

きるのである。ただ、ジオラマづくりは時間

もかかり、椙山女学園の渋谷純一氏の専門的

な協力があって、ここまで作ることができた

とも言える。 
 （2） 大学附属中等教育学校でのESDの特設

科目を通した水の学び合い 
 　大陸間水プロジェクトは、関西地区の拠点
として、神戸大学附属中等教育学校と連携

し、活動を実施している。この学校は、平成

27年度よりSGH（スーパーグローバルハイ
スクール）に指定され，地球安全保障への提

言をめざす「グローバルキャリア人育成神戸

モ デ ル 」 を 目 標 に 掲 げ て い る。ESD
（Education for Sustainable Development：
持続可能な開発のための教育）はそのSGH
における学びの準備段階として位置づけられ

ている。すなわち課題研究を核とした教科横

断型体系的グローバル人材育成の学びの基礎

を担うものである。この学校では、ESDを
学校設定科目として位置づけて、3年生（中
学3年生相当）における社会科の週1時間（秋
学期は週2時間）を使って行っているのであ
る。他にも、ESDの実践として、ユネスコ
スクールや文部科学省指定研究開発学校（地

理基礎・歴史基礎）、ESD日米交流プログラ
ムなど全校的な取り組みとしても実践してい

る。 
 　大陸間水プロジェクトの協力者森田育志教
諭による学校設定科目「ESD」の公開授業
が行われた。単元は、「水を問い直す～ロー

カルな水からグローバルな水へ」で、人間が

生きていく上で必要不可欠な水に関する課題

をローカルなレベルからグローバルなレベル

まで設定し、知識伝達型ではなく、生徒自身

が考え、その後グループで考え、さらに、そ

の議論をホワイトボードに記入し、全体で共

有し、最後に、再び個人の思考に還元すると

いう思考の循環を促すような仕組みとなって

いた。授業の内容では、まず、SDGsの水問
題について学んできたことを振り返り、私た

ちにとっての水のマインドマップやドーナツ

チャートの手法を用いて水の意識を可視化し

た。その後ローカルな水では、琵琶湖やため

池、井戸水などについて考え、水は人と人、

人と地域を結びつけるコミュニケーションの

場になっていたことをつかみ、ナショナルな

水問題としてバーチャルウォーターの問題や

ナイル川のようなグローバルな水問題につい

ても考えてきた。そして、世界のすべての人

に、水と衛生へのアクセスと持続可能な管理

を確保するための水条約の作成をグループに

分かれて行った。 
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 　中等教育ということもあり、今までの手法
とは異なり、授業の中で、かなり速いテンポ

で授業が展開され、最後に、水条約作成とい

う場面設定では、ジオラマや合唱などを行

い、最終的には、世界各地の地球子ども広場

で出され議論したものから、子どもたちが提

案する水条約作成のような地球子どもサミッ

トの構想が出されてきた。 
 　ここにも、大きな刺激があり、森田先生の
授業資料作成に向けた膨大な研究は、プロ

ジェクトメンバーにも大いに刺激になった。

また、逆に、森田先生からも、ジオラマの持

つ有効性から、東海地区のジオラマに対し

て、関西地区のジオラマ作成の案も協議の中

で出てきた。また、ジオラマでなくても、イ

ラストマップの可能性も話し合った。 
 　やはり、フランスやブルキナファソの子ど
もたちの議論などから、神戸大附属の生徒の

深い学びのように、東海地域の子どもたちも

深い学びがなされないと、地球子どもサミッ

トを開催しても、対等に議論はできないと痛

感させられた。 

 5．大陸間ミュージカルづくり 

 　ミュージカルの具現化には、渡邉康先生の
紹介による演奏家でもあり芸術コーディネー

タでアッセンブリッジ名古屋の音楽プロ

デューサー中村ゆかり氏との出会いから始

まった。そして、外国からの子どもたちを日

本に招聘するための予算として、地球産業文

化研究所（GISPRI）の愛・地球博理念継承
発展事業と椙山女学園の学園研からの助成が

決まり、活動を本格的に開始した。 
 　名古屋市・音楽あふれるまちづくり事業
「アッセンブリッジ・名古屋2016」が名古屋

市港区を中心に9月に行われることになり、
いよいよ本格的な水の学び合いとミュージカ

ルづくりへと進んでいった。ただ、公演まで

の時間はたいへん限られており、活動母体は

地球子ども広場とし、学校は、合唱での参加

のみで、練習時間が取れるグループや個人な

ど希望者を募って、活動を開始することにし

た。 
 　大陸間水プロジェクトとして、ミュージカ
ルを通して表現し、発信していく今回の「大

陸間ミュージカル広場」は、以下のように進

めた。 

　基本方針　： 大陸を越えた子どもたちの
学びをミュージカルを通し

て表現し発信する。

　基本テーマ： 「地球の真ん中で出会った世
界の子どもたちと水の精の

物語」

　 ミュージカル2016の題名
　「I LOVE WATER　～人と水の精の物語」
〈ミュージカル活動の目標と進め方〉

　　第1段階の目標：
　　　合唱を目標

　　　 2015年11月の東海ブロック国際理
解教育研究大会・国際シンポジウム

（会場：椙山女学園大学）

　　　 2016年3月のプレイベント
（会場：名古屋港水族館）

　　第2段階の目標： 
　　　合唱からミュージカルへ

　　 名古屋市・音楽あふれるまちづくり事
業

　　　 「アッセンブリッジ・名古屋2016」
2016年9月22日
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 　子どもたちと共に創る学び型の物語とは、
ミュージカルのもとになる『地球の真ん中で

出会った世界の子どもたちと水の精の物語』

を大人側であらすじを書き、最も中心になる

議論の場面を子どもたちが自ら議論し合い、

水問題・気候変動の問題解決につながるメッ

セージを劇の中で発言し、発信していく方法

である。もちろん水についての学びのカリ

キュラムに沿って学習会を設けたり、自主的

に学んだりして、子どもたちはミュージカル

づくりに参加した。つまり、子どもたちと共

に共創的な対話をもとにミュージカルを創り

出していくというやり方で進めたのである。 
 　ミュージカルへの出演者は、「I LOVE 
WATER」の合唱で活躍してくれた蓬来小学
校の卒業生と椙山女学園大学附属小学校の音

楽指導にたいへん貢献されすばらしい演出を

してこられた藤江博子先生の指導される

HMC（Hiroko’s Music Club）に参加する椙
山女学園大学附属小学校の小学3年生から卒
業生の中学3年生までの子どもたちが中心と
なった。 
　そして、合唱は、蓬来小学校と西築地小学

校の子どもたちであった。

 　ミュージカルのもとになった物語『地球の
真ん中で出会った世界の子どもたちと水の精

の物語』の初めの部分を紹介したい。 
     

　　 ミュージカルのための水の学びとス
トーリーづくり

　　　子どもたちと共に創る学び型の物語

　　　 『地球の真ん中で出会った世界の子
どもたちと水の精の物語』（宇土泰寛）

『地球の真ん中で出会った世界の子どもた

ちと水の精の物語』

 椙山女学園大学教授　宇土泰寛

プロローグ　地球と水の精の誕生
　ずっとずっと大昔の46億年前、宇宙に
あった無数の小さな星がぶつかり合い、地

球という星はできたのです。はじめは、真っ

赤に燃える星だったのです。

　しかし、小さな星にふくまれていた水の

材料が水蒸気になって、地球をおおう大気

になり、そして、大気も地表もだんだんと

冷えてきて、空をおおっていた水蒸気が雨

となって地表に降り注いだのです。

　しかも、何年も何年も、雨は降り続き、

地球は水におおわれ、「水の惑星」となった

のです。そして、水のおかげで、生命が誕

生し、動物が誕生し、ついに、人間が誕生

したのです。

　そこには、ずっといろいろな水の精たち

がいました。水の精たちは、水の様々な変

化の中でもいっしょに、海から蒸発し雲に

なり、山にぶつかり、雨となって降り、地

下に浸透し地下水になったり、地表に出て、

川を下って、海へ戻りながら、地球上を回っ

たりしていました。また、雲となってお隣

の国へ、大陸へと世界を巡っていました。

第1話　人類の旅立ちと水の精との出会い
　ずっとずっと昔、アフリカから地球の各

大陸に旅立った人々がいました。（ブルキナ

ファソの子と日本の子、フランスの子が5～
6人ほどで旅立つ。）あるグループは、乾燥
した平地の大きな川の近くに居を構えまし

た。そこでは、乾燥した地ではあっても、

水を得るだけではなく、作物まで育てること
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し、暑い夏に草取りをし、秋に黄色く実っ

た稲を刈りとりました。

　このように生きるための水だけではな

く、生活のあらゆる面で、水と共に生きる

ようになった人間は、年に一度はお祭りも

ひらき、水の精に感謝していました。

　もちろん水の精も気まぐれな所もあり、

たくさんの仲間を連れてきすぎて、洪水を

起こすこともありました。そのことを知っ

ていた人間は、少し高台に住んでいたのです。

第2話　 水の精を忘れてしまった人間と自
然の復しゅう

　大きな川のある乾燥地、大きな森の近く、

そして、東の島、それぞれの地に住んでい

た人々も、生活が安定してきて、人口が増

加し、村から町をつくり、より便利な水辺

に住むようになりました。

　しかし、人々は、あらゆるものを流し去っ

てくれる川に水の精たちがいることを忘

れ、自分たちの排泄物も含め、あらゆるも

のを川に捨て、水辺を汚してきました。さ

らに、人口が増加し、町から都会になると、

それはひどくなり、都会を流れる川では、

子どもたちが泳いだり、遊んだりすること

もできなくなってきました。自分たちが汚

したにも関わらず、「どぶ川」などと呼び捨

て、そこにいる水の精のことはすっかり忘

れ、その命すら奪いかねない化学物質が

入っているものも捨てるようになってし

まったのです。

　実は、都会だけではなく、一番水を大事

にしていた人々が住み、きれいな水田や畑

が広がる地方の村でも、水を巡って争い、

村々同士で戦いを始めるようにもなりまし

ができました。水が蒸発しないように、カナー

トという地下水路まで、作り出しました。

　また、あるグループは、そこから西へと

進み、緑色に包まれた平原や山のふもとの

大きな森の近くに居を構えました。森にす

む動物たちを狩り、木の実をたくさん採る

ことができました。これらもみんな水のあ

るおかげでした。そして、洞くつの中にい

ろいろな絵を描きました。

　さらに、ずっとずっと東に歩き続け、大

陸の端にたどり着いたグループがありまし

た。このグループは、木をきり出し、丸太舟

を作り、大きな海原に出て、島をめざしまし

た。ついに、東の島に到着し、森の近くの

水を得られる高台に住むようになりました。

　（日本、フランス、ブルキナファソの太古

の時代）

　それぞれの水のある場所では、水の精た

ちが、ダンスを踊り、歌を歌い、美しく輝

いていました。水は透き通っており、まわ

りの風景も、人の顔も鏡のように映しだし

てくれました。人間と水の精は、なかよし

で、共に、語り合い、お互いの立場を理解

し合い、協力し合っていました。

　乾燥地に住んだ人々は、飲み水だけでは

なく、作物を育てるときも、共に育て、収

穫を喜び、水の力で水車を回し、食物の粉

をひくようになりました。

　また、大きな森の近くに住んだ人々は、

石で家をつくったり、川や湖を利用して船

でいろいろなものも運んだりするようにな

りました。

　東の島に居ついた人々は、水の精たちと

いっしょに、春に田に水をひき、田植えを



Journal of Sugiyama Human Research 2016176

「環境と人間」プロジェクト研究報告

この後、第2話で、「水の精を忘れてしまっ
た人間と自然の復しゅう」を前半のクライ

マックスとして展開し、この危機を救う子ど

も「水希」と小さな妖精が登場する。第3話
で空の精を中心に「世界の水と子どもたち」

の話へと広げ、第4話で、人間の子どもたち
と妖精たちの協力でできた、大陸を越えて集

まった子どもたちによる「地球を救おう子ど

も会議」からの呼びかけを行うのである。 
 　このストーリーをもとに、ばんたくや氏に
よる脚本と演出、渡邉康先生による音楽を中

心に、ブルキナファソからの子どもたちも、

水の争いの場面を見事なダンスで表現したり

村の生活ぶりを表現したり、日本の子どもた

ちとも調和のとれた共演を示してくれた。  　
  　ミュージカルの実施まで、たいへん短い時
間しかない中で、児童演劇の研究もし、見事

に子どもたちだけでのミュージカルを創り上

げ、すばらしい演出を示してくれたばんたく

や氏との出会いは、HMCのスタッフと藤江
先生の人脈の広さから出てきた。また、ブル

キナファソからの子どもたちの招聘という手

続きをはじめ、ブルキナファソ大使ご夫妻ま

で来てくださるなど様々な渉外をこなしてく

れた岡崎ますみ氏の力は今回も大いに発揮さ

れた。映像や全体のコーディネートなどを

行ってくれた吉田裕亮氏、通訳の皆さん、旅

行会社の伊藤さん、子どもたちの演技指導を

行ってくれた役者の方々、子どもたちのお世

話をしてくださった保護者の皆さん、そし

て、まさに大陸を越えて来日し、見事な演技

を示してくれたブルキナファソの子どもたち

とカトリーヌ・ザカネ理事長をはじめ、2人
の先生方、映像での出演となったフランスの

先生と子どもたち、そして宇土ゼミの学生た

ちなど、メンバーすべての献身的な協力と参

加があった。実は、ミュージカルをやるには、

人手がまったく足りない中、常に全体の運営

を担ってくれた林敏博先生、音楽だけではな

く外部スタッフとの調整を図ってくれた渡邉

康先生、まさに大陸間水プロジェクトの総動

た。水の精を忘れてしまった人間は、自分

たちの生活に役立つことだけを考え、水を

使うようになってしまったのです。

　それにも関わらず、人間は、雨が降らず

水がないと神様に祈とうし、雨乞いの祭り

を行いました。

　この人間の自分勝手なやり方に、心を痛

めた水の精たちは、自分たちの故郷でもあ

る森に帰り、森の精に、訴えました。・・・・・

（つづく）

写真―2　2016年9月22日　大陸間ミュージ
カル公演
 　 『I LOVE WATER　～人と水の精の物語』
地球子ども広場の子どもたち 
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員による成果だったと言える。 

 6．おわりに 

 　世界は、SDGsに示されているように、ま
さに「環境と人間」の大きな課題を抱えてい

る。私たち大陸間水プロジェクトは、様々な

活動を融合しながら、次のステップへと進み

始めたいと考えている。

　今回のミュージカルを維持していくのは予

算的にも困難であり、今後、大陸間教育とし

て拡大していくには、直接的な参加だけでは

なく、間接的でありながらも、まるで直接交

流しているような方法の開発も、必要である

と痛感させられた。そこで、今後は映像、演

劇、音楽、ジオラマなどをつなげ、融合した

新たな手法の開発を行いたい。

　今回も水の学びとしてジオラマを作成し、

現実とローカルな知と学習の知の往還を対話

的、操作的に繰り返しながら、地域の水問題

をメッセージへ、そして、歌詞、物語へとつ

なげたのである。これをAR（拡張現実：
Augmented Reality）や映像合成技術のクロ
マキーなどコンピュータやAV技術の動員に
よって、ジオラマやイラストなどを舞台に、

子どもたちの行動や外国語での説明や歌など

を合成した動画を制作する。そして、大陸を

越えてお互いが創ったジオラマやイラストと

動画で語り合い、地球の未来に向けての物語

を創る活動を探究するというものである。 
 　今後とも、椙山女学園を母体に、環境と人
間のテーマを、世界に発信していきたい。 
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A Report of the Connect children’s development Project

  1． 2015年度「公募プロジェクト」研究か

らの継続課題 

 　2015年6月、椙山人間学研究センター開
設10周年を記念して創設された「公募プロ
ジェクト」の採択を受け、「乳児から就学前

幼児までの発達段階を見通した保育の充実―

乳児専門保育園から幼稚園への円滑な接続を

中心に―」をテーマに研究の緒に就いた。同

年4月の「子ども・子育て支援新制度」の本
格実施により、国策としての幼保一体化の方

向が明示されたことと、椙山女学園に附属保

育園（乳児専門保育園）が誕生し、附属両園

の連携が強く求められたことによるものであ

る。その連携の柱を「乳児から就学前幼児ま

での発達段階を見通した保育の充実」とし、

まず附属保育園から附属幼稚園への円滑な接

続について検討した。具体的には、乳児専門

保育園で育った2歳児を、保育園・幼稚園の
3歳児クラスに受け入れる場合に、どのよう
な保育の連続性の確保と配慮・工夫等が必要

であるのかを、先行実施の施設見学等から学

ぶとともに、園内幼保連携協議チームを立ち

上げ、連携についての実行可能な種々の取り

組みを検討・提案した。 
 　その提案と実行は年度をまたぐものであ
り、2015年度「公募プロジェクト」報告書

「子どもの発達をつなぐ」プロジェクト研究報告
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作成時点（2016年1月）でその結果を評価
することはできなかった。そのため、本年度

新たに「子どもの発達をつなぐプロジェク

ト」として認可を受け、引き続き研究を発展

させていくこととなった。そこで本報告で

は、まず保育園から幼稚園への円滑な接続を

目指して取り組んだ事項を振り返り、その成

果と残された課題を明らかにする。さらに、

私立幼稚園、私立保育園、並びに短期大学の

附属幼稚園から認定こども園となった3園、
さらに本附属幼稚園・保育園と同様の組織形

態化をもつ大学附属の幼稚園・保育園の見学

報告を行い、今後の連携の在り方について思

考するための糧としたい。 

 2． 2歳児クラスの子ども達の幼稚園入園を

支えるために12月以降取り組んだこと 

 （1）幼稚園の生活様式に慣れさせる 

 　 ①食前の挨拶の変更： 2歳児クラスではこ
れまで、食事の準備ができた子どもから

順次「いただきます」の挨拶をして給食

を食べ始めていたが、幼稚園では一斉に

「いただきます」をすることを踏まえて、

子ども達が戸惑わないように揃って挨拶

をするようにした。 
 　担任保育士が揃って「いただきます」
をすることを説明したところ、すぐに理

解して挨拶を待つことができる子もいた

が、習慣で給食を配膳された瞬間から「い

ただきまーす」と言って食べ始める子も

いた。一週間程度で、全員揃って挨拶を

することが習慣づいた。 
 　 ②登降園時の準備の変更： 2歳児クラスで

は、登降園の準備をすべて保護者が行

なっている。幼稚園や保育園の3歳児ク

ラスでは自分で登降園の準備をすること

が奨励されているので、自ら準備をする

よう動機づけたいと考えた。 
 　まず保護者には、登降園時の身支度は
子ども達自身で行えるように援助した

り、見守ったりしてもらうよう伝え、協

力を依頼した。子ども達には繰り返しや

り方を示しつつ、できた時には「幼稚園

のお兄さんやお姉さんみたいだね」と褒

めるようにした。子ども達は「もうすぐ

幼稚園に行く」という期待と、普段から

見ている幼稚園児への憧れの気持で、意

欲的に取り組んだ。 
 　 ③上靴の使用開始： 保育園児は、保育室内

では素足で過ごしている。家庭的な雰囲

気を大切にするためと、ハイハイの0歳
児とも共に過ごすことへの安全面等での

配慮からである。しかし、幼稚園では上

靴を使用するため、あらかじめ上靴の使

用に慣れさせておきたいと考えた。 
 　保育室内では依然として素足で過ごさ
せたが、ホールで遊ぶ時には上靴を使用

することにした。少人数に分け、上靴を

はく練習を繰り返すとともに、ホールで

「上靴を履く練習をしている様子」
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遊ぶ機会を増やした。徐々に慣れていっ

たが、履きにくそうにしている子どもの

保護者には、履きやすくできる工夫（か

かとに紐をつける）を伝えた。子ども達

は、自分が大きくなったような気持ちが

したようで、うれしそうに取り組むこと

ができた。 
 　 ④自分のコップの使用開始： 保育園では、

子どもに自分のコップを持参させてはい

ない。おやつや給食時には、給食室から

コップが提供されている。しかし幼稚園

では、子どもは自分のコップを持参し、

牛乳やお茶を飲んでいる。そこで幼稚園

と同様に、コップと口拭きタオルをコッ

プ袋に入れて持参させてもらうように保

護者に依頼した。 
 　コップの準備の仕方については、保育
士が具体的な手順を一つひとつ示しなが

ら丁寧に指導した。子ども達は、3～4
日で準備の仕方を覚え、コップの扱いに

慣れて行った。幼稚園児になったようで、

ニコニコうれそうに取り組んでいた。 

 （2） 2歳児担任保育士とともに、幼稚園3歳

児クラスの生活を経験させる 

 　 ①幼稚園3歳児との交流： 保育園児には幼
稚園児への憧れの気持ちがあるので、入

園前に憧れや期待感をより一層高めるた

めに、また幼稚園教諭にも慣れ親しむこ

とをねらいとして、幼稚園年少児（3歳
児クラス）用園庭で、一緒に遊び交流す

る機会を持った。 
 　交流を始めたばかりの頃は、緊張感か
ら保育士の傍を離れない子もいたが、回

数を重ねる中で、幼稚園教諭の名前を覚

えたり、幼稚園児と遊ぶことを楽しみに

するようになっていった。幼稚園入園へ

の期待感を予想以上に高めることができ

たように思える。 
 　 ②「幼稚園ごっこ」を通して幼稚園の環境

に触れさせる： 2歳児クラスには環境の
変化に弱い子が多いので、新しい環境（幼

稚園での生活環境）に早めに慣れてくれ

ることを願って、幼稚園休園日に3歳児
の保育室を使用して保育を行った。幼稚

園児のいない保育室で、「幼稚園ごっこ」

と称して半日を過ごし、幼稚園での生活

を疑似経験した。 
 　保育園の保育室から幼稚園へ出発する
ときには、幼稚園の通園カバンを背負っ

て出かけた。通園カバンを背負うことで

幼稚園への期待感は益々増大し、幼稚園

児になりきって幼稚園保育室での生活を

楽しむことができた。上靴をはき、保育

室で遊んだり、幼稚園のやり方で給食を

食べたり、登降園準備を経験することが

できた。 

 （3）2歳児に関する情報の共有 

 　2歳児一人ひとりの発達の連続性を保証
し、連携して保育を進めるために、「保育申

し送り書」を作成した（図1参照）。「保育申
し送り書」は、「生活習慣（食事，睡眠，着脱，

排泄：8項目）」「運動（粗大，微細：6項目）」
「社会性（生活技術，対人関係：6項目）」「言
語（表現，理解：5項目）」の4分野25項目に
ついての4段階評価（できる，おおむねでき
る，あまりできない，できない）と、「その他

の申し送り（生活面，行動面，親子関係など）」

をするための記述欄で構成されている。4分
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野25項目は、2歳児クラス終了時点（3歳0
か月～3歳12か月未満）でほとんどの子ども
が到達できるレベルを示している。 
 　「保育申し送り書」は保育園2歳児クラス
担任が記入し、園内幼保連携協議チームと次

年度幼稚園3歳児クラス担任予定者で通読の
上、詳細についてディスカッションを行い、

新3歳児への共通理解を深めた。 

  （4）保護者への説明 

　小林保育園長は、幼稚園への入園を希望し

ている2歳児クラスの保護者を対象に、「保
育園と幼稚園との違い」並びに「預かり保育

事業」について、繰り返し丁寧な説明を行い、

理解を求めた。また横尾幼稚園長も、幼稚園

の入園説明会等で同様の説明を行ない、理解

と協力を求めた。 

 3． 幼稚園3歳児クラスに保育園からの新入

園児を迎えて 

 　これまで述べた取り組みを経て、保育園2
歳児クラスを卒園した12名の子ども達を、
本年4月幼稚園3歳児クラス（定員80名）に
受け入れた。本年度3歳児クラス担任教諭と
預かり保育担当教諭の評価を通して、接続に

あたって予想された困難さや問題点が解消で

きたか否かを検討する。 

 （1）保育園出身の子どもについて 

 ・身の回りのことは自分ででき、基本的な生
活習慣は確立しているので、周りの子ども

にも良い刺激となってくれている。 
 ・幼稚園の環境や親から離れることに慣れ
ているので、登園時に泣く子が少なく、4
月当初から安定して生活を始めることがで

きていた。 
 ・他児に比べ、個性的な子が多いように思う。 
 ・保育園での素足生活の影響で、1学期に靴
下を脱ぐ子が多く、それを真似して他の子

ども達も靴下脱ぐので、対応に困った。脱

いでいけないということではなく、脱いで

も自分ではけない子が多く、苦慮した。 
 ・片付けが苦手な子が多い。最後までやり遂
げることができない、もしくは最初からや

ろうとせずに上手に逃げている。3学期ま
でかかって少しずつ改善してきてはいる

が、かなり手を焼いている。保育園におい

ても、自分達で最後まで片付けようとする

気持ちが持てるような援助をしてもらいた

い。 
 ・保育園出身の子ども同士の結びつきが強
く、他児とのかかわりが広がりにくい傾向

が見られるクラスもある。 

 （2）保育園出身の保護者について 

 ・預かり保育を利用している保護者が多く、
なかなかじっくり話すことができなかっ

た。充分なコミュニケーションが取れな

かった。 
 ・保育園出身保護者について、身近に問い合
わせることができたことは、ありがたかっ

た。本年度は、保育園設立後わずか1年で
の受け入れであったために、保育園側が把

握している保護者情報にも限りがあったも

のと思うが、次年度は2年分、次々年度は
3年分の情報の蓄積が可能となる保護者が
いると思われる。いろいろ教えてほしい。

保護者についての情報共有の点で、次年度

以降はもっと連携できるとよいと思う。 
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 （3） 保育園出身児受け入れにあたっての「預

かり保育」における工夫と評価 

 ・保育園で午睡（お昼寝）をしていた子ども
達を受け入れるにあたって、3歳児と4・5
歳児の部屋を分け、午睡のための時間と場

所を保障した。4月は3歳児クラスが11：
30の降園であったことから、食事後の
12：30～13：30の 1時間、5月から 12月
までは、14：30～15：30の1時間をめど
とした。1月からは4歳児クラスへの進級
を視野に入れ、午睡は取り止めている。子

ども達は午睡時間を確保したことで、最長

19：30までの預かり保育時間を安定して
過ごすことができた。 

 ・ 保育園出身保護者には、預かり保育の利用
者が多い。そのため、朝夕の園児の受け渡

しを、預かり保育担当教諭が行うことが極

めて多い。そこで、保護者とクラス担任教

諭間の連絡や子どもの状況報告等を的確に

仲介するために、口頭で伝えるだけでな

く、メモや文書にして手渡すようにしてい

る。また、子どものケガなど重要な伝達事

項は、クラス担任教諭から直接電話連絡し

てもらっている。 
 ・ 預かり保育担当教諭間で「業務日誌」を記
入し、適切な情報伝達・共有に努めている。 

 ・ 保育園出身児は、同じ1階部分にある保育
園の様子がとても気になるようで、トイレ

のついでに立ち寄ってはなかなか戻って来

なかったりする。ほほえましく受け止めつ

つ、預かり保育での居場所が早く確立でき

るよう願っている。 

 （4） 接続にあたって予想された困難さや問

題点は解消できたか 

 　「公募プロジェクト」研究の中で、保育園
から幼稚園への接続にあたって、以下の5点
を予想される困難点・問題点として確認し

た。それらは解消できたであろうか。 
 　①子どもは、2歳児1クラス12名が3歳児

4クラスに均等配分されることにより、
仲間が分断される不安を抱きやすい。ま

た、環境・生活リズムの変化により、情

緒が不安定になる可能性が大きい。 
 　⇒保育園出身の子ども同士の結びつきは強

く、他児とのかかわりが広がりにくい傾

向はみられたものの、幼稚園入園を支え

るための12月以降取り組み（幼稚園の
生活に触れさせる，生活様式に慣れさせ

る）が功を奏し、4月当初より自立・安
定した生活を始めることができた。取り

組みの成果と言えよう。 
 　②保育園出身保護者は、これまで（6対1）

のように手厚くケアしてもらえないこと

に不満を抱きがちである。 
 　⇒保育園出身保護者から、幼稚園での保育

内容等について不満の声は寄せられてい

ない。3歳児クラス担任教諭の尽力の結
果であり、両園長による事前説明の成果

と言えよう。 
 　③3歳児クラス担任教諭は、登降園時にほ

とんど会うことのない保育園出身保護者

との意思の疎通が難しい。子どもに関す

る情報や連絡事項の伝達方法を早急に検

討すべきである。 
 　⇒預かり保育担当教諭は、この点に充分留

意して伝達方法を工夫している。しかし

ながら、3歳児クラス担任教諭からは「充
分なコミュニケーションが取れなかっ

た」という意見が寄せられている。継続
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課題として、その望ましいあり方を探っ

ていきたい。 
 　④保護者間の立場による摩擦が生じる可能

性が大きい。保育園出身保護者とこれま

で幼稚園の歴史や文化の一端を担ってき

た保護者との間に、PTA活動や園行事等
について考え方の違いや摩擦が生じるの

ではないだろうか。 
 　⇒現時点で、心配された齟齬や摩擦は生じ

ていない。PTA役員会が、共働き家庭に
も参加しやすいPTA活動を目指して、
活動の見直しを進めている成果と言えよ

う。 
 　⑤午後の生活（預かり保育の充実）が緊急

検討課題である。 
 　⇒今回は、3歳児の午睡時間の確保を中心

に預かり保育の充実を考え、一定の成果

を得ることができたが、依然として手探

り状態であることは否めない。先進的取

り組みをしている保育施設の見学や情報

収集を通して、今後も検討を重ねていき

たい。 
 　以上の5点以外にも、「保護者情報の共有」
など新たな課題が浮上した。保育園から幼稚

園への円滑な接続と連携を目指して、今後も

更なる改善を試みたい。 

 4． 先進的取り組みをしている施設等への見

学報告 

 　今後の幼稚園と保育園との連携の在り方に
ついて思考するために、先進的取り組みをし

ている施設（園）を訪問・見学した。訪問調査

を行った4つの施設（園）から得られた情報や
成果については、訪問後に行った報告会で使

用した資料を掲載することで、報告としたい。 

 （1） 社会福祉法人IGL学園福祉会「サムエル

東広島こどもの園」を訪問して 

 【訪問日時】  平成28年7月28日（木）
9：30～11：15 

 【所在地】　 東広島市高屋町中島490 ― 5
　　　　　（TEL：082 ― 420 ― 4333） 
 【訪問者】　 石橋尚子、小林豊子、松本由美子 
 【施設設備について】 
 ・1999年4月東広島サムエル保育園として
開園。 

 　2015年4月に認定こども園　サムエル東
広島子どもの園に認定変更。 

 　2階建て建物。1階は、玄関、職員室、3歳
未満児保育室、子育て支援センター。 

 　2階はホール、3歳以上児クラス。 
 ・0歳児2クラス、1歳児2クラス、2歳児2
クラス、3歳児3クラス、4歳児2クラス、
5歳児2クラスの計13クラス編成。 

 【菅田直江園長への聞き取り結果】 
 ・東広島サムエル保育園を有する法人は、4
か園の幼稚園と4か園の保育園経営を行っ
ていた。保育園は保育園型認定こども園に

改組し、少子化に伴い園児数が減少した幼

稚園は幼保連携型認定こども園に改組し

た。東広島サムエル保育園は、保育所型認

定こども園サムエル東広島子どもの園に移

行した。 
 ・サムエル東広島子どもの園は、長時間保育
を必要とする保護者、ひとり親家庭が増加

している。 
 ・子育て困難家庭が1割ある。 
 ・信頼できる大人のもと、安心感や自尊感情
を育んでいる 

 ・同一法人内の保育園は、コダーイの理念を
取り入れた保育実践を積み重ね、法人研修
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を行っている。世界に発信していける保育

を目指している。 
 【職員間の連携】 
 ・職員間の引継ぎは正直、困難。現場は目の
前のことで精いっぱいである。 

 【防災・避難訓練】 
 ・火災の避難訓練は毎月実施。地震、不審者
対応は各月実施。地域子育て支援センター

を巻き込んでの訓練も実施している。 
 ・危機対応訓練は、看護師が立てた計画のも
と、クラスごとに実施。 

 【地域子育て支援事業】 
 ・子育てを支えられる地域づくりを目指し
ている東広島市の行政方針のもと、地域子

育て支援に力を入れている。 

 （2） 学校法人広島流川教会学園「流川こど

も園」を訪問して 

 【訪問日時】 平成28年7月28日（木）
13：15～16：00 

 【所在地】　 広島市中区上幟町8 ― 30
　　　　　（TEL：082 ― 221 ― 5493） 
 【訪問者】　 石橋尚子、小林豊子、松本由美子 
 【施設設備について】 
 ・1946年終戦の1年後、原爆孤児や養育の
必要な子ども、流川教会会員の子どもを対

象に、当時の牧師らによって広島流川教会

附属流川幼稚園が開園された。 
 ・2013年幼保連携型認定こども園として「流
川こひつじ保育園」を併設。2015年新幼
保連携型認定こども園「流川こども園」と

なった。 
 ・広島市中区流川教会内の1階、2階部分に
あり、  1階は玄関、職員室、3歳以上児保
育室。2階は3歳未満児保育室。 

 ・0歳児1クラス、1歳児1クラス、2歳児1
クラス、3歳児1クラス、4歳児1クラス、
5歳児1クラスの計6クラス編成。 

 ・3歳以上児は、保育室内も靴を履いて生活
している。 

 【仲渡規矩子学園長・西美佳こども園長への
聞き取り結果】 
 ・幼稚園入園者数の減少、長時間保育の要望
が高くなったことから、2013年に幼保連
携型認定こども園となり3歳未満児を対象
とした「流川こひつじ保育園」を併設した。 

 　2015年には、幼稚園でもない、保育園で
もない幼保連携型認定こども園に移行した。 

 ・元幼稚園教諭の職員には、こども園となり
人間教育の考え方が広がった。養護は幼稚

園にはない内容であるが、幼い子どもには

必要である。 
 ・元幼稚園教諭には、2号認定の子どものコ
アタイム（一般的には9：00～14：00）以
外の時間の過ごし方がわからなかった。 

 ・満3歳の保育は経営的に負担になっている
ため、2017年度に廃止する。 

 ・2014年度は旧幼保連携型認定こども園で
あったため、幼稚園教諭と保育士の雇用形

態は別々であった。2015年度から幼稚園
教諭と保育士の給与を統一し、人事交流も

行い、全員が時差勤務に入った。元幼稚園

教諭からの反発はあったが、現状を踏まえ、

子どもにとって何が大切なのか、平等でな

いとやっていけないという考えのもと、職

員間の理解を進めて来た。職員の給与は、

法人の持ち出しを覚悟で高い方に合わせた。 
 ・1号認定の子どもは約半数いる。コアタイム
は9時30分～ 13時30分に設定。13：30～
16：00までクラス別保育が実施されてい



Journal of Sugiyama Human Research 2016186

「子どもの発達をつなぐ」プロジェクト研究報告

る。各児の保育時間の差を考慮しつつ、全

ての子どもが伸び伸びと園生活を送れるよ

うに配慮している。 
 ・こども園へ移行する際に、幼稚園で行って
いた行事の数を減らした。まずは全廃した。 

 ・0歳児の受け入れから、子どもの育ちの多
くの課題（保護者の養育力の低下等）を知

ることができた。 
 【職員間の連携】 
 ・幼稚園と保育園は水と油の部分が出てく
る。その違いを認めすり合わせている。 

 ・保育教諭は時差勤務を行うので、会議や話
し合いの場を作るのが難しいが、工夫しな

がら行うようにしている。 
 【防災・避難訓練】 
 ・地震、火事、洪水、大津波のいずれかを想
定して毎月、避難訓練を実施している。 

 ・年に一度不審者対応訓練を行っている。 
 【地域子育て支援事業】 
 ・広島市の「きんさい！みんなの保育園事
業」に基づいて、地域の人々が気軽にコミュ

ニケーションを取り合えるように、きっか

けづくりをしている。 
 ・満1歳～満2歳を対象に、一定の理由によ
り家庭保育が不可能となる場合に、一時保

育を行っている。 

 （3） 学校法人聖霊学園「認定こども園聖霊

女子短期大学付属幼稚園・保育園」を

訪問して 

 【訪問日時】 平成28年9月13日（火）
9：30～12：30 

 【所在地】　 秋田市南通みその町5 ― 3
　　　　　（TEL：018 ― 835 ― 5692） 
 【訪問者】　 石橋尚子、小林豊子 

 【施設設備について】 
 ・1908年楢山幼稚園創設。 
 ・1955年聖霊女子短期大学付属幼稚園と改
称。 

 ・2015年認定こども園聖霊女子短期大学付
属幼稚園・保育園となった。 

 ・聖霊女子短期大学付属高校・中学校（募集
停止）に隣接している。 

 ・2階建て園舎。1階は玄関、職員室、3歳以
上児の保育室。2階は3歳未満児の保育室、
ホール。 

 【仁村由美子園長への聞き取り結果】 
 ・秋田市は深刻な少子高齢化が進んでいる。
園児数は年々減少し、幼稚園経営は赤字と

なっていた。2015年に幼保連携型認定こ
ども園へ移行した。経営は黒字に転じた。 

 　2014年には、付属中学は募集停止をし、
付属高校はクラス数が減少している。 

 ・聖霊学園は、幼稚園から始まったことから
「幼稚園」の名称を残したい思いがあった。 

 ・0～2歳児の保育時間は8：30～18：30。
職員は時差勤務を行っている。保育士不足

のため、時差勤務が充足できないときは、

幼稚園担当の保育教諭が補う。 
 ・1号認定の保育時間は、3歳児は8：30～

13：30、4・5歳児は8：30～14：00である。 
 ・1号認定児が降園時に2号認定児は午睡す
る。この降園時には、バス降園、徒歩降園

のコースがあるため、午睡のための保育室

の確保を工夫している（3歳児は職員室の
コーナー、4・5歳児は保育室で午睡）。 

 ・1号認定の預かり保育料は、16：30までは
おやつ料込みで1回500円。それ以降、1
時間毎に100円上載せ。秋田市は高齢者を
雇用すると補助金が出るので、高齢職員に
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預かりを担当してもらっている。 
 ・秋田市では、幼稚園が認定こども園へ移行
するにあたって、2年間小学校教諭を講師
に迎えて、指導案作成の研修を行うことに

なっている。 
 ・秋田県は全国小中学校学力テストの結果
はよいが、高校から大学へ行く時点ではそ

れほどでもなくなるため、聖霊女子短期大

学付属幼稚園・保育園では、非認知能力が

高まるような保育をしている。 
 ・主体的に遊べる保育環境を設定している。 
 【職員間の連携】 
 ・幼保の人事交流は行っている 
 ・かなり意識をして連携しないと職員が円
滑に保育できなくなる。 

 ・給与体系は同じであるが、労働時間数が違
う。 

 ・幼稚園の保育教諭は毎日、保育園の時差勤
務の応援を行う。 

 ・幼稚園の職員会議は毎週金曜日。 
 　幼保の全体会議は、年に数回16：30～

17：30の時間帯で行っている。 
 【防災・避難訓練】 
 ・毎月1回、地震や火事を想定し、避難訓練
を実施している。 

 ・付属高校と連携した緊急時の体制が確保
されていて、一覧表示してあった。 

 （4） 日本女子体育大学附属みどり幼稚園保

育室を訪問して 

 【訪問日時】 平成28年9月27日（火）
10：00～14：00 

 【所在地】　 東京都世田谷区松原2 ― 17 ― 22
　　　　　（TEL：03 ― 3322 ― 9155） 
 【訪問者】　 飯田恵、早川雅子、松本由美子 

 【施設設備について】 
 ・2000年4月に日本女子体育大学附属保育
室を開設。 

 ・行政の依頼を受け、無認可ではあるが、助
成金制度での運営をしている。 

 ・子どもの定員は29名（現31名内2歳児は
15名） 

 ・職員数は正規職員5名（内室長1名）、臨
時職員（3名）である。 

 ・幼稚園とは別棟の2階部分にある。 
 【松原好子園長への聞き取り】 
 ・10～15年前に幼稚園の定員が割れたこと
で新規事業を考えざるを得なかった。 

 ・母親の就労、地域の子育て支援の要求に応
えるため、「預かり保育事業」「子育て支援

事業（2歳児教室）」「保育室開設（0～2歳）」
の事業を新しく始め、入園児数の増加を

図った。 
 ・保育料は一律45,000円（この額でも赤字
である） 

 ・2歳児は15人前後でそのまま幼稚園へ進
級し、保護者は幼稚園の預かり保育を利用

しながら就労を続けている。 
 ・保育室に園長はおらず、保育室長がとりま
とめている。 

 ・私立小学校への進学を考えている保護者
の場合、幼稚園からの受験が有利であるこ

とから、保育室から預かり保育のある幼稚

園への就園を希望することが多い。 
 ・保育室からの卒園児は、必ずしも全員を受
け入れるわけではなく、幼稚園では保育が

難しいと判断したときは断ることもある。

進路については親身になって一緒に考えて

いくという姿勢で保護者とは対話している。 



Journal of Sugiyama Human Research 2016188

「子どもの発達をつなぐ」プロジェクト研究報告

 【職員間の連携】 
 ・日常的には幼稚園、保育園の交流はほとん
どない。運動会など大きな行事は一緒に行

うが練習は別々である。 
 ・進級にあたっての情報交換はあまりされ
ていないようで、幼稚園に入園してから意

見の食い違いが多々ある。 
 【保護者への働きかけ】 
 ・平日の行事については、入園のときに伝え
ている。 

 ・PTA活動については、預かり保育が充実
しているとは言え、あくまでも幼稚園は幼

稚園であり、子どものための大切な活動と

位置づけているので、仕事を理由に協力し

ないというのはよくない。どういうことな

らできるのかを探っていく。園長は、PTA
の話し合い全般に入り、保護者間の調整も

行う。 
 【防災・避難訓練】 
 ・訓練については、内容・日時等は揃えてい
るが、合同で行うことはない。 

 5．まとめと今後の課題 

 　2015年度採択の椙山人間学研究センター
「公募プロジェクト」での研究を引き継ぎ、

幼保連携の在り方を、まず保育園から幼稚園

への円滑な接続に求め、その成果と今後の課

題を報告した。今後接続の回数を重ね、経験

を積み上げる中で、課題の克服と更なる改善

を図っていきたい。 
 　今回、設立の母体や経緯は異なるものの、

幼保連携型認定こども園へ移行した3園と、
本園に近い運営形態をとっている1園を訪問
し、幼保連携型認定こども園への移行は時代

の趨勢であり、避けがたいことであると痛感

した。幼保連携型こども園への移行を視野に

入れた連携の強化と条件整備が急務であると

考える。 
 　また今回の4ヶ園訪問を通して、乳幼児施
設における防災と防災上の連携の重要性を学

んだ。次年度は、連携の視点を防災に絞って

検討したい。 

 引用・参考文献 

 ・石橋尚子・小林豊子・三田郁穂・松本由美
子　2016　乳児から就学前幼児までの発
達段階を見通した保育の充実―乳児専門保

育園から幼稚園への円滑な接続を中心

に―　椙山人間学研究，11号，173 ― 180． 
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津阪東陽『孝経発揮』をめぐって
Notes on Tsusaka Toyo’s “Koukyou hakki”

椙山女学園大学文化情報学部長
二宮　俊博
Toshihiro Ninomiya

 はじめに 

 　本稿は、伊勢津藩の儒者津阪東陽の主著の
一つ『孝経発揮』について、これを繙き自分

なりに気のついたことや思うところを幾つか

書き留めたものである。齢40を過ぎてから、
彼の中国古典詩に関する著述を通して東陽そ

の人に興味関心を抱くようになったが、今

回、本誌「椙山人間学研究」第12号の執筆
にあたり、これまで敬してこれを遠ざけてき

た本書を取り上げ、駄文を草することにし

た。それとともに附属図書館所蔵の孝経文庫

についても、いささかこれに言及した。 

 津阪東陽について 

 　津阪東陽、名は孝綽（もとひろ）、字（あざな）
は君裕（きみひろ）。通称は常之進。東陽はそ

の号である。宝暦7年（1757）伊勢国三重郡

平尾村（現在の四日市市平尾町）の庄屋の家（身

分は郷士）に生まれ、8歳（数え年。以下、同じ）
で父から『孝経』『論語』の手ほどきを受け、

15の年に医術を学ぶために尾張名古屋に遊
学した。名古屋には3年いたが、心中ではそ
の仕事をいやしんだせいか結局ものになら

ず、いったん帰郷した。その間、宿野（菰野

町宿野）の郷士の子で竹馬の友たる平井澹所
（名は業、字は可大）―この人は後に江戸へ出

て昌平黌に学び桑名藩儒となる―らと菰野藩

儒の南川金渓（名は維遷、字は文璞）から教え

を受けたらしい。その後、伊藤仁斎・東涯父

子の古義学を慕い儒者となることを志して京

に上り、決まった師は持たずにほぼ独学で一

家を成した。天明8年（1788）正月晦日の大

火に遭って家財はおろか蔵書著述の一切を失

い一時帰郷を余儀なくされたが、寛政元年
（1789）33歳にして津藩に儒者として召し抱
えられた。されど決して順風満帆とはゆか

ず、文雅を解せず教条主義的でリゴリス

ティックな立場をとる山崎闇斎派の道学者と

の対立軋轢に苦しみながら支城のある伊賀上

野での19年におよぶ長い不遇雌伏のときを
過ごした。文化4年（1807）51歳にしてよう
やく津に召還され、英明の誉れ高い第十代藩

主藤堂高兌（たかさわ）に引き立てられて藩校

有造館の創設に尽力し、その初代督学（学長）

に任じられた。落成した有造館では、その記

念に『孝経』を講義したという。時に齢

64。その後も教育行政や民生安定のために
意を用いたが、文政8年（1825）69歳で没した。
死を迎える前年には自叙伝ともいうべき生前

の墓碑「寿壙誌銘」を著している。〈壙〉は、

墓穴の意。
  ※ 有造館という名称は、孔子が編纂したとされる中国
最古の詩集『詩経』の大雅「思斉」に周の文王がよ
く人材を育成したことを讃えて、成人した青年は徳
を備え元服まえの少年は善行を修めたとする「肆（ゆ
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え）に成人は徳有り、小子は造（な）すこと有り」
から採られている。

  　その著述は数多く、文学方面でいえば、『夜
航詩話』『夜航余話』といった詩話は、中国

古典詩や邦人の漢詩を読む上で参考になる有

益な指摘が多々あり、現在でもその価値や存

在意義を減じていない。また「詩聖」と称さ

れる盛唐の詩人杜甫の七言律詩138首に達意
の漢文で注解を施した『杜律詳解』（天保6年

［1835］刊）も、吉川幸次郎・黒川洋一といっ

た杜甫研究の専門家から高く評価されてい

る。なお、国会図書館に写本の『東陽先生詩

文集』14冊（文集10巻、詩集10巻。ただし詩集

の巻2は欠）が伝わる。 
 　東陽の評伝には、その裔孫にあたり詩人・
児童文学者としても知られる鈴鹿市在住の津

坂治男氏に『津坂東陽伝』（桜楓社、昭和63年）

および『生誕250年　津坂東陽の生涯』（竹林
館、平成19年）がある。
  ※ 『夜航余話』については、新日本古典文学大系『日
本詩史　五山堂詩話』（岩波書店、平成3年）に揖
斐高氏による校注が収められている。ちなみに、『杜
律詳解』については「文化と情報」第3号（平成13
年）および「文化情報学部紀要」第1巻（平成14年）
から第13巻（平成26年）まで全15回にわたって訳
注稿を掲載した。また、「寿壙誌銘」は拙稿「津阪
東陽『寿壙誌銘』訳注稿」（「文化情報学部紀要」第
14巻、平成27年）参照。東陽の京都遊学時代に関
しては「覚書：津阪東陽とその交友⑴―安永・天明
期の京都」（「文化情報学部紀要」第15巻、平成28年）
に、南川金渓や平井澹所との交友は「覚書：津阪東
陽とその交友⑵―文化11・12年の江戸」（「文化情
報学部紀要」第16巻掲載予定）にこれを述べた。
なお、東陽は津坂を津阪と表記することが多いので、
拙稿ではすべてそれに従っている。 

 『孝経』とは 

 　『孝経』は儒教の経典、十三経（易経・尚書・
詩経・周礼・儀礼・礼記・春秋左氏伝・春秋公羊伝・

春秋穀梁伝・論語・爾雅・孟子・孝経）の一つで

ある。全一巻で、古くは孔子の自著とみされ

たこともあったが、孔子とその46歳下の弟
子曾参（そうしん）との孝についての問答を

曾参の門人もしくはその学派がまとめたもの

とされる。テキストに『今文孝経』18章の
系統と『古文孝経』22章との二系統がある。
今文というのは漢代における今の字体（隷

書）、古文は蝌蚪文字（蝌蚪はオタマジャクシの意。

蝌斗・科斗とも表記）のような古い字体の意で

ある。煩を避けるために詳述は避けるが、前

者には後漢・鄭玄（じょうげん）が注をつけた

とされるものの、唐の玄宗の御注が作られる

と散逸し、後者には後漢・孔安国が伝（注の意）

を附したとされるが、梁末に亡び隋代に再び

世に現れたのは孔氏の旧本ではないとされ

る。その後、これも西土では散逸したものの、

孔伝は我が国に伝わっていたのを、太宰春台

が享保17年（1732）に『孝経古文孔氏伝』と

して刊行し、鄭注についても我が国に伝存す

る『群書治要』（初唐・魏徴ら奉勅撰）をもとに、

その復元がはかられ、尾張の儒者河村乾堂（名

は益根、字は培公）が寛政3年（1791）に『孝経

［鄭注］』を、同6年に岡田新川（名は宜生、字
は挺之）が『孝経鄭注』を出版した。春台の

刻した孔伝や新川の鄭注本は、当時の清国に

渡り西土の学者を驚かせた。 
※ ちなみに、書物の保存に関して、笹原宏之氏に中国
は「上書き保存」がなされ、日本は「別名保存」を
することが多いという興味深い指摘がある（『日本
人と漢字』、集英社インターナショナル、平成27年）。

 　そもそも『孝経』はわが国でも古来読み継
がれてきた文献だが、江戸時代には上記以外

にも各種テキスト類や注釈書が中国書の翻刻

や邦儒の著述を含め数多く上梓された。漢文

の注釈ばかりではなく片仮名交じり文でわか

りやすく文意を解説した国字解と称する初

学・一般向けの本も幾つかある。 
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 ※ 江戸期の刊本については、阿部隆一・大沼晴暉両氏
による労作「江戸時代刊行成立孝経類簡明目録」（森
武之助先生退職記念論集「斯道文庫論集」14、昭和
52年）参照。さらに大沼晴暉氏には「孝経目録補遺
並江戸時代孝経刊行年表」（太田次男教授退職記念
論集『斯道文庫論集』21、昭和60年）がある。 

 　 　なお、本学園の創立者椙山正弌先生にも「孝経解
題」があり、古文孝経のテキストを善しとする立場
から、簡潔で要領を得た記述がなされている。この
こと、本稿の「椙山女学園大学の孝経文庫」でも後
述する。 

 　現在、入手しやすい訳注本として、林秀一
『孝経』（中国古典新書、明徳出版社、昭和54年）、

栗原圭介『孝経』（新釈漢文大系35、明治書院、

昭和61年）、竹内弘行『孝経』（タチバナ教養文庫、

平成19年）、加地伸行『孝経〈全訳注〉』（講談

社学術文庫、平成19年）などがある。これらの

うち、古文系の本文に拠るのは林・栗原の両

著で、竹内・加地の両著は今文に基づく。
   ※ いずれも中国哲学・思想史の専家の手になるものだ
が、とりわけ平易で読みやすいのは竹内著で、加地
著にはその第四部「『孝経』・孝に関連して」におい
て、『忠経』などの周辺資料に言及するほか、孝に
見える宗教意識を明らかにし、孝と日本人との関わ
りをコンパクトに説いており、きわめて有益である。
栗原著は語釈等が詳しく他の儒教の経典との関わり
が事細かに記されている。なお、林氏には専著とし
て『孝経』の文献学的研究である『孝経論集』（明
治書院、昭和51年）、儒教を沈黙の宗教としてとら
え直した加地氏には『孝研究　儒教基礎論』（『加地
伸行著作集Ⅲ』、研文出版、平成22年）がある。 

 『孝経発揮』の特色 

 　津阪東陽の『孝経発揮』は、今文のテキス
トを本文とし、諸注を参照して漢文で書かれ

たもので、文政6年（1823）の自序があり、

文政9年（1826）に刊行された【図版①】。〈発揮〉

とは、内なる道理・意味を外に明らかにする

といった意味で、経書の注釈に名づけられた

先例として、伊藤仁斎の『中庸発揮』（正徳4

年［1714］刊）がある。本書は上記の林・栗原・

竹内・加地各氏の『孝経』訳注のいずれにも

言及されていないが、今これを読んでみる

と、それなりに面白い。 
 　巻頭の「孝経発揮を刻するの序」では刊行
の意図目的を明らかにし、ついで「孝経序説」

を掲げて、『続日本後記』や『三代実録』を

引いてわが国で東宮の読書始に『孝経』が用

いられたことを述べるとともに、古文を取ら

ず今文を採る理由を説いているが、これは一

種の学説史となっている。そして、本文には

古文との文字の異同を記すなど、学術的にみ

てもかなりしっかりとした内容である。 
 　かかる本書の特徴としてまず挙げられるの
は、ところどころ本文の左側に附された和訓

の存在である。こうした左訓の活用は、上述

の『杜律詳解』にもみられるが、その面白さ

を最大限発揮しているのが文政9年（1826）

刊の漢文による笑話集『訳準笑話』であろう。

これは、それらが初学向きの教科書として作

られたことと無縁ではない。とりわけ「習文

楷梯」として読み物の面白さを重視した副読

【図版①】
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本的性格を有する『訳準笑話』や、儒学の入

門書を兼ねるこの『孝経発揮』の場合は、そ

の意図が明瞭である。

  ※ 『杜律詳解』の和訓については、土屋泰男「津阪東
陽著『杜律詳解の和訓に関するメモ』」（大修館「漢
文教室」131号、昭和54年）があり、和訓を五十音
別に整理され、検索に便利である。 

 　そこで、「開宗明義章第一」の本文を挙げ、
それを東陽の和訓を活かしながら以下に読み

下しておく。なお、和訓はすべてカタカナだ

が、ここではわかりやすくするために［　］

内に漢字ひらがな交じりで表記した。また

（　）内は私に附した読み仮名である。 
 仲尼居、曾子侍。子曰、先王有至德要道、
以順天下。民用和睦、上下無怨。汝知之

乎。曾子避席曰、參不敏、何足以知之。

子曰、夫孝德之本也。教之所由生也。復

坐、吾語汝。身體髪膚受之父母、不敢毀

傷、孝之始也。立身行道、揚名於後世、

以顯父母、孝之終也。夫孝始於事親、中

於事君、終於立身。大雅云、無念爾祖、

聿脩厥德。 
 仲尼、居す［うちに居たまう］、曾子侍す［お
側におる］。子曰く、先王、至徳［ありがた

き行い］要道［たいせつの道理］有りて、以

て天下を順［おだやか］にす。民用（もっ）

て［これにて］和睦し［めでたく治まり］、

上下怨むこと［不足］なし。汝これを知

るか。曾子、席を避けて［座をさがる］曰

く、参、不敏［愚か者］、何ぞ以てこれを

知るに足らん。子曰く、それ孝は徳［た

しなみ］の本なり。教［さとし］の由って

生ずる［できる］所なり。復（かえ）り坐

せよ。吾れ汝に語（つげ）ん。身体［から

だじゅう］髪膚［髪の毛・肌の皮までも］こ

れを父母に受く、敢えて毀（こぼ）ち傷（や

ぶ）らず［けが・あやまち］、孝の始め［初段］

なり。身を立て［侍を仕立てる］道を行い［つ

とめを励む］、名［手柄］を後世に［末代まで］

揚げ［のこす］、以て父母を顕わす［面目］、

孝の終わり［充分］なり。それ孝は親に

事（つかまつ）るに［つかわれる］に始まり
［こぐち］、君に事（つか）うるに中［なかご］

し、身を立てるに終わる［仕上げる］。大

雅に云う、爾（なんじ）の祖［せんぞ］を

念うことなからんや［忘れおかず］、ここ

にその徳を脩（おさ）む［みがく］と。 
 　改めていうまでもないことながら、〈仲尼〉
は、孔子の字。〈曾子〉は、曾参のこと。〈子〉

は、先生の意。〈先王〉は、古代の偉大なる王。

〈避席〉は、東陽の和訓では「座を下がる」

とするだけだが、漢文による注に「礼に尊者

問うこと有れば、則ち席を避けて起ちて答

う」というように、孔子の生きた時代は床上

に席（長方形の敷物）を置きそこに座る生活で、

師など目上の者に対するときには、起ち上が

り席からさがって応答したのである。それゆ

え師たる孔子から質問されると曽参が「席を

避」けて答えたのであり、そこで孔子が「ま

あ、座りなさい」（「復り坐せよ」）といってい

るのである。これは余談ながら、今の学校現

場ではどうか知らないが、かつては児童生徒

が教師からあてられると、着席したままでな

く立ち上がって答えたのは、その伝統習慣が

我が国でも受け継がれたためであろう。今

日、入学式・卒業式において起立・礼・着席

というのも、それを儀礼化したものと考えら

れる。それから最後に挙げられているのは、

『詩経』大雅「文王」の一節で、〈聿脩〉は聿

を陳の意に解して「聿（の）べ脩む」と訓ず

ることが多いが、東陽は南宋・朱熹の『詩集
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伝』の解釈に従っている。 
　なお附言すれば、東陽の名である孝綽の孝

を「もと」と訓ずるのは、本章の「孝は徳の

本なり」に基づく。

 　ところで、「開宗明義章」の最後に大雅「文
王」の一節を挙げるように、古文系・今文系

を問わず、各章の末尾には『詩経』や『尚書
（書経）』などの一節が引用されているが、朱

熹の『孝経刊誤』は、これを本来あったもの

ではなく後に附加されたものとして刪去す

る。『刊誤』を踏襲する元・董鼎『孝経大義』

も同様である。東陽は、前漢・劉向の『説苑
（ぜいえん）』『新序』『列女伝』と「文法相類す」

とみて、朱熹の見解に一定の理解を示しなが

らも、「古人は文辞がそれで終わっても意を

尽さぬ場合は、多く『詩経』を援用してその

余意を吟詠した。あるいは賛美したり、ある

いは戒めとしたりして、これを諷詠させて自

得するようにさせた。人の感情を深く動かす

からである」と述べ、『漢書』匡衡伝に「大

雅に曰く、爾の祖を念うことなからんや、こ

こにその徳を脩むと。孔子これを孝経の首章

に著す」とみえるのをあげて、前漢時代の古

いテキストにすでに存在したと結論づけて、

これを削らずに存している。 
 　さて、「開宗明義章」の和訓で注目すべき
は、「立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝

之終也」の解釈である。ちなみに、加地著に

指摘するごとく明治17年（1884）に発表され

た文部省唱歌「仰げば尊し」の二番の歌詞に

「身を立て名を揚げやよ励めよ」とあるのは、

この一文に基づくが、これを「一人前のりっ

ぱな侍となり務めを励み、手柄を末代までの

こ」し、「父母の面目」を立てること、それ

こそ孝を充分尽くしたことになるとしたの

は、『孝経発揮』独自の解釈であろう。 
 　それでは、東陽はどうしてかかる和訓を施
したのか。『東陽先生文集』巻四に「身体髪

膚不敢毀傷弁」がある。〈弁〉（辨）とは文体

の一種で、是非真偽を弁別する意。そこには

「孝経の書は専ら人上を為す者の為に言を立

て、政治の本源を明らかにし、君道の至要を

述ぶ」と述べている。「人上を為す者」とは

人の上に立つ者の謂いで、『尚書』五子之歌

などに見える表現だが、東陽は『孝経』を人

の上に立つ者が世の中を治めるための書物だ

としている。東陽の「弁」を引かずとも、『発

揮』そのものにも「この経の主意は専ら国家

を治める者の為に言を立て、政治の本源を明

らかにし、君道の至要を述ぶ」と明確に言う。

つまり、為政者としての政治の要諦を説き、

民を導く心構えを説く修養書とみたわけであ

る。したがって、東陽のいう「手柄」とは、

必ずしも武功武勲を意味するのではなく、牧

民官としての功績をいうものと考えられる。 
 　それから、「身体髪膚不敢毀傷」について
であるが、その解釈をめぐっては異説があ

る。東陽によれば、荻生徂徠や太宰春台は孔

安国の伝に「能く自ら保ち全くして、刑傷な

きは則ち其の孝の始めと為す所以の者なり」

というのに従って刑罰に遭わぬことだとする

解釈を採った。例えば、春台の『古文孝経国

字解』（明和7年［1770］刊）には「ワガ身ヲカ

ヘリミレバ、イタダキヨリ足ノウラマデ悉ク

皆父母ノ身ヲワケタルモノナリ。コノ遺体ヲ

全クマモリ刑ニアワザルヲ孝ノ始メトスルナ

リ。先王ノ制ハミナ肉刑ニテ身体髪膚ヲヤブ

ル刑ナルユへ罪ヲ犯シテ刑ニ遭フヲ不孝ト

ス」と説いている。また徂徠の説はその著『論

語徴』（元文2年［1737］刊。平凡社東洋文庫に小
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川環樹訳注を収める）の泰伯篇「曾子疾有り、

門人を召して曰く…」の条に見える。かかる

解釈が出てくるのは、中国古代に五刑（墨・劓・
剕・宮・大辟）という肉体を傷つけ損なう刑罰

があったからであるが、東陽はその説を非と

する。東陽の論理はこうである。孝子たるも

の、刑罰に罹らぬようにするのは当然ではな

いか。ましてや『孝経』は「人上を為す者」

のために説かれているから、そのようなこと

をいう必要はない、とするのである。これは

東陽が引用しているわけではないが、儒教の

経典の一つ『礼記』の「曲礼上」には「礼は

庶人に下らず、刑は大夫に上らず」という言

葉が見える。礼の備わらないことで庶民を責

めないし、士大夫たるもの、もし罪を犯した

場合は、その良心の制裁に任せるべきである

という。そもそも儒教では、人の上に立つ君

子がその德（人格力）によって、民を感化・

教化できると考える。したがって、罪を犯し

て刑罰に罹るようでは、君子とは言えない、

とみたのだろう。それは名と恥を重んじる武

士の心性のありようともかかわってくる。 
※ ちなみに、朝川善庵（名は鼎、字は五鼎）も、すで
に文化8年（1811）刊の『古文孝経私記』巻下の「身
体髪膚受之父母不敢毀傷弁」において徂徠・春台の
説を批判している。善庵は古文を善しとし、東陽と
は立場を異にするが、この条の解釈では軌を一にす
る。

 　ところで、「身体髪膚」の語について、〈膚〉
に連ねて〈髪〉をいうのは「文辞の勢い」で

拘泥しなくてよいと述べているのには、私な

ど頭頂部がすっかり薄くなった者には苦笑を

禁じ得ない。さては東陽先生も吾輩と同じ悩

みを持つご同類であったのかと邪推して思わ

ずにんまりしてしまう。これは「不敢毀傷」
（〈不敢〉は、いわれなく～しない意）とあるから、

自然と薄くなるのは致し方ないわけで、それ

こそ「泥すること勿（な）くして可なり」だ。

されど、たかが髪の毛一本と侮るなかれ、西

土では古代に刑罰の一種に髪をそる髠（こん）

があり、その後も頭髪問題が大きくクローズ

アップされる時代があった。それは仏教が

入ってきたときの出家者の剃髪であり、また

満洲族の清が中国を治めるにあたって自らの

習俗である辮髪を漢人男子に強制したこと
（薙髪令）である。清末から辛亥革命前後の混

乱期には辮髪廃止をめぐって笑うに笑えない

喜悲劇が生じたようだが、髪の話には深入り

しないでおく。 
 ※ 東陽は「身体髪膚不敢毀傷弁」において、山崎闇斎
がかつて儒者が総髪にしないのは『孝経』の主旨に
背くものだと譏（そし）ったのに対して、髷を結う
のは「国家の制」で「私に毀傷する」のとは同じで
ないとし、「礼は地を以て殊（こと）なり、法は俗
を以て異なる」のに、清朝の辮髪もこれを不孝とす
るのか、と反駁している。 

 　 　辛亥革命前後の辮髪をめぐるちょっとした騒動に
ついては、魯迅に「頭髪的故事（髪の話）」（『吶喊』
所収。学研版『魯迅全集』第2巻、昭和59年）があ
る。 

 　それはさておき、このほか『孝経発揮』の
和訓についての例を示すと、「諸侯章第三」

の「詩云、戦戦兢兢、如臨深淵、如履薄氷」
（詩に云う、戦戦兢兢として深淵に臨むが如く、薄氷

を履むが如し）では、〈戦戦兢兢〉に「おづお

づあぶあぶ」、〈如臨〉に「落ちはまらんを気

づかひする」、〈如履〉に「踏みはずさじと用

心する」と和訓を施している。〈詩〉は『詩経』

小雅「小旻」（しょうびん）の句。ちなみに、〈戦

戦兢兢〉は現代日本語でもよく用いられる

が、〈兢〉字が常用漢字に含まれていないた

め、〈戦戦恐恐〉と書き換えて表記されるこ

とが多い。 
 　さらに、二字以上の熟語・連語に施された
和訓を挙げると、以下のような例がある。 
 ・徳教……アリガタキナサレカタ
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・四海……ヨモノウラウラマデ 
 ・有慶……メデタクマシマセバ
・頼之……オカゲヲカフムル（以上、天子章2） 
 ・不危……ヒヤイナラズ
・社稷……イへクニ 
 ・民人……リヤウナイカチウ（諸侯章3） 
・法服……カクシキノシヤウゾク 
 ・法言……モツトモナルギロン
・徳行……アリガタキトリハカラヒ 
 ・択言……ヨリヌクベキコトバ
・口過……ヒナン 
 ・怨悪……フソク
・匪懈……ユダンナク 
 ・一人……ワガキミ（卿大夫章4）

・不失……トリハヅサズ 
 ・禄位……チギヤウカクシキ
・祭祀……オソナへチソウ 
 ・所生……オヤタチ（士章5）

・謹身……リチギ 
 ・節用……シマツスル（庶人章6）

・博愛……アマネクフビンガル 
 ・莫遺……ナホザリニセズ
・興行……フウゾクナホル

・敬譲……オトナシヤカ 
 ・不争……マンガチセズ 
 ・礼楽……サホウウタヒマヒ
・和睦……タノモシクタガヒニスル 
 ・好悪……スキキラヒ
・知禁……ワルビレズ 
 ・赫赫……ユユシキ（三才章7）

・万国……シヨダイミヤウ 
 ・懽心……アリガタガリ
・鰥寡……ヤモメドモ 
 ・臣妾……オトコオナゴドモ
・和平……ヨクオサマリ （孝治章8）

 ・悖徳……サカサマゴト
・無則……テホンニナラズ 
 ・凶徳……フラチ
・不貴……イヤナルコトトス 
 ・可尊……アリガタシ
・作事……トリアツカヒ 
 ・容止……ギヤウギ
・進退……サクマヒ 
 ・政令……ハツトイヒツケ
・淑人……アリガタキヒト（聖治章9） 
 ・居上……ウへウへニテハ
・為下……シタジタニテハ（紀孝行章10） 
 ・大乱……ソウドウ（五刑章11）

・親愛……タイセツガル 
 ・礼順……オトナシヤカ（広要道章12）

・愷悌……アリガタイ（広至徳章13） 
 ・争臣……ツヨイケンスルモノ
・無道……ワケナシ

・令名……ホマレ  （諫諍章15）

・致敬……タイセツヲツクス（応感章16） 
 ・将順……ヒキタテル
・匡救……タメナホス（事君章17） 
 ・不 ……ナキイル

・無容……シドケナシ 
 ・不文……ベンナシ
・不安……ココロヨカラズ 
 ・不楽……オモシロカラズ
・不甘……ムマカラズ 
 ・哀戚……ナゲキカナシム
・簠簋……ソナヘモノ 
 ・哀慼……ナゲキイタム
・宅兆……ハカチ 
・安措……オサメル

 ・祭祀……ソナへヲタテマツリ（喪親章18） 
 ・長守貴……カクシキヲオトサズ



Journal of Sugiyama Human Research 2016196

・長守富……シンダイヲクヅサズ（諸侯章3） 

 ・不敢遺……オヨソニセズ
・不敢侮……ソカニセズ（孝治章8） 
 ・不離其身……イチダイブナン（諸侯章3） 
 ・言満天下……イヅクマデキコへテモ 
 ・行満天下…… タレガウへニオヨビテモ
 （卿大夫章4） 
  ・用天之道……トキヲウシナハズ
・分地之利……トコロヲミタテ（庶人章6） 
・小国之臣……カウタイヨリアヒノケライ

 （孝治章8） 
 ・三牲之養…… チンカクノフルマヒ
 （紀孝行章10） 
 ・災害不生……イエクニアンゼン 
 ・禍乱不作……ゴウンチヤウキウ（孝治章8） 
 ・天地之性……イキトシイクルモノ（聖治章9） 
 ・天地明察…… アメツチニムカフテハヂルコ

トナク 
   ・無思不服…… ココロニカカルホドノトコロ

ハナシ （応感章16） 
 ・擗踊哭泣…… ムネウチアシズリサケビナク

 （喪親章18） 
 ・公侯伯子男…… コクシユジヤウシユマンゴ

クイジヤウ （孝治章8） 
 　なかには、〈百姓〉（ひゃくせい）のように、
「天子章第二」の「徳教加於百姓」（徳教百姓

に加わる）には「オハタモト」とし、「孝治章

第八」の「得百姓之懽心」（百姓の懽心を得）

には「イツカチウ」とするなど、文脈に即し

て和訓を変える例もある。前者については、

「百姓は百官を謂う。『書』の〈九族　既に睦

み、百姓を平章す〉と同じ。古（いにしえ）

は民に姓無し。姓有る者は皆帝王の族胤、朝

廷の官人なり。後世、人皆姓有り、遂に民を

称して百姓と為すなり」と注している。〈書〉

は『尚書』、堯典にみえる。〈平章〉は、行い

をひとしく輝かしいものにする意。ここで東

陽は〈百姓〉を「百官」「朝廷の官人」と解

するがゆえに、我が国の実情に合わせて将

軍・大名の家臣をいう「オハタモト」（お旗本）

と意訳してこれにかかる和訓を施したのであ

る。また〈徳義〉も「三才章第七」の「陳之

以徳義」（これを陳ぶるに徳義を以てす）には「ア

リガタキミチスヂ」とし、「聖治章第九」の「徳

治可尊」（徳義尊ぶべし）には「ミモチキダテ」

という。さらに〈宗廟〉の語も「応感章第

十六」の「宗廟致敬」（宗廟敬を致す）には「セ

ンゾダイダイ」とし、「喪親章第十八」の「為

之宗廟、以鬼享之」（これが宗廟を為［つく］りて、

鬼を以てこれを享す）には「シダウ」（祠堂）と

ルビを振る。なお、「以鬼享之」には「カミ

トシマツル」と左訓を附す。 
 　以上、本文に附された和訓について述べて
きたが、次に漢文で書かれた注釈をみていこ

う。  「広要道章第十二」の本文「移風易俗、
莫善於樂」（風［習わし］を移し俗［しぐせ］を易

（か）  えるは楽［歌いもの］より善きはなし）に注

して、 次のように述べる箇所がある。
 蓋聲樂之感人也切矣。其效至於淪肌浹體、
而不自知。所謂黙成於風俗、潜移於人心

者、其理不可誣也。古者民間俗樂即如今

優伶之所爲。故雖小民、可以風動感化、

而風俗爲之移易也。竊慨近世所歌舞、尤

不禁鄙褻。以綺艶媚惑之辭叙淫泆流盪之

行、淫絃嘈雜駕之以行、皆以誨婬誘邪、

莫非流毒胎禍。其盪人心傷士氣之甚、俾

百錬之剛爲繞指之柔、風俗之壊、可勝嘆

耶。雖然其行既久、未可以驟停乎。若去

其淫聲之甚者而專取孝悌忠義節烈之事、

以振士風以厲民俗、則今之樂、猶古之樂、
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其於鼓吹世道、未必不爲一助也。 
 蓋（けだ）し声楽の人を感ずること切な
り。その効、肌に淪し体に浹（あまね）

くして自ら知らざるに至る。所謂（いわ

ゆる）黙して風俗を成して潜（ひそか）に

人心を移す者、その理誣（し）うるべか

らざるなり。古者（いにしえ）民間の俗

楽は即ち今の優伶の為す所の如し。故に

小民と雖（いえど）も、以て風動感化す

べくして風俗これが為に移り易（かわ）

るなり。窃（ひそか）に慨（なげ）く近世

歌舞する所は尤も鄙褻に禁（た）えず。

綺艶媚惑の辞を以て淫泆流盪の行いを叙

し、淫絃嘈雑これを駕して以て行う、皆

婬を誨（おし）え邪を誘う、毒を流し禍

を胎（のこ）すに非ざるはなし。その人

心を盪（うごか）し、士気を傷（やぶ）る

の甚だしきこと、百錬の剛をして繞指の

柔と為さしめ、風俗の壊（やぶ）る、勝（あ

げ）て嘆ずべけんや。然りと雖もその行

わること既に久し。未だ以て驟（にわか）

に停（とど）むべからざらんや。若（も）

しその淫声の甚だしき者を去って専ら孝

悌忠義節烈の事を取って、以て士風を振

るい以て民俗を厲（はげま）せば、則ち

今の楽、猶（なお）古の楽のごとく、そ

の世道を鼓吹するに於いて、未だ必ずし

も一助たらずんばあらざるなり。 
 　〈肌に淪し体に浹くす〉というのは、人の
感覚にじかに染み込むことをいう。これは清

朝の朱子学者李光地の「楽を聞き徳を知る

論」（『榕村全集』巻15）の「言うこころはそれ

性情に本づき、変化に流れ、その効、肌に淪

し体に浹くして自ら知らざるに至る」という

のに基づいた表現で、〈所謂〉以下もそれに

見える。〈優伶〉は、歌舞伎役者。〈淫佚〉は、

男女のみだらな交際。〈流盪〉は、おちぶれ

さまようこと。〈淫絃〉は、煽情的な三味線

の音色。〈嘈雑〉は、騒々しくうるさいこと。

〈百錬の剛をして繞指の柔と為さしむ〉は、

西晋・劉琨「重ねて盧諶に贈る」詩（『文選』

巻25）に「何ぞ意（おも）はん百錬剛、化し

て指に繞（めぐ）るの柔と為らんとは」とあ

るのをふまえる。〈百錬剛〉とは、鍛えに鍛

えぬいたはがね。志操堅固の喩えとして用い

る。 
 　そもそも礼楽は、古来、儒家で重んじられ、
その教えの根幹をなすものといってよい。さ

ればこそ、音楽の持つ抗しがたい魅力にも早

くからこれに気づき、先ほど挙げた『礼記』

には、「楽記篇」という音楽原論がある。人

心を雅正に保つには、音楽もそうでなければ

ならないと考えるのである。 
 　寛政末から文化文政のころには、江戸のみ
ならず津城下やさらに伊賀上野でも歌舞伎に

熱を上げ歌舞音曲に明け暮れる浮ついた華美

な風潮が蔓延していたが、東陽はかかる当時

の世相風俗に対してこれを度を過ごしたもの

だとみなし、政治に与る儒者として、どうし

ても一言せざるを得なかった。もとより歌舞

音曲や歌舞伎それ自体を否定しているわけで

はない。ただ流行の行き過ぎや熱狂ぶりを看

過できなかったのである。一藩の教育に関わ

り世道人心を善導すべき儒者としては、ある

意味で当然の指摘でもあろう。『孝経発揮』

はたんなる字句の注解にとどまらない慨世の

書でもあったわけである。
  ※ 当時の歌舞音曲の流行ぶりとそれに対する東陽の反
応については、拙稿「覚書：津阪東陽とその交友㈡
―文化11・12年の江戸」において大田南畝との関
わりを論じた箇所でも言及した。 
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 　また「卿大夫章第四」の「非先王之法服不
敢服」（先王の法服［格式の装束］に非ざれば敢て

服さず）に注したなかに、「夫新樣物一時行來、

率皆風流子弟游冶好事所創爲、或出自倡優、

而士君子俲顰、翕然尚之、輕薄惡俗可慨也哉」
（それ新様の物、一時に行われ来たるは、率（おおむ）

ね皆風流の子弟・游冶好事の創為する所、或いは倡

優より出、而（しか）して士君子顰（ひそみ）に俲（な

ら）い、翕然（きゅうぜん）としてこれを尚（とおと）

ぶ、軽薄の悪俗慨すべきなるかな）というのも粋

な遊び人や伊達男それに人気役者のファッ

ションが巷で流行し、それなりの武家のなか

にもかかる風潮にかぶれるものがいたのを

苦々しく思っていたからにほかならない。 
 　それから「応感章第十六」の注のなかで、
宋の王十朋が仏塔を礼拝する人を見て声をか

け、そなたには家にちゃんと仏がいらっしゃ

る。どうしてそれを供養しないのか、といっ

た逸話（南宋・王応鱗『困学紀聞』巻7、孝経に見

える）を挙げたあと、「此れ人能く親を奉ず

れば即ち仏を奉ず。若し親を奉ずること能わ

ざれば、日に香を焚いて百拝すと雖も仏佑（た

す）けざるを言うなり。註説に充つるに足ら

ずと雖も、愚俗の為に附識すと云う」と述べ

ていることなども、本文と直接は関連しない

記述ながら、他の注釈書にはない面白さの一

つである。 

 まとめ 

 　中江藤樹の『孝経啓蒙』（日本思想大系29『中

江藤樹』、岩波書店、昭和49年に収載。校注・解説

は加地伸行氏）や熊沢蕃山の『孝経小解』（『先

哲遺著漢籍国字解全書』第1巻。早稲田大学出版部、

明治42年に収載）など碌に目を通しておらず、

中国哲学・日本思想史の専門でもないので、

東陽の『孝経発揮』の我が国における孝経解

釈史上の位置づけといった問題については私

の手にあまるが、以上述べた内容をまとめる

と、本書は民を治める武士向けの初学教育の

ための入門書であり、それとともに当時の享

楽的で浮華に流れる世間の風潮に警鐘を鳴ら

し淳風美俗を保持するのに役立たせる実践の

書でもあった。それゆえ漢文による注釈とは

別に本文の左側にところどころ和訓を附して

文意を平明に説いて初学の者でもよく理解で

きるようにし、また本文とは直接関係のない

逸話を載せるなどの工夫を凝らしており、そ

の点で本文の解釈のみの注釈書とはいささか

趣を異にしているといえよう。 
  
 　　附：椙山女学園大学の孝経文庫 

 　椙山女学園の創設者たる椙山正弌先生は、
「人間橋由来記」（昭和37年）のなかで「諸君

よ　人間になろう」と呼びかけられ、それが

学園の教育理念として高く掲げられて今日に

至っている。ただ戦前には教育のバックボー

ンを涵養する上で御自身は『孝経』をことの

ほか重んじられ、昭和10年（1935）には本学

園創立30周年を記念して、山添の地に孝経
幢を建立された。〈幢〉とは、梵語のdhvaja。
もとは旗の類をいう。唐代には仏教寺院で建

立された経文を刻んだ石柱（一般には八角形が

多い）すなわち経幢を指すようになったが、

その後、西土では廃れた。それに『孝経』を

刻してあるのはきわめて珍しく、寡聞にして

他に例を知らない。この孝経幢は四角柱に青

銅板に鋳造した古文孝経の本文（我が国の清原

正本に拠る）を貼付したものである。爾来80
年以上を閲した現在では、それ自体が貴重な

歴史的建造物となっている。なお、幢の完成
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に合わせて当時学園では返り点を施した本文

と附録に大和田建樹の「母のめぐみ」と題す

る新体詩とを載せた小冊子「古文孝経」を印

刷し、教職員に配布したという。
  ※ 孝経幢については、『椙山女学園百年史』（学校法人
椙山女学園、平成19年）参照。さらに『椙山女学
園の教育をたどることば集―創立から現代まで―』
（椙山女学園歴史文化館、平成23年）には椙山正弌
先生の「孝経幢除幕式の辞」と「孝経解題」（原載
は昭和11年度「糸菊」）とが再録されている。
また椙山正弘学園長・椙山人間学研究センター長に
は『糸菊』2015（平成27年度版）の「説苑」に掲
載された「孝経幢」という一文があり、短い文章な
がら、創設者の『孝経』に寄せた思いや「孝経幢」
建立の経緯、戦前・戦後の教育との関係について簡
にして要を得た解説をなされており、次に触れる「孝
経文庫」についても言及されているので、ぜひ参照
されたい。
ちなみに、椙山正弌先生の足跡は、須田昌平氏の筆
になる『私学人　椙山正弌』（椙山女学園「私学人
　椙山正弌」刊行会、講談社、昭和50年）にまと
められている。
なお、上記の事柄については、椙山歴史文化館の椙
山美恵子館長からいろいろと貴重なお話を伺う機会
をいただいた。記してご教示に御礼申し上げる。 

 　また、椙山正弌先生は江戸明治期に刊行さ
れた『孝経』の各種版本を中心として孝に関

する諸文献を広く渉猟蒐集することに努め、

自らも「孝経解題」を著された。さらに孝経

幢完成のおりには架蔵の『孝経』諸本を公開

展示されているが、その時の「創立三十周年

記念孝経諸本展観目録」は残念ながら戦災で

焼失したという。しかしながら、幾つかの重

複を含め280点近くに達するその貴重な蔵書
は、現在、特別文庫の一つ孝経文庫として椙

山女学園大学附属図書館に収められている。

そこに本文中に言及した朱熹の『刊誤』、董

鼎の『大義』、藤樹の『啓蒙』、蕃山の『小解』、

春台の『国字解』、善庵の『私記』それに東

陽の『発揮』などが収められているのは言う

までもない。現在、これだけの資料を再び集

めるのははなはだ困難である。まずは不可能

といっても過言ではない。戦後まもない昭和

24年に油印（謄写版）の『椙山女学園孝経諸
本目録』【図版②】が刊行されているが、専門

家や研究者から高く評価される一大コレク

ションでありながら、その存在を知る向きは

学内でもそう多くないのが現状であろう。経

書を中心とした漢籍を集めた八木文庫や近代

短歌研究に欠かせない山崎文庫などととも

に、本学の誇るべき文化遺産として図書館の

ホームページ上で紹介し、その存在を広く世

に発信していく必要があるのではないだろう

か。この際、そのことを関係各位には切にお

願いしたい。
  ※ 八木文庫については、中国哲学を専門とされた故森
川重昭教授による『八木文庫漢籍分類目録』（昭和
54年）が、また山崎文庫については、近代短歌を専
門とされた荻野恭茂元教授による『山崎敏夫文庫目
録』（昭和62年）がそれぞれ作成されている。 

 　 　孝経文庫については、先に注記した阿部隆一・大
沼晴暉「江戸時代刊行成立孝経類簡明目録」に「孝

【図版②】
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経の蒐集として世に名のある」ものの一つに挙げら
れている。 

 　　蛇足ながら余談として 

 　昨年、「孝」や『孝経』に関する研究書が
相次いで刊行された。一つは「二十四孝」に

代表される孝子説話をめぐる表象およびその

機能を明らかにしようとする宇野瑞木『孝の

風景―説話表象文化論序説』（勉誠出版）で、も

う一つは佐野大介『「孝」の研究―孝経注釈と

孝行譚の分析』（研文出版）である。またこれは

20年近く前に出されたものだが、孝の精神
に内在する母性原理に光をあてた下見隆雄

『孝と母性のメカニズム―中国女性史の視座か

ら』（研文出版、平成9年）も大きな成果である。

さらには池澤優『「孝」思想の宗教学的研究』
（東京大学出版会、平成14年）もある。中国のみ

ならず日本や韓国といった東アジア漢字文化

圏の精神史においてかつて果たした役割を学

問的に検証することはきわめて重要で、これ

らの研究は、先に挙げた加地伸行『孝研究』

ともどもそれぞれに大きな成果を挙げてい

る。私の偏見かもしれぬが、古典研究におい

て、よしそれが文献学的な地味なものであっ

ても現実社会と全く無縁ではありえない。何

を研究対象とするにせよ、一見するとそれが

実際上役に立たない迂遠な研究のように思え

ても、研究者が問題意識をもって対象に迫る

とき、その心のどこかに自分の生きている現

代社会の抱えるさまざまな課題と通底してい

る部分があるからだ。 
 　ただそうはいっても、実のところ現代にお
いて「孝」とは、あるいは『孝経』とは、厄

介なしろものである。拙稿の「はじめに」で、

東陽の『孝経発揮』について、これまで敬し

てこれを遠ざけてきたと述べたのも、そのこ

とと決して無関係ではない。というのも、明

治23年（1890）に発布された『教育勅語』と

相俟って戦前、特に軍国主義的色彩が強まっ

た一時期、初等中等教育の現場で忠孝という

ことがあまりにも声高に叫ばれすぎて、「孝」

とか『孝経』といえば、それが古いイエ意識

とも結びついていたこともあって、戦後はさ

ながら儒教道徳の権化、封建時代の遺物のよ

うにみなされ、それゆえ忌避されてきた経緯

があるからだ。 
 　そもそも「孝」という字それ自体は、老人
に子どもが寄り添う形をあらわした会意文字
（後漢・許慎『説文解字』）で、親に対する子の

情愛をもとにした自然な感情のうるわしい発

露に基づくものである。ところが、それが礼

教という形をとり規範化され権威づけられる

と、その説き方しだいによっては、逆に人々

の意識や行動を縛り、場合によっては苦しめ

る桎梏ともなり得る。 
 　例えば、親の死はとても悲しいことであ
る。悲しみのあまり痛哭し、食事も満足に喉

を通らないこともあろう。ましてや身なりな

どにかまってはいられない。これが礼として

規定されると、親の喪に服している間は、麻

の粗末な衣を着て薄い粥を啜り、決まった哭

礼をしなければならない、となるわけだ。そ

れに反すると社会から指弾されるのである。

　ただ、こうしたことがすべて孔子の教えに

内在しているのかと言えば、そうではない。

孔子は「三年の喪」は長すぎるから一年で充

分ではないかと主張した弟子の宰我をたしな

めながらも（『論語』陽貨篇）、別のおりには「礼

と云い礼と云うも、玉帛を云わんや、楽と云

い楽と云うも、鐘鼓を云わんや」（『論語』陽

貨篇）と言い、儀礼や雅楽は形式よりもそこ
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に込められた思いが大切だとも述べている

し、また孝について弟子から問われた際に

は、その個性や境遇に応じた答えをしている

（『論語』為政篇）からである。 
 　さらに『孝経』の内容とは全く関係しない
ものの、旧中国においては明清時代を中心と

して、薬になるからとして病気の母親に子が

自分の股の肉を割いて食べさせる（これを「割

股」と称する）といった、まさに異様奇怪とし

か言いようのない行き過ぎた孝行の話がまま

見られる。桑原隲蔵『支那の孝道殊に法律上

より観たる支那の孝道』（『支那法制史論叢』所収、

弘文堂書房、昭和10年刊。後に岩波『桑原隲蔵全集』

第3巻。さらに『中国の孝道』と改題して講談社学

術文庫、昭和52年に収録）を読めば、そのさま

ざまな具体例を知ることができる。また中国

近代において社会に巣くう礼教の欺瞞性や虚

偽性を鋭く剔出した魯迅は子ども時分に

「二十四孝」の絵入り本を読んで、貧しい夫

婦が母親に満足な食事を与えられないので我

が子を口減らしのためやむなく亡きものにし

ようとした「郭巨、子を埋む」の話を知り、

やがて自分もそうなるのではないかとおびえ

たという思い出を「二十四孝図」のなかに書

いている（『朝花夕拾』所収。学研版『魯迅全集』

第3巻所収、昭和60年）。 
 　しかしながら、わが国の先人たちが『孝経』
に見たのは、当然ながらそうしたグロテスク

な負の遺産ではない。人としてのありようを

説く『孝経』には、「親を愛する者は人を悪（に

く）まず、親を敬する者は人を慢（あなど）ら

ず」（天子章）という一節もある。津阪東陽は

これを「親をいとおしがる者は人を好き嫌い

せず、親をたいせつにする者は人をないがし

ろにしない」と解し「孝とは愛・敬の二つに

ほかならない」と説いているが、その根底に

ある理念は人間尊重の精神ともいえるものな

のである。東陽もそれを感じ取っていたにち

がいない。 
 　ここで一つ、私事に渉る事柄を記しておき
たい。南伊予の片田舎に住む私の父親が腎不

全を患い十数年も人工透析を続けたせいか片

足がむくみ壊死しかけ、医師から切断したほ

うがよいと勧められたとき、「シンタイハッ

プコレヲフボニウク……」と呟いて、これを

頑なに拒んだ。齢93を越え、己の寿命を悟っ
ていたためでもあろうが、周囲にいた年若い

看護師には何を言ってるのか、さっぱりわか

らなかったという。気が動転した年寄りの世

迷い言ぐらいにしか受け止められなかったよ

うだ。大正9年（1920）生まれの父は高等小

学校卒業で学歴のある人間ではないものの、

おそらく子どものときに聞きかじった言葉を

覚えていたのだろう。兵隊にとられて無事に

帰ることができ、80歳になるまで製材業に
従事しながら、その間に労災や事故にも遭わ

ず、90過ぎまで命ながらえた以上、わずか
数年の延命のために片足を切断するのを躊躇

したのだと思われる。その後、半年もたたず、

父はみまかった。 
 　『孝経』において孔子から孝についての教
えを受けたとされた曾子はその晩年、病篤く

なったとき弟子たちにこう言ったという。「予

が足を啓（ひら）け、予が手を啓け。詩に云う、

戦戦兢兢として深淵に臨むが如く、薄氷を踏

むが如しと」云々と（『論語』泰伯篇）。父母か

らもらった身体を傷め損なわないように慎重

に慎重を重ねて生きてきたというのである。

手足に傷跡一つないと解する向きもあるが、

そこまで厳格に言っているのではなかろう。
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手足を損なうことなく生きて来られたのは全

くの僥倖の結果に過ぎないが、そういう言葉

を吐いて最後を迎えられるのは、なんと幸せ

なことかと、姉から父親の話を聞いてふと

思った次第である。〈孝〉とは、自己を犠牲

にして親に尽くすことではない。むしろ自分

の命を体を粗末に扱わず、これを全うすると

いう教えでもあるのだ。先に「人間尊重の精

神」といったのは、そのような意味合いをも

含んでいる。 

 　テーマに掲げた津阪東陽の『孝経発揮』か
らは少しく逸脱したかもしれない。だが、今

回、『発揮』をはじめ関連の文献に多少なり

とも目を通してみて、『孝経』が封建道徳を

説いているから現代において価値がない無益

だと一顧だにせず捨て置くのも、いかがなも

のかと考えるようになった。親をたいせつに

する子が親となって我が子を虐待するはずが

ないと思うのだが、それはあまりに素朴単純

なもの言いにすぎるであろうか。 
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『ホモ サピエンスの苦渋と提言』
Suffering and Proposals of Homo sapiens from the View Point

of his spiritual History

椙山女学園大学名誉教授
京都大学名誉教授
江原　昭善

Akiyoshi Ehara

 Ⅰ　サピエンスの苦渋 

 　「概念が確立した領域は、学問的には歴史
的使命の大半は終えて、完成に近い研究領域

だ」といったのは、たしかフランスの「生の

哲学者」ベルクソンだったか。では「人類」

はどうか。「人間」はどうか。時代とともに

成長し発達する分野はどうか。 
 　想うに、「人類とは何か」とか「人間とは
何か」という問いかけは、人類の歴史のなか

で人間の自覚とともに誕生した、もっとも古

くて、しかも今に留まらず未来にまでも続

く、自問自答のひとつだと考えてもよいだろ

う。 
 　人類学や心理学や精神分析学などの助けを
借りるまでもなく、日常的な家族や親族の生

と死をめぐる経験や、祖先との系譜や家系な

どに基づく同族意識の実感から、自分がまわ

りの他者や生き物などと違うことくらい、自

然発生的に自覚してきたと推測される。チン

パンジーでさえ、自覚の芽生えが実験的に確

認されているからだ（椙山人間学研究Vol.6
ギャラップの実験参照）。だから初めはおぼ

ろげながらにしても、やがて私たちがどのよ

うな環世界に、どのように位置づけられてい

るかが見えてくる。 
 ＊ 

 　「人類」や「人間」は、その曙の時代から
現代まで、幾つかの大きな時代の節目を経

て、その変わり目の訪れがいよいよ気忙しく

なってきた。そしてその変わり目ごとに、人

類自身がみずからの手で創り上げてきた数々

の文明を、みずからの手で破壊し、再建し、

また破壊していく。そこに繰り返し見られる

壮大な弁証法的史的展開……。 
 　そのような時代の流れのなかで、二十一世
紀の幕は開け、9月11日の午前のこと。まっ
たく予告もなしに衆人環視の中で、世界的な

歴史的大事件が勃発した。ニューヨークの世

界貿易センタービルや、世界最高の軍事力の

象徴と誇るバージニア州の国防省本部（ペン

タゴン）に、同時的にハイジャックした旅客

機が、そのまま相次いで突っ込み、衝突させ

自爆。死者・行方不明者は日本人も含め、約

3,000人。同時多発テロだ。そこに働く大勢
のエリートたちもろともに、瞬時にして原形

も留めぬ巨大な瓦礫の山と化してしまった、

数条の黒煙だけを残して……。

　その凄まじい現状は、そのままテレビの映

像を通じて、繰り返し世界中に配信された。

その黒煙いまだ消えず、焼け落ちた瓦礫も冷

めやらぬ山塊の上に立ったブッシュ大統領

（当時）は、この想像を絶する無法な暴力の
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惨状を目前にして、息をのみ、世界に向かっ

て「これは宣戦布告のない戦争だ！」と宣言

し、「テロにつくか、我がアメリカにつく

か！」と叫んだ 1。

　このとき以後、ブッシュ大統領は、いささ

か下品な言葉で、テロを容認する国を「なら

ず者国家！」（rogue state）と、吐き捨てた。
だが、だれもその下劣な表現に気が付かない

ほど衝撃は強かった。また、彼が奇しくも断

言したように、この時以来、たしかに戦争の

質も概念もすっかり変わってしまった。これ

まで戦争といえば、きっかけとしては政治

的、イデオロギー的もしくは経済的に生じた

もので、国家と国家の武力衝突だった。それ

がすっかり様変わりして、政治的・イデオロ

ギー的集団は言わずもがな、宗教的狂信グ

ループとしての動機が目立ち始めた。そして

そのいずれもが、たやすく武器を手に入れ

て、国家という枠を超えたテロ的暴力と見境

のない狂気の集団として成長した。その旋風

はいまやアメリカや全ヨーロッパに波及して

いる。   

 註1　 この凄絶な報道で、ブッシュ大統領の発言を聞
いていたアメリカの1少女が、「ねぇ、パパ！　
この大統領の発言は、ちょっとおかしくない？」
と、傍にいた父親に訊ねた。この少女の疑問は
まったく正しい。「A（テロ）かB（アメリカ）か」
のような二者択一論では、二者以外の選択の可
能性がない場合にのみ成り立つ論法だからだ。 

 註2　 定義によってはオウム真理教事件も典型的なテ
ロ集団だ。 

 　そもそも、このような生産と成長と、自己
破壊力（核のような、人力を超えた自己破壊

力）を持った人類とは何だろうか。全人類は

おろか、みずからの拠って立つ地球をも瞬時

にして何度も爆破できるほどの自己破壊力を

持った人類とは何だろうか。あらためて核を

手にした現存在としての「人類とは何か」、「人

間とは何か」と問い直さざるを得ない。サピ

エンスの名にふさわしくないからだ。 
 　ここで改めて、人類や人間の基体（元はア
リストテレスの用語。土台を構成する実体の

意）を系統進化的に振り返っておこう。そう

すれば、これが大げさな認識ではなくて、サ

ピエンス種の内容の質も量も、驚異的な時代

変化の加速性も、つまり物的・精神的な生活

様式の加速度的変化に一驚されることだろ

う。 
 　人類は21世紀の幕開け以来、瞬くうちに
擬似宗教的、原理主義的、半ば狂気的なカル

ト集団の同じような事件が、近東やヨーロッ

パ各地に拡散して、グローバルに見られるよ

うになった。血生ぐさい IS主導のテロ事件
だけでも数え上げれば、バングラデシュ、シ

リア、トルコ、ハンガリー、ギリシャ、ドイ

ツ、フランス、スペイン等々。さらにそれら

が引き金になって、まるでおもちゃ箱をひっ

くり返したように、多くの難民が発生し、比

較的経済に余裕のあるドイツやフランスなど

に向けて、文字通り命がけの逃避行や死の旅

ヘ……。 
 　さらには大国による国際法無視どころか、
住民はそっちのけで餓鬼の論理丸出しの領

表１　人類の歴史を100mに換算

人類出現 4my 100m＝類人猿
火の発見 0.5my 12.5m＝原人類
死の発見 0.1my 2.5m＝旧人類
古代都市出現 0.01my 25cm＝縄文草創期
キリスト誕生 5cm＝弥生時代前葉
ルネッサンス 1cm＝戦国時代
産業革命 5mm
20世紀 2.5mm
21世紀 0

＊（myは100万年単位の略）
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土・領海の強奪。とても並みの人間の論理だ

とは思えない。 
 　人類の約400万年の全歴史を100メートル
の長さに換算してみよう（第1表）。驚いた
ことに、全歴史の99パーセントは前・後期
の旧石器時代だということになる。旧人類ネ

アンデルタール人から新人類（サピエンス

種）になり、古代都市や世界宗教が出現して

文明世界が開花し、産業革命に続く近代や現

代、そして情報化社会へと、いよいよ急ピッ

チで進行してきた。このようにして人類は、

目まぐるしい時代変化、つまり加速度的な生

活環境や時空間の変化に晒され続けてきたと

いうことになる。つまり、環境の時間的な変

動自体も適応すべき、きびしい環境条件なの

だ。この最後の環境変化は、異質な時空的社

会環境に突入していることを意味する。 
 　この急激かつ質的に異質な生活環境に突入
する実感を理解するのに、具体的な譬え話が

非常に効果的で、理解し易い。 
 「釣竿1本担ぎ、玉手箱を小脇に抱え
た浦島太郎が、突如として超雑踏の国

際空港のロビーに立たされた」 
 と仮定しよう。周りの人々の見慣れない衣装
や喋っている言葉も、放映中の映像やアナウ

ンスや拡声器の機械的な音声もよく聞き馴れ

ず、訳も分からない装置類がいっぱい。建物

の外では巨大な人工の鳥（航空機）が、爆音

を立てながら空へと飛び立ち、あるいは空中

を滑るように降りてくる。見るもの聞こえる

もの、現実すべてが現実でなく、魔術の世界

……。浦島太郎は間違いなく錯乱し、発狂し、

その場で卒倒することだろう。 
 　先ほど述べた換算表を、もう少し詳しく見
てみよう。人類の全歴史を100メートルとす

ると、文明（古代都市の出現）は25センチメー
トル、産業革命は5ミリメートル前に出現、
情報革命その他の現代生活は、2ミリメート
ル内での出来事になる。浦島太郎ならぬサピ

エンスとして、よくもこの質的大変動に、耐

えてきたものと感心する。逆にいうと、人類

が抱える環境内容の質的密度は、優にサピエ

ンス種の基体レベルを超えているのではない

だろうか。 

 Ⅱ　サピエンスの提言 

 　以上のようなサピエンスの種的体験は、考
えようによれば、サピエンス種が、種の基体

として手に余るほどの内容を蓄積してきたこ

とになろう。よくも暴発（run away）せずに、
持ち堪えてきたものだ。このような実例は、

自然な生物界では皆無だ。ひょっとすると、

サピエンス種はすでに実質的に種分化しつつ

ある状況を暗示しているのではないのか、た

とえば仮称ホモ・メタサピエンス（ Homo 

metasapiens ）として……。 
 　ここで本題に関係がありそうな思想家を選
び出して、その見解を少し参考にしてみよう。

ドイツの哲学者ニーチェ（1844～1900）は、
晩年の作『ツァラトゥストラ』のなかで、「人

間は動物と超人の間にかけ渡された一本の綱

だ」という。考えてみれば、ニーチェにとっ

て、ごく身近かな話だが、ドイツのデュッセ

ルドルフ近郊で発見されたネアンデルタール

人化石（1856）や、ダーウィンの『種の起源』
（1859）の発表などで、人類起源や進化の論
争が喧しくなった時代的背景のなかにいての

ことである。すでにキリスト教的な神を明確

に否定していたニヒリストのニーチェが、敏

感な哲学者として神に代わるものとして、超
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人の思想にたどり着いたことは、間違いある

まい。しかしそれが、すぐにメタサピエンス

につながるとは考えにくい。どうしても、彼

が考える動物と超人の間の基体のギャップを

飛び超えるには大き過ぎる。むしろメタサピ

エンスがふさわしいのではないか。つまり猿

人→原人→旧人→新人（サピエンス）→メタ
サピエンス→超人ということか。 
 　あるいはまた、文化や精神活動をする人類
の進化は、おそらくはまず精神文化次元のな

かから、新しい世界が展開すると考えた研究

者がいる。戦後日本でも数多く翻訳されて有

名になったテイヤール・ド・シャルダン（1881
～1955）が適切だろう。彼によれば、人間
は文化の加速度の頂点であるオメガ（ω）点

に達し、そこで神と遭遇するという。 
 　しかし、これがテイヤールの命取りになっ
た。イエズス会の司祭であり、古生物学者で

もあった彼は、人類の文化の発達曲線をXY
軸の座標系のなかに置いてみると、当初はX
軸に沿って現在方向に伸びるが、近世から現

代に近づくにつれ曲線は急に立ち上がり、Y
軸に沿うようになる。そしてついにY軸に平
行に、つまり無限大∞を指す。この点をテイ

ヤールは、ギリシャ語のアルファべットの最

終文字ωを使って、オメガ点としたのだ。 
 　テイヤールは「オメガ点で、神と人類が遭
遇する」と説明した。これが大きな物議を醸

した。イエズス会の会士である彼が、「絶対

的な神と人間が合流することは神の絶対性を

否定する」ことになるから、イエズス会から

放逐され、キリスト教会から締め出され、大

学の籍も失ってしまった。キリスト教にとっ

ては最高の不敬罪だったのであろう。 
 　しかし人類文化史を少しばかり巨視的に見

ると、ヨーロッパや近東でイエスやマホメッ

ト、インドで竜樹や世親、中国で孔子や老子

などのように、ほぼ一定の時期に天才や開祖

が出現しているではないか。これらの文化的

趨勢も、サピエンスの基体についての精神的

成長の再考を促すきっかけになるのではない

か。 
 　しかし、もっと重要なきっかけが生じた。
第二次世界大戦の戦後は、人間には物的生産

や技術はもちろんのこと、経験的知識の蓄積

や考え方、唯物的な思想（マルキシズムなど）

や倫理的意識について、とてつもなく大きな

経験と課題を押し付けられた。 
 　ここでいう大戦後とはちょうど二十世紀後
半に相当するが、人間の精神構造はもとより

政治・経済・社会や科学・技術の分野でも大

きく変革した。 
 　交通や情報手段も飛躍的に変化し、資源の
開発・利用とか食糧や疫病、人口問題や環境

保護などの人類福祉に直接関わる問題も、も

はや一国だけでは解決できず、国際規模で考

えることが余儀なくされるようになった。 
 　局地的紛争ひとつ見ても、その背後には多
くの国々が複雑に絡み合っていて、局地的視

野だけでは、正当な理解はおろか、解決すら

もおぼつかない。そしてひとたび大戦ともな

れば、その被害は人類の存続を左右する危険

すらある。そのようなことから設立されたの

が国際連合（1945）だったと記憶する。そ
のような時代的状況下で、アインシュタイ

ン、ラッセル、湯川秀樹ら8人の科学者の共
同宣言がなされた（1955年7月）。その宣言
によると、 

 「この機会に我々はある特定の国民と
してでなく、また、ある特定の大陸に
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住むものとしてでなく、さらにある心

情や主義の代表者としてでもなく、そ

の存続が脅かされつつあるところの人

類、ヒトという生物種（ホモ・サピエ

ンス）について、ここに呼びかけてい

るのである」 
 という。この文言のなかに、「人類共同体」
意識が明瞭に見てとれる。普段は物静かな東

京大学の文化人類学担当の  石田英一郎教授
は、 

 「このような人間理解の仕方が、戦前
に、あるいは十九世紀に、あるいは近

世にあったであろうか！」 
 と講義のなかで、切々と説かれた。たった数
人の院生のために行われた貴重な講義であっ

た。 
 　しかし1970年代になって、人間の意識や
視野がさらにグローバルになったことを見逃

すわけにはいかない。 
 　むしろ宇宙的視野といった方がよいかも知
れない。最初の宇宙飛行士たちが、 

 「初めて宇宙空間へと飛び出し、地球
がぐんぐんと後退していったとき、国

境が意味を失い始めた。かれらはもは

や特定の国、階級、人種にでなく、全

体として地球と人類にアイデンティ

ティを感じていた」 
 という。精神的には一種の人類としての悟り
に近い精神状態だといえよう。筆者も数日

間、日常から離れたアフリカ奥地のアファー

ル砂漠で、まったく似たような精神的経験を

したので、この心境がよく理解できる（椙山

人間学研究Vol.5参照）。この意識や精神の延
長線上で、人間中心主義から人類共同体意

識、更に地球上の一切の生命とともに共存す

る 豊 か な 精 神 に な っ て く る。 Homo 

metasapiens へと種化したことになろう。 
 　イエスやマホメット、インドの竜樹や世
親、中国の孔子や老子らの開祖や天才らがほ

ぼ一定の時期（オメガ点近辺）に出現してい

るが、テイヤールのオメガ点そのものの考え

方は少し脇に置いておいて、ちょうどオメガ

点あたりが、サピエンスの種的基体の中身を

考え直すべき時期だったといえるのではなか

ろうか。 
 　気になることはまだある。田辺元の名著の
一つ『種の論理』（1934～35）では、対象が
人間に限定され、アリストテレスの用語であ

る個→種→類の弁証法的関係から考察されて

おり、種の基体は生物学的のみならず文化的

要素も含み、むしろ後者の方が勝っている。

だが、生物学や自然人類学ではリンネの分類

大系で、ほぼ個→種→属（→科→目→綱→門

→界）と、下位から上位へと分類され、種の

基体は人類を除いては純粋に生物学的に形態

的、生理的、遺伝的、生態的に規定されてい

る。ほぼ大きな矛盾や過誤もない。 
 　引き続き、私たちの日常に目を転じてみよ
う。繰り返し襲い来る大地震や豪雨や大津波

などの天変地異に、暗澹たる気分になる。だ

が、その天変地異のうちの大部分は元を糺せ

ば究極的には人災の可能性が多いものもあ

る。地球は悲鳴をあげつつあるのに、そして

多くの動・植物は地球にほとんど害を及ぼし

ていないのに、人類だけがまるで我が物顔に

地球を蚕食し、地球に増殖する癌細胞のよう

……。 
 　だから異常気象とか天変地異といって大騒
ぎするが、よく考えてみれば地球温暖化のよ

うに、それらが巡り巡って究極的には人間が
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引き起こしている現象であって、本当はちっ

とも異常ではなく、ちょっと深読みして自然

の側から見れば、人間がいじくった結果の正

常な自然の営みである。だから逆説的にいえ

ば、人間側に原因や責任があり、そう考えれ

ば論理的には異常ではなく、成るべくして

成った科学的に正常な現実の姿だと思い知る

べきだろう。自然の摂理までを人間側の論理

で捩じ伏せ、それが人間の意にそぐわないか

らといって、異常というのは人間の身勝手に

も程があるというものだ。すべてがそうだと

いうわけではないが、気が付くと人間中心主

義が結構あるということだ。 
 　これらの諸問題については、従来のように
理性主義や客観主義・科学主義のレベルでな

く、あらためて実存的（あるいは現象学的）

立場から再考する必要があるのではなかろう

か。また、そのような内容については多少重

複するところもあるが、大切な問題であるの

で、『精神的に成長した人類ホモ・メタサピ

エンス』（仮題）として改めて詳細に論じて

みたい。   
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■ 椙山人間学研究センター構成員・プロジェ
クト研究員

○椙山人間学研究センター構成員

　センター長　椙山正弘

　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（企画広報部企画課職員）　溝口紗恵香

○プロジェクト研究員

①『総合人間論』

　 プロジェクトリーダー　杉藤重信
（研究員、人間関係学部教授）

②『女性論』

　 プロジェクトリーダー　吉田あけみ
（人間関係学部教授）

　メンバー： 東珠実（現代マネジメント学部教授）、
　　　　　　 影山穂波（国際コミュニケーション学部教授）、

　　　　　　藤原直子（人間関係学部教授）、

　　　　　　 小倉祥子（人間関係学部教授）、
　　　　　　小川奈保子（高等学校教諭）

③『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）

　メンバー： 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）

④『環境と人間』

　 プロジェクトリーダー　野﨑健太郎
（教育学部准教授）

　メンバー： 宇土泰寛（教育学部教授）、
　　　　　　渡邉康（教育学部准教授）、

　　　　　　林敏博（大学非常勤講師）、

　　　　　　川野幸彦（附属小学校教諭）、

　　　　　　森昌彦（附属小学校教諭）

⑤『人間論教材作成』

　 プロジェクトリーダー　米田公則
（文化情報学部教授）

　メンバー： 杉藤重信（人間関係学部教授）、
　　　　　　 横家純一（国際コミュニケーション学部教授）、

　　　　　　五百部裕（人間関係学部教授）、

　　　　　　飯塚恵理人（文化情報学部教授）、

　　　　　　山田真紀（教育学部教授）、

　　　　　　後藤宗理（看護学部教授）

⑥『子どもの発達をつなぐ』

　 プロジェクトリーダー　石橋尚子
（教育学部教授／附属幼稚園園長）

　メンバー： 小林豊子（附属保育園園長）、
　　　　　　飯田恵（附属幼稚園教頭）、

　　　　　　松本由美子（附属保育園主任）

■活動内容

○平成28年5月26日（木）17：30 ～ 19：00

「椙山人間学研究センター平成28年度第1回
人間講座」開催

　テーマ：人間論シリーズ4　人間の発達
　　　　　『やっかいな2歳児』
　講　師：後藤宗理氏（看護学部教授／学長補佐）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

椙山人間学研究センター活動概要
（平成28年4月から平成29年3月まで）
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　参加者：95名

○平成28年7月6日（水）17：30 ～ 19：00

　「椙山人間学研究センター平成28年度
　第2回人間講座」開催
　テーマ：人間論シリーズ5　環境と人間
　　　　　『ゴリラがつなぐ森と人』

　講　師： 竹ノ下祐二氏
　　　　　（中部学院大学教育学部准教授）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：72名

○平成28年10月7日（金）17：30 ～ 19：00

　「椙山人間学研究センター平成28年度
　第3回人間講座」開催
　テーマ： 人間論シリーズ6　人間は、理解

したがる存在である

　　　　　 『暗い時代の人間性について：ハ
ンナ・アーレントの人間学』

　講　師：三浦隆宏氏（人間関係学部准教授）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：81名

○平成29年1月18日（水）17：30 ～ 19：00

　「椙山人間学研究センター平成28年度
　第4回人間講座」開催
　テーマ：人間論シリーズ7
　　　　　『人は教育によって人間になる』

　講　師： 椙山正弘氏
　（椙山女学園学園長兼椙山人間学研究センター長）

　場　所： 椙山人間交流会館キャリア教育推
進ルーム

　参加者：90名

○平成28年12月10日（土）15：00 ～ 18：05

　「椙山女学園創立111周年記念　
　椙山フォーラム『ヒト・ひと・人』」開催

　テーマ： 『人間性の起源とゆくえ：霊長類
学と臨床哲学の対話』

　第一部

　講演①  「サル化する人間社会」山極壽一氏
（京都大学総長）

　講演②  「ケアの臨床哲学～生老病死の現場
から～」　浜渦辰二氏

（大阪大学大学院文学研究科教授）

　第二部

　コメント： 三浦隆宏氏（人間関係学部准教
授）、竹ノ下祐二氏（中部学院大

学教育学部准教授）

　第三部

　パネルディスカッション：

　山極氏、浜渦氏、三浦氏、竹ノ下氏

　場　所： 椙山女学園大学文化情報学部
メディア棟001室

　参加者：355名
※ 開会挨拶（森棟理事長）、趣旨説明・総合
司会（杉藤重信研究員）、第二部・第三部司

会進行（五百部裕人間関係学部教授）、閉会

挨拶（椙山正弘センター長）

（告知・広報）

　　① 中日新聞折込　約21.6万部（平成28年
11月5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

　　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
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　　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29年3月27日（月）15：25～16：05（予定）
　・ 平成28年度プロジェクト活動報告会開催

○平成29年3月下旬

　・『椙山人間学研究2016』（第12号）発行

■ 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、

学園の教職員や学生等のみならず一般の

方々へも公開している。年誌「椙山人間学

研究」既刊号も掲載している。

・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運営委員会　開催

○第1回　 平成28年5月23日（月）17：15～17：30

○第2回　 平成29年3月13日（月）15：30～16：00

■椙山人間学研究センター打合せ会　開催

　（参加：  センター長、杉藤研究員、企画課
職員）

　平成28年4月18日
　平成28年5月9日
　平成28年6月13日

　平成28年7月20日
　平成28年9月21日
　平成28年10月19日
　平成28年11月7日
　平成28年12月15日
　平成29年1月25日
　平成29年3月8日
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（趣旨）

第1条　この規程は、学校法人椙山女学園（以
下「学園」という。）が、建学の精神に基

づく伝統に立って、その教育理念「人間に

なろう」そのものを、より広くより深く研

究し、新たな人間についての知の開発を通

して、学園の教育研究、学術の振興に寄与

するとともに、研究の成果を広く学界、一

般社会及び地域に向けて発信する拠点とし

て設置する、椙山人間学研究センター（以

下「センター」という。）について必要な

事項を定める。

（センターの事業）

第2条　 センターは、次の各号に定める事業
を行う。

（1）　 学園の教育理念「人間になろう」の調
査研究及びその教育実践の支援に関す

る事業

（2）　 新しい世紀に求められる「人間観」（人
文科学、社会科学及び自然科学等にお

ける人間観の研究並びに学際的領域の

研究）についての調査研究事業

（3）　 学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）　 「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）　 大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク

に関する事業

（6）　年報の刊行に関する事業
（7）　 人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会

への講師の派遣等に関する事業

（8）　その他センター長が必要と認める事業

（センター長）

第3条　 センターにセンター長を置き、セン
ター長は、理事長の命を受け、セン

ターの事業を統括し、所属職員を統

督する。

2　 センター長の任期は2年間とする。ただ
し、再任を妨げない。

（主任研究員）

第4条　センターに主任研究員を置く。
2　 主任研究員は、各調査研究領域を統括し、
研究ネットワークを主宰する。

（研究員）

第5条　 センターの事業遂行に必要な研究調
査を行うため、研究員を置くことが

できる。

（客員研究員）

第6条　 センターの研究調査に関して、学園
外に広く知識又は経験を求める必要

があるときは、客員研究員を置くこ

とができる。

2　 客員研究員について必要な事項は、理事
長が定める。

（事務）

第7条　センターの事務は、企画課が行う。

（運営委員会）

第8条　 センターの的確かつ円滑な運営を図
るため、センターに運営委員会を置

く。

2　 運営委員会は、センターの事業に関する
次の事項を審議する。

椙山人間学研究センター規程
平成16年規程第13号
平成16年7月30日制定
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（1）　 調査研究、委託研究、プロジェクト、
研究会及び年報等の事業計画に関する

こと。

（2）　予算に関すること。
（3）　 前各号のほかセンター長が諮問するこ

と。

3　 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で
構成する。

（1）　センター長
（2）　大学長
（3）　高等学校長及び中学校長
（4）　小学校長

（5）　幼稚園長
（6）　主任研究員
（7）　事務局長

附　則

　 この規程は、平成17年4月1日から施行す
る。

附　則（平成19年規程第27号）

　 この規程は、平成19年9月1日から施行す
る。
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（「椙山人間学研究」について）

　椙山人間学研究センター（以下「センター」

という。）は、研究紀要として「椙山人間学

研究」（以下「本誌」という。）を編集出版し、

原則として毎年度3月に刊行する。
　「本誌」編集委員会（以下「編集委員会」

という。）は、椙山人間学研究センター長（以

下「センター長」という。）が委嘱する本学

園教職員若干名の委員によって構成し、セン

ター長は委員長となって編集委員会を統括

し、本誌を編集刊行する。委員の任期は1年
とし、再任を妨げない。

　本誌には、センターにおけるプロジェクト

研究に関わる研究成果のほか、人間学に関連

する基礎研究並びに応用・実践・臨床研究に

寄与する内容の学術論文、センターが主催ま

たは共催する講演会等における講演録、及び

センターの活動記録等を掲載する。

（寄稿資格）

第1　 本誌には、原則としてセンター所属の
主任研究員、研究員、客員研究員及び

センター長が依頼した者が寄稿するこ

とができる。

（寄稿原稿）

第2　 センターの設立趣旨、及び各プロジェ
クトの研究テーマに添ったもので、上

記寄稿資格者以外の学内外者から広く

原稿を募集する。応募原稿多数の場合

には、編集委員会において選考し採択

する。

（書 式 等）

第3　 寄稿原稿は、原則として次のとおりと

する。

（1）　 原稿は、原則としてMicrosoft Wordに
より作成されるものとし、USBメモリ
またはメール添付などデータで提出す

るものとする。

また、その際には次の表題を付するも

のとする。

　　ア　表題（和文・欧文）

　　イ　氏名（和文・欧文）

　　ウ　所属・職名

（2）　 原稿は注、図表及び写真を含めて400
字詰原稿用紙に換算して50枚以内とす
る。欧文についてもこれに相当する量

とする。

（3）　 掲載する写真は原則モノクロ写真と
し、電子媒体で提出されるものとする。

印刷媒体として提出される場合、A4の
台紙に貼り、別途送付すること。ただ

し、出来上がり寸法及び画質は編集委

員会に一任するものとする。

（4）　 図表等は、原則電子媒体で提出される
ものとする。印刷媒体として提出され

る場合、印刷原稿に添付し、該当ペー

ジに割り付けをして本文原稿右横の空

白にその旨を明記すること。最終的な

レイアウトについては、編集委員会に

一任するものとする。

（5）　 注、引用文献等の記載については、原
稿末尾に記載するものとする。

（6）　 出版の際の割り付けレイアウトは、原
則として二段組とする。

（校　　正）

第4　 執筆者校正は、原則として再校までと
し、最終稿（3校）は編集委員会が行

椙山人間学研究センター年誌「椙山人間学研究」編集内規
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うものとする。

（期日等の遵守）

第5　 執筆者は原稿の寄稿期日、校正期日そ
の他編集上必要な事項について遵守し

なければならない。寄稿期日等は編集

委員会が送付する執筆依頼に記載のも

のとする。

（著 作 権）

第6　 本誌に掲載された論文の著作権は、学
校法人椙山女学園に帰属する。ただし、

原著者が出典を明示して再利用するこ

とは妨げない。

（掲 載 料）

第7　 原稿の掲載について、規定枚数を超え
る場合は掲載料を徴収することがあ

る。掲載料については、センター長が

別途定める。

（そ の 他）

第8　 この内規の改廃及び本誌の寄稿原稿に
関する必要事項でこの内規に定めのな

いものについては、センター長が別途

定める。

附　則

　 この内規は、平成24年11月12日から実施
する。

　 この内規は、平成27年11月30日から実施
する。
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　『椙山人間学研究』第12号をお届けいたし
ます。ご多忙中にもかかわらずご執筆くださ
いました先生方には、この場をお借りしてこ
ころより御礼申し上げます。有難うございま
した。
　さて、本年度（2016年度）は学園創立111
周年でしたが、特に本センターにとっては記
念すべき年となりました。年度始めのセン
ターの打合せ会議の場で、椙山センター長が
ふと『111周年というのは語呂合わせで「ひ
と・ひと・ひと」とも読めるね。』と仰った
ことから、本年度のセンター主催の椙山
フォーラムは「ヒト・ひと・人」と題して、
「人間性の起源とゆくえ：霊長類学と臨床哲
学の対話」というセンターの原点に返るよう
なテーマで実施することとなりました。ま
た、例年4回程度行っている人間講座におい
ても、昨年度3回シリーズで開催した「人間
論シリーズ」を継続し、発達、環境、哲学、
教育の分野で計4回実施することができまし
た。本年度のセンターの活動を振り返ると、
とにかく「人間」尽くしの1年間だったと改
めて感じます。
　先日、2月6日の中日新聞朝刊「中日春秋」
欄で、亡くなった作家の三浦朱門さんに関す
る内容で、司法解剖を見学する作家たちの行
動を描いたコラムを興味深く読みました。松
本清張さんは死体を熱心に覗き込み、遠藤周
作さんは司法解剖など残酷だ、人間性に欠け
ていると言って解剖室を出て行く、吉行淳之
介さんは最初から解剖室には入らず控室でウ
イスキーを飲み、三浦朱門さんは解剖室のす
みでそういう皆を見ていた、というもので、
それぞれの行動に各作家の特性が出ていると
いうことでした。このように一つの事象に対
して様々な見方、反応を示すのが人間であれ
ば、一方で、「人間は○○である。」と定義づ
けるようなことも古来から我々は行ってきま
した。今年度の人間講座内で触れられている
ものもありますが、有名どころから変則的な

ものまでいくつか挙げてみます。

・人間は万物の尺度である。（プロタゴラス）
・人間は社会的動物である。（セネカ）
・ 人間は言語によってのみ人間である。（シュ
タインタール）
・ 人間は道具を作る動物である。（ベンジャ
ミン・フランクリン）
・ 人間は道具を使う動物である。（トーマス・
カーライル）
・ 人間とは取引をする動物である。犬は骨を
交換しない。（アダム・スミス）
・ 人間は他人の経験を利用するという特殊な
能力をもった動物である。（コリングウッド）
・ 人間だけが赤面できる動物である。あるい
は、そうする必要のある動物である。（マー
ク・トウェイン）
・ 人間には二種類しかない。一つは、自分を
罪人だと思っている善人であり、他の一つ
は、自分を善人だと思っている罪人である。
（パスカル）

　いかがでしょうか。人間とはこうだという
決め付けはなるほどと思わせることもありま
すが、どれも複雑な人間という存在の一側面
を切り取ったものである、ともいえるのでは
ないでしょうか。今年度の椙山フォーラム、
あるいは昨年度から今年度にかけて行ってき
た人間論シリーズでも、さまざまな学問分野
から色々な角度で人間を照らし出し、人間の
特性を定義付ける試みが紹介されたと思いま
す。是非この『椙山人間学研究』をご一読い
ただくことによって、人間に関する理解を深
めていただければと思います。
　最後に、私なりの人間の定義を一つ。『人
間とは、「人間とは何か」を考える動物であ
る。』

2017年3月23日
センター事務室　藤田　修

編集後記
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椙山　正弘（ 椙山女学園学園長 /椙山人間学
研究センター長）

【寄稿】

二宮　俊博（ 椙山女学園大学文化情報学部長）
江原　昭善（ 椙山女学園大学名誉教授 /京都

大学名誉教授）

【フォーラム】

山極　壽一（京都大学総長）

浜渦　辰二（ 大阪大学大学院文学研究科教授）
杉藤　重信（椙山女学園大学人間関係学部教授）

五百部　裕（椙山女学園大学人間関係学部教授）

三浦　隆宏（ 椙山女学園大学人間関係学部准
教授）

竹ノ下祐二（中部学院大学教育学部准教授）

【人間講座】

後藤　宗理（ 椙山女学園大学看護学部教授 /
学長補佐）

竹ノ下祐二（中部学院大学教育学部准教授）

三浦　隆宏（ 椙山女学園大学人間関係学部准
教授）

椙山　正弘（ 椙山女学園学園長 /椙山人間学
研究センター長）

【プロジェクト研究】

（総合人間論）

杉藤　重信（ 椙山人間学研究センター研究員 /
人間関係学部教授）

（女性論）

吉田あけみ（椙山女学園大学人間関係学部教授）

東　　珠実（ 椙山女学園大学現代マネジメン
ト学部教授）

影山　穂波（ 椙山女学園大学国際コミュニ
ケーション学部教授）

藤原　直子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

小倉　祥子（椙山女学園大学人間関係学部教授）

小川奈保子（椙山女学園高等学校教諭）

（日本・アジア文化と人間）

飯塚恵理人（椙山女学園大学文化情報学部教授）

冨田　和子（椙山女学園大学生活科学部助教）

梅野きみ子（椙山女学園大学名誉教授）

（環境と人間）

宇土　泰寛（椙山女学園大学教育学部教授）

（子どもの発達をつなぐ）

石橋　尚子（ 椙山女学園大学教育学部教授 /
附属幼稚園園長）

小林　豊子（椙山女学園大学附属保育園園長）

飯田　　恵（椙山女学園大学附属幼稚園教頭）

松本由美子（椙山女学園大学附属保育園主任）

【編集】

竹田　浩康（企画広報部長）

藤田　　修（企画広報部企画課長）

原田　美佳（企画広報部企画課職員）
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