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巻 頭 言

椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間
学研究第 6 号』をお届けいたします。平成 17
年度に設立されました本センターの平成 22
年度一年間の活動成果の集大成になります。

椙山人間学研究センターでは、設立以来「人
間になろう」という椙山女学園の教育理念の
具現化と知の拠点、次世代を築く新たな人間
についての知の開発を目指して活動して参り
ました。現在、センターは「研究プロジェクト
活動」「人間講座の開催」「フォーラムの開催」

「年誌の発行」「自主講座」の 5 つの事業を抱え
ており、幼稚園から大学院までを擁する総合
学園であるそのメリットを最大限生かし、各
校の垣根を超えた全学を挙げての協力や連携
を重ねて椙山独自の「人間学」を追究するべく
日々研究に勤しんでおります。また、研究成果
を広く一般に公開することによりささやかな
がら社会貢献に寄与する事にも努めて参りま
した。

今年度は設立 6 年目にあたり、これまでの
既刊号 5 冊を改めて開いてみますと、年々積
上げられてきた実績に対し志が新たになると
同時に今後の発展に胸が躍る想いを覚えます。
昨年度に引き続き「人間講座」と「フォーラム」
を開催するにあたり、多くの方々のご支持を
得ることができました。ご参加いただきまし
た皆様にこの場を借りて心から感謝申し上げ
ます。

平成 22 年 10 月に名古屋で行われた第 10
回生物多様性条約締約国会議開催に伴い、初
の試みとして今年度第１・2 回人間講座を【多
様性】をテーマに設定し、シリーズとして開催
しました。その第 1 回に本学人間関係学部教
授・センター主任研究員の渡邉毅先生による

『 ＜日本人＞の多様性 』を開催しました。渡
邉先生は、日本人の人類学上の定義を明確に
した上で、日本人の起源から今回の議題であ
る日本人の多様性をご講演いただきました。
日本人の起源については日本人類学会の積年
のテーマである「起源論」と「先住民論」から

「原日本人説（混血説）」を経て「原日本人説（移
行説）」へと二分化され、ミトコンドリアＤＮ
Ａの分子人類学の登場、そして出アフリカの
正当性が証明されたＹ染色体上のＤＮＡ研究
にいたるまでの学説を貴重な数々の文献を披
露しながら、お話しされました。現在では、出
アフリカによって新人類は拡散され、日本列
島へと各ルートからの進入があり、その渡来
集団と縄文系弥生人との間で混血が繰り返さ
れて日本列島は様々な人々のＤＮＡが残され
ているのが分かってきているそうです。渡邉
先生は、日本人そのものは太古の昔に混血に
よって栄えた人種であり、異人を受け容れて
きた歴史がある民族であることから、現在の
わたしたち日本人は、混血を「ハーフ」（半分）
と蔑視するのではなく「ダブル」という認識を
持ちながら、外国人の受け容れとその定着化

『誇り高き教育理念を胸に』
椙山人間学研究センター長

椙山　孝金
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が今後の課題になるのではないかと強く強調
されていました。

第 2 回人間講座では、先回より引き続き【多
様性】シリーズ第 2 弾として五百部裕本学人
間関係学部教授による『 アフリカ熱帯林にお
ける生物多様性－類人猿の生態から考える－ 
』を開催しました。五百部先生は、生物多様性
の言葉の意味やその成り立ちを説明された上
で、生物多様性とは「生命の豊かさ」であると
定義され、その後、アフリカ熱帯林にスポット
を当て生物多様性やその重要性をご講演いた
だきました。先生が長年フィールドワークで
携わっている熱帯林の中でのゴリラによるコ
ーラの種子散布を例に挙げられ、先生ご自身
が撮られた写真などを多用しながら解り易く
ご説明されました。１つの生物が全滅すると
いうことは、その生物が地球上からいなくな
るという事実だけではなく、おかれた環境の
中でその生物が担っていた役割も失ってしま
う、つまり、生態系のバランスが崩れるという
ことも生物多様性にとっては大変重要な問題
であると提示されました。また先生が専門的
に研究されているコンゴ共和国（旧ザイール
共和国）・ワンバでのピグミーチンパンジー

（ボノボ）の現状について触れ、内戦によるピ
グミーチンパンジーの食用化や森林伐採権の
問題により、20 年ほど前に 260 頭いたピグ
ミーチンパンジーは 60 頭余りに激減したこ
と、寄付飼育施設「Lola ya bonobo」の様子な
どを通し、大規模自然保護プロジェクトの問
題点について考えをまとめられました。五百
部先生方は現地調査だけでなく地域の生活支
援活動も平行して行っており、当然ながら、そ
の活動は COP10 が終了した後も続いていき
ます。COP10 を単なるイベントに終わらせ

ないようにする事も COP10 への取り組みと
言えるのではないかと感じました。

第 3 回人間講座は椙山女学園食育推進セン
ターとの共同開催として脊山洋右本学生活科
学部教授・椙山女学園食育推進センター長の

『EBN（エビデンスに基づいた栄養学）に沿っ
た食育の勧め 』を開催しました。脊山先生に
は、栄養学の基礎からオリーブオイルを用い
た地中海式食事の効用に至るまで事実認識に
基づいた食育の重要性を分かりやすくご講演
いただきました。近年、ブームとなっていた各
種のダイエット法や美肌飲料を例に挙げられ、
販売元の販促のための広告手法、具体的効果
や裏付けのなさなどメディアに惑わされない
正しい食の選択方法なども説かれました。ま
た、多量摂取によって心臓疾患を高めると言
われている LDL コレステロールと密接に関
係しているトランス脂肪酸の調査も発表され、
わたしたちの生活に密接に関係している食に
おいて、普段何の疑いもなく口にしているも
のの中に様々な危険が潜んでいることも強調
されていました。さらにタンパク質に関する

「リービッヒの桶」、地中海式食事とアジア料
理の「ピラミッド」を具体的に解説され、大学
ならではの学術的に奥深い食育の世界を参加
者の皆様に提供することができました。脊山
先生のお話からどの食材を選択するかは消費
者の自由であるが、科学に裏付けされた食と
いうものを学ぶ必要があるとの警告をいただ
いた気持ちでおります。

本年度最後となる第４回の人間講座では
『中国書法の受容と変容』として本学文化情報
学部教授の鄭麗芸先生をお迎えして、中国書
法の成り立ちから非漢字圏での漢字の存在に
至るまで先生の豊富な経験と研究に基づいた
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内容のご講演をしていただきました。中国の
各時代の代表的な書家や書体の数々を挙げら
れ、中国語発音とその意味をスライドを使っ
て丁寧にご説明されました。日本へは 8 世紀
から 12 世紀の平安時代あたりから空海や最
澄によって中国書法の基本と理念、伝統が継
承され、中でも国宝である空海の「風信帖」の
瀟洒で優美な書は中国書家の手によるものと
区別がつかない程の作品で、当時の中国書家
からも絶賛された作品であるそうです。また、
日本の文人画家である池大雅、岐阜出身で江
戸後期に活躍した女性詩人・江馬細香、神官
ならではの視点で地元・松山地方に 100 基以
上の注連石を残している三輪田米山らの代表
作品を鄭先生の豊かな感性と表現力を用いて
解説されました。続けて非漢字圏における海
外での伝承について触れ、蒋彝が著した「中国
書法」についてイギリス、アメリカへと伝承し
て根付いた後、中国へ逆輸入されるという形
で出版された経緯や、書中で図画性を多用し
てイマジネーションを掻き立てる解説、西洋
の概念を積極的に取り入れている姿勢などを
具体的にお話され、書が漢字圏・非漢字圏と
いう枠を超えてワールドワイドに世界中の
人々を魅了している芸術であるという事が手
に取るように分かりました。最後に異国の風
土に触れた書の文化は書壇に新鮮な啓示を与
え、それが伝統と共に生きながら今後更なる
発展をしていくだろう、と結ばれました。

今年度の「第 21 回椙山フォーラム」は基調
講演に愛知県立大学外国語学部教授・多文化
共生研究所長の稲村哲也氏、パネルディスカ
ッションのパネリストとして名古屋市立大学
大学院准教授・COP10 支援実行委員会アド

バイザーの香坂玲氏、東山動物園長の小林弘
志氏、中日新聞社論説委員の飯尾歩氏をお迎
えし、『地域の中の COP10』として開催しまし
た。

稲村氏は「COP10 に向けての大学及び地域
での取り組み―文化人類研究者の立場から」
と題した基調講演で近代化によって生物環境
の悪化を引き起こした今、稲村氏の研究分野
であるモンゴルやアンデスに住む先住民の生
活を紹介しつつ、生物の多様性と共に関係性
の強い文化の多様性も失われつつある世界の
現状とその危機についてお話されました。パ
ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で は、 香 坂 氏 に

「COP10 について」をテーマとし、COP10 の
歴史や概要をまとめた上で稲村氏との講演に
も話題に挙がった先住民族の文化の尊重にも
触れられ、地域の中での生物多様性や環境の
持続的な利用と保全の重要性を説かれました。
次に、小林氏には「動物園での生物多様性保全
への取り組みと種の保存」として娯楽・教育・
種の保存・調査研究という 4 つの動物園の役
割をそれぞれ東山動物園での事例を挙げなが
らお話され、そこから生物多様性の貢献への
提案をされました。最後に、飯尾氏からは身近
な名古屋市のゴミ・ゴミ処理場問題、地産地
消 や 食 料 自 給 率 に 関 す る 食 料 問 題 か ら
COP10 へと発展させ、ジャーナリズムの役割
は COP10 というものを「知らせる」事であり、
その役割が果たせられれば、無自覚による今
の危機現状を回避できるのではないかという
提言がなされました。今回のフォーラムを通
して、私たちが COP10 への理解を深め、身の
周りの身近な部分から取り組み始めるよい機
会になったのではないでしょうか。先生方の
お話は今回の生物多様性条約締約国会議に限

巻 頭 言
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ったことではなく、今後に続く世界規模の環
境問題を考えるためにも大変有意義なものと
なりました。

椙山女学園創立 100 周年記念事業として椙
山人間学研究センターが呱々の声を上げてか
ら早や 6 年。本学園内のみにとどまらず昨今
の社会情勢を見回してみても、今後ますます
人間そのものの本質を問う「人間学」の枢要性
は高まってくることでしょう。本センターは、
本学園の誇り高き教育理念「人間になろう」を

胸にスタッフ一同、格物致知の精神で精進し
ていく所存でおります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう何
卒よろしくお願い申し上げます。

平成 23 年 3 月 20 日

巻 頭 言
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フォーラム報告

【総合司会】
渡邉毅主任研究員：定刻が参りました。第 21
回椙山フォーラム『地域の中の COP10』を開
催いたします。開会にあたり、まず最初に本学
園理事長の椙山正弘より開会の挨拶をいたし
ます。

 
【開会挨拶】

椙山正弘理事長：ただいまご紹介に預かりま
した本学園の理事長をいたしております椙山
でございます。本日は椙山人間学研究センタ
ーと椙山女学園大学エクステンションセンタ
ー主催の第 21 回椙山フォーラムを開催いた
しましたところ、このように大勢の方におい
でいただきまして、誠にありがとうございま
した。

本 日 の フ ォ ー ラ ム に は『 地 域 の 中 の
COP10』とタイトルがついており、COP10 と
は皆様ご存知のことと思いますが、本年 10 月
11 日から 29 日まで名古屋国際会議場白鳥会
場を中心に開催される生物多様性条約第 10
回締結国会議であります。これは、多様な生物
やその生息環境を守り、その恵を将来にわた
って活用するために、世界中の国と地域の約
8,000 名以上におよぶ人々が集まって話し合
う会議になります。これにちなんで、大変多く
の自治体や大学などの教育機関が COP10 に
関する講演会やシンポジウムなどを広く開催
しており、生物多様性を守ることの重要性が
多くの方々に認識されつつあると思います。
しかし、こうした認識を持っておられる方々
が多くいらっしゃると同時に全く関心の持っ
ていない方も多くいらっしゃるのも事実です。
先日、わたくしは白鳥会議場で開催された
COP10 に関するシンポジウムに参加して勉
強をさせていただきましたが、数百人の大変
ご熱心な聴衆が集まっておられました。とこ
ろが、同日、同じ国際会議場の大ホールでは入
場料 6,000 円というある人気歌手のコンサー
トが実施されており、そこには数千人にもお

第21回椙山フォーラム
テ  ー  マ ： 『 地域の中のCOP10 』
日　　時 ： 平成22年9月18日（土）13:00～17:00
基調講演 ： 稲村 哲也 氏（愛知県立大学外国語学部教授、多文化共生研究所長）

「COP10に向けての大学及び地域での取り組み ―文化人類学研究者の立場から―」
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ： 稲村 哲也 氏（愛知県立大学外国語学部教授、多文化共生研究所長）

香坂   玲 氏（名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授、COP10支援実行委員
会アドバイザー）

小林 弘志 氏（東山動物園長）
飯尾   歩 氏（中日新聞論説委員）

場　　所 ： 椙山女学園大学文化情報学部メディア棟001室



Journal of Sugiyama Human Research 2010 007

フォーラム報告

よぶ中学生や高校生といった若者が集まって
おりました。その中の一部の人に COP10 に
対する関心を聞いてみましたけれども、「あま
り関心がありません。」という答えが返ってき
ました。これはそこにいる全員の答えではな
いとは思いますが、COP10 に関する関心は
多くの方々に広まってきておりますが、まる
で関心のない方も、特に若者の層に多いとい
うように思われるのも事実です。

本学園は「人間になろう」という言葉を教育
理念に掲げ、日頃の教育活動の中に COP10
のキャンペーンを広く実施しております。本
日のフォーラムもこうした運動の一環として
行うもので、今日ご参加いただいた皆様には、
ここに参加していらっしゃらない方々に
COP10 の重要性の認識を広めるべくこのフ
ォーラムを活用いただきますようお願い申し
上げます。これを持ちまして、本日のフォーラ
ムの開会のご挨拶とさせていただきます。あ
りがとうございました。

渡邉主任研究員：引き続きまして椙山女学園
大学野淵龍雄学長よりご挨拶いたします。

野淵龍雄学長：本日は大変お忙しい中を第
21 回椙山フォーラムにご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。本フォーラム
はテーマが示しておりますように、また今の
理事長のお話にもありましたように、来月名
古屋市にて開催されます COP10 にちなんだ
テーマとさせていただいております。また本
フォーラムは COP10 支援実行委員会から
COP10 パートナーシップの認定を受けてお
り、COP10 に先立つ関連事業として考えて
よ ろ し い の か と 存 じ て お り ま す。ま た、
COP10 に先立って開催されました諸事業に
は「生き物地球会議シンポジウム」など数多く
の事業がありましたけれども、本学も今月初
めに名古屋大学・豊田講堂で開催されました

「社会と学術の対話フォーラム」にポスター展
示の形で参加いたしました。今年の 1 月に星
が丘キャンパス正門をくぐっていただいたす
ぐ右手に開設いたしました「ビオトープガー
デン」を中心に本学における地球温暖化と環
境保全への取り組みの一端を紹介させていた
だいたところでございます。

さて、わが国は申し上げるまでもなく、四面
海に囲まれております。海洋性生物はその多
様性に富むという点で世界有数であると言わ
れております。また古来より自然の恩恵を豊
かに受け、国民性として自然との調和を大切
にする心を、あるいは自然への畏敬の念を強
く持っております。
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本日のフォーラムには幸い COP10 にかか
る著名な先生方をお迎えすることができまし
た。この機会に諸先生方のお話を拝聴しなが
ら改めて生物多様性や自然と人間との繋がり
について深く考え、また、わたくしたち一人ひ
とりが地域の中で、身近なところで、ささやか
でも実践できることを発見して実行するとい
う気持ちを強くすることができたら、と思っ
ております。本フォーラムがご来場の皆様に
とって有意義なものになるますことを心から
願いまして、誠に簡単ではございますが開会
のご挨拶に代えさせていただきます。本日は
ご来場、誠にありがとうございました。

渡邉主任研究員：それでは早速、本日フォー
ラム第 1 部に入りたいと思います。本日の司
会進行役は椙山人間学研究センター主任研究
員のわたくし渡邉毅が務めさせていただきま
す。よろしくお願いいたします。

それでは第 1 部の演者をご紹介したいと思
います。基調講演といたしまして「COP10 に
向けての大学及び地域での取り組み―文化人
類学研究者の立場から―」というタイトルで
愛知県立大学の稲村哲也先生をお願いしてお
ります。稲村先生のプロフィールを簡単にご
紹介いたします。現在、愛知県立大学外国語学
部教授であり、同大学に設けられた多文化共
生研究所長も務めていらっしゃいます。専門
分野は文化人類学です。1950 年静岡県生ま
れで、東京大学卒業。同大学院社会学研究科

（文化人類学専攻）博士課程を満期退学され、
野外民族博物館リトルワールドで研究員など
を務められながら、現在、愛知県立大学で教鞭
を取られています。1973 ～ 75 年にメキシコ
に留学され、ラテンアメリカ研究を始められ

ました。ペルー・アンデス・モンゴルなど広
い地域に亘る山岳民族や牧畜民族の調査・研
究を毎年数回のフィールドワークに出かけら
れ、行っておられます。今回も 8 月のはじめか
ら 9 月の 2 日ごろまで南米での調査を終えら
れて帰国したばかりだとお聞きしております。
非常にご多忙でご活躍され、著書も多数ござ
います。また、「愛・地球博」の後、当時、愛知県
立青少年公園がメイン会場であり、その後の
モリコロパークをどのように利用していくか
という「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）
公園マネジメント会議」という県が主催の会
議がございます。稲村先生はそこで会長も務
められ、多くの NPO のグループ等とも協力し、
推進されていらっしゃいます。モリコロパー
クをはじめとする公園の利用など地域の中で
どのような活用があるのか、そのあたりも含
めてご紹介いただければと思います。稲村先
生お願いいたします。

基調講演
稲村 哲也 氏（愛知県立大学外国語学部教授、多文

化共生研究所長）

「COP10 に向けての大学及び地域での取組
み ―文化人類学研究者の立場から―」
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■はじめに
ただいまご紹介いただきました稲村でござ

います。よろしくお願いいたします。今回、椙
山理事長をはじめとする椙山女学園の皆様に
はこのような機会を与えていただき、大変感
謝しております。また、たくさんお集まりいた
だきました皆様にも大変感謝をしております。

実は 8 月から 9 月にかけてペルーへ行って
参りました。標高 4,700 メートル程のアンデ
スの高原で調査のために馬に乗っていました
が、馬が暴れて落馬し、肋骨にひびを入れてし
まったりしました。冬の南米・アンデスの方
から日本へ帰って参りましたら猛暑で参って
おりましたが、ようやく涼しくなってほっと
しております。今日ここに、皆様方とご一緒に
COP10 について考えるという機会を得まし
て、無事に務められそうで本当に喜んでおり
ます。

■生物多様性と文化多様性の重要性
それでは、まず一時間ぐらいで講演をとい

うことで、早速始めたいと思います。今日は、
表記のタイトルでお話させていただきたいと
思っております。生物多様性というのがテー
マですが、私は専門が文化人類学ということ
で、これまでアンデスやヒマラヤ、モンゴルに
行って参りまして、いわば、自然と調和して生
きている人々の中でいろいろな事を考えさせ
られたわけです。生物多様性と文化の多様性
というものが非常に密接に関係しているのを
実感してきました。生物多様性と文化多様性
といっても非常に分かりにくいと思いますの
で、今日は実際に自然の中で生活している人
たちを見ながらどのように関係しているのか、
いかに重要なのかということを考えていきた

いと思っております。
ごく簡単に結論的なことを申しますと、

我々の社会は近代化と共に便利にはなってき
ましたが、環境が悪化したり、破壊してしまっ
たりということで、今、生物多様性の喪失とい
うのが非常に問題になっています。それと同
時に、自然の中に生きる人々の生活も非常に
難しくなって、そこでの文化も失われていま
す。つまり生物多様性と共に文化の多様性も
失われているということです。これが相互に
非常に関係し合っているということです。生
物多様性というのは何か、というのはご専門
の香坂先生からご説明いただけると思います
が、ごく前提として簡単に言っておきますと、
生物多様性というのはあらゆる生物種、生き
物の種類の多様性というのはもちろんですけ
れども、それ以外に生物が互いに関係し合っ
ている、あるいは自然の景観とあいまって作
っている生態系、その事の重要性、さらに、ひ
とつの種の中での遺伝子の多様性、これはい
わゆる個体の個性ですね、これは渡邉毅先生
のご専門でもありますけれども、人間の個性、
我々人間の個性も一人ひとり違っているとい
う事も非常に大事であり、それが生物にもい
えるということですね。こういった問題がこ
れからお話しする様々な生態系の中で暮して

【図1】
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いる人々とももちろん関係していますし、そ
こで、そういった人々が、例えば遺伝的な多様
性を維持することに非常に関わっているとい
うのが後から出てきます。それから、生物多様
性がなぜ必要なのか、大事なのかというのは、
専門家がいろいろ議論しても、実はあまり若

い人が関心がない、と先程理事長もおっしゃ
いましたが、生物の多様性がなくなってどう
していけないの？という議論もあるわけです。

これは様々な説明をすればご納得されると思
いますが、我々は生物多様性から様々な恵み
を受けており、生活が成り立っているという
のを科学的に検証したのが、ミレニアム生態

系評価、（ＭＡ）というわけです。
これは多くの専門家が、世界中の生態系に

よって、我々がどのような恩恵を受けている
かということを検証したものです。そこで、4
つのサービスがあります。これは生物多様性

条約支援実行委員のホームページなどには詳
しく出ていますが、私が申し上げている生物
と文化の問題を、私の専売特許で申し上げて
いるのではなく、ここでも文化的サービスが
重要なものの 1 つとして挙げられています。
ただここでは生態系のもたらす文化や精神面
の生活の豊かさというものも挙げられており、
自然そのものから私たちは喜びを得ていると

【図3】

【図4】

【図2】
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精神的なものを重視するということです。
今日は、これより少し突っ込んだ話をした

いなと思っています。もう少し突っ込んだと

いうのはどういうかとかと言いますと、実は
生物多様性条約には、先住民族の文化に対す
る重要性も組み込まれています。これを見ま
すと、伝統的な生活様式を有する原住民の社
会やそこでの知識や工夫や慣行を尊重しまし
ょう、そしてそれを保存したり維持する事を
大事にしよう、それからそのような人々の考
え方や参加というのも非常に大事ですよ、と
いうことが書かれています。そして、そこから
得られる様々な利益をその人たちにも分配し
ていかなければならない、という事が述べら
れています。ですから、生物多様性条約や生物
多様性に関する議論の中に文化も含まれてい
るということになります。しかしながら、私が
文化の面から強調して訴えたいのは、先住民
族のような自然と調和して生活する人々の生
き方や価値観を我々が共有できるものは共有
して、我々の生き方を考え直してみるという
事が非常に重要ではないか、という事を申し
上げたいのです。

■フィールドワークの経験から～モンゴル
まずは、私が各地で経験した様子をお話し

ながら議論を進めていきたいと思います。ま
ずはモンゴルです。今、日本でちょうど大相撲
をやっておりますが、モンゴル人の相撲の強
さを実感させられており、ほとんど上位を占
められていて、日本人はどうしちゃったのだ
ろう、という感じですが、街の広告にもモンゴ
ル相撲の力士の顔がずらっと並んでいて、現
地でも非常に人気があります。日本の相撲も
人気があります。

これはウランバートルの町ですが、ここか
ら車で 30 分くらい走りますとすぐに草原に
出ます。ここでは、草原といういわゆる生態系、
エコシステムの中でそれとうまく折合いをつ
けて生活している人々の姿が見えます。（図 7
の）左下の写真の奥に見えるのはゲルと呼ば
れる移動式の家屋です。この周辺でしばらく
放牧して草が疲弊しないうちに別のところに

【図5】

【図6】

【図7】
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移っていく、「どこでもドア」のように、たたん
でパっと開ければそこが我が家という生活で
す。我々の定住的都市での生活とは違った生
活がなされています。遊牧というのは、季節的

に移動することによって、土地を持続的に利
用するという工夫があります。このバランス
が崩れてしまうと遊牧は成り立たなくなりま
すから、彼らにとっては自然との調和、自然の
持続的な利用というのは敢えて言うことでは
なくて、当たり前の事となっています。しかし
ながら、例えば中国の内モンゴルでは、近代化、
あるいは国家の政策の中でかなり定住化が図
られていて、なかなか難しい状況でもありま
す。外モンゴルでは、こういった遊牧での生活
がなされています。我々がこういうところか
ら学ぶものは非常に多いのです。

この女の子がやっているのは、馬のミルク

を攪拌して馬乳酒を作っているところです
（図 9）。子どもたちは毎日、両親の生活を眼に
してそこで学んでいく。自然といかに対峙し
ていくのか、うまくつきあっていくのか、とい
うのを学んでいくと同時に、大人たちの知恵
を日々学ぶことによって大人に対する強い尊
敬が生まれてくると思います。

これはゲルを建てているところです（図
10）。一時間ほどで完成します。周りをフェル
トで囲っており、冬は暖かさを保てます。夏は
めくれば風が通って涼しくなり、非常にうま
くできているものです。

これはゴビ地方の春先です（図 11）。下には
まだ雪が残っています。ゴビというと植生が
非常に乏しく、乾燥していますので、遊牧民は
まばらに住んでいます。こういうところで知
人を訪ねて行こうとすると、ジープに乗って

【図8】

【図9】 【図11】

【図10】
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所々にいる人に聞きながら行くわけですけれ
ども、たまたまこの子に出会って道を聞いた
ら、この 10 歳代前半の子はラクダにひとりで
乗っていて、何をやっているのかと尋ねたら、
春先に羊が草原で生まれ、そのままにしてお
くと死んでしまうので、ラクダに乗って見廻
って、羊が生まれていれば袋に入れてゲルに
持って帰るんだ、といいます。この仕事を 10
歳くらいの子がひとりでやっています。自立
して親を助けているのがよく分かります。こ
のあたりから日本のお相撲さんとモンゴル人
のお相撲さんとの違いが分かるような気がし
ますが、非常に逞しく自立しています。日本の
教育に関して、大いに考えさせられる場面で
した。

これはゴビ地方の遊牧民の生活ですが、お
母さんと娘さんとでラクダのミルクを搾って
いるところです（図 12）。よく児童労働と言わ

れますが、家庭内の労働は児童労働とは違う
と思います。家の中で協力して生活すること
で大人になる糧を学んでいきます。こういう
ことは、やはり近代化されたあるいは都市化
されたところで住む我々にはどうしても欠け
てしまいます。こういったことも、生物多様性
とかけ離れているように思われますが、実は
結びついているのではないかと思います。そ

れについてはこの後のパートで議論していき
たいと思います。ラクダのミルク搾りは非常
に重労働です。片足を上げて、桶に乗せて搾り
ます。

これは、馬のミルクを搾っているところで
す（図 13）。この馬のミルクからはとっても美
味しい馬乳酒が作られます。ちょっと酸味が
あり、発酵独特のヨーグルトのような酸味に
似ています。これは牛ですね（図 14）。そして、

【図13】

【図14】

【図15】

【図12】
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羊と山羊です（図 15）。
遊牧民というのは非常にうまく家畜の管理

をしていて、モンゴルの遊牧民は秋ぐらいに
家畜を屠殺します。つまり、夏の間は雨が降っ
て草が生えて、家畜も太ります。まだ太ってい
る秋に家畜を屠殺します。冬は寒いですから、
そのまま放っておいても肉は凍って春まで食
べられるわけです。春に子どもが生まれて、夏
にはミルクをたくさん搾って、ヨーグルトや
チーズを作ってたくさん食べます。夏の間は
ミルク中心で冬の間は肉中心という生活を、
自然をうまく利用して営んでいます。

モンゴルで「タワン・マル（五畜）」といわれ
ますけれども、五つの家畜を飼うというのが
理想とされています。実は、社会主義の時に合
理化して、いろんな家畜を飼っていたら効率
が悪いので、ひとつの家族はひとつの家畜を
飼いなさいというような政策がずっと採られ
ていました。が、1990 年から社会主義が終わ
って民主主義になった後、再び五畜を飼うよ
うになっています。この五畜を飼うのはなぜ
かいうと、多様なものを飼うことによって、草
原への負荷が平準化されます。家畜は好きな
草だけを食べるので、同じ家畜ばかりを飼っ
ていますと草原への負荷が非常に大きくなり
ます。五畜を飼うことで、自然に、生物多様性

を維持することをやっています。
ここでも印象的なシーンがありました（図

16）。このお母さんは何をやっているのでしょ
うか？熊手のようなもので何かを拾っていま
す。以前、小学校で講演をした時に同じ質問を
してみたら、小学生の子が「貝拾い」と答えた
のはとてもかわいかったのです。が、貝を土か
ら取り出すような様子ですが、これは家畜の
糞を拾って後ろの篭に入れています。こうい
う形で家畜を通して自然の恵みを人間が受け
ています。それも非常に多角的に全てを利用
しています。木が非常に少ないので、糞を燃料
として使っています。

■ツァータンへのアプローチ
次に、モンゴルでも北の方のお話をしてい

きたいと思います。この地図のちょっと上の
方で、ロシアのバイカル湖の左の方に、フルス
ブル湖というバイカル湖と並んで、非常に古
く古代湖とも言われる湖があります（図 17）。
その西側にツァータンと呼ばれる人々が住ん
でいます。ツァーというのはトナカイの事で、
トナカイの遊牧民という意味です。モンゴル
の中でも北の方ではタイガという針葉樹林帯
に入ります。雨が季節的にかなり降り、長く大
きい川が流れていて、夏に行くとトラクター

【図16】 【図17】
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か何かで引っ張っていってもらわなくては行
けないような所です。川の中を途中ぷかぷか
浮いて、向こう岸まで辿り着きます。ここから
更に森の中を通り、1 ～２日間馬に乗って進

んで行きます（図 18）。標高 2 千数百メートル
の所に行きますと、寒くて木が生育できない
環境となり森林の上限を超えます。そこで森
が開けて草原が現れ、そこにトナカイと人々
が住んでいます。最初にわたしがここに行っ
たときには信じられないような光景でした。
人びとは、北米インディアンのティピと呼ば
れるテントのような円錐型のテントに住んで、
トナカイを飼って暮しています（図 19）。真夏
でも気温が 18 度くらいでした。夏はとても快
適でのんびりとした人々の生活の様子がみら
れます（図 20）。トナカイのミルクを搾って、
チーズを作って暮しています（図 21）。これは

非常にドロっとした脂肪分の多いミルクでと
ても美味しいですが、難点はこのミルクを飲
むと便が硬くなり、便秘になってしまうなん
てこともあります。

これは秋、初めて雪が降ったタイガ、針葉樹
林の様子ですね（図 22）。これはカラマツの林
で、冬はマイナス 20 ～ 30 度ぐらいまで下が
りますが、森の中は風がありませんので意外

【図20】

【図21】

【図22】

【図18】

【図19】
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に思った程寒くなく、日が照ってくるとちょ
っとポカポカするようになります（図 23）。こ
のように森の中、森の上の草原、そこを利用し
て生活している人たちの様子です。こういっ
た非常に厳しい生態系の中でも人々は暮して
います。そして、そこに適応した生活を営んで
います。

これは移動する時の様子ですが、十字にな
った鞍は子ども用の鞍で、ここに子どもを縛

り付けるようにして移動します（図 24）。家財
道具も持って、おばあさんが先頭に立って移
動している様子です（図 25）。このトナカイを
飼って生活している人たちの現地に 10 回程
参りまして、特にこのおばあさんにお世話に
なりましたが、いろいろな話を聞いていると、
このおばあさんは草原にも都市にも行った事
があるが、ここが一番いいと言うんですね。草
原は汚いといいます。僕ら日本人がモンゴル
の草原に行きますと、一面の大自然で素晴ら
しく、こんな美しい自然はないと思いますが、
森の中に住んでいる人たちはさらに自然の中
に住んでいるので、草原は汚れていると言い
ます。わたしはこの森の中が大好きだと言う
わけです。ですから、我々は都市に住んでいる
と、草原の生活は大変だから、都市の方が楽だ
からこちらへ移り住んだらどうかなどと勝手
な事を言いたくなりますが、そうではないん
ですね。こういう所に住んでいる人たちはい
ろいろな知恵を持っています。自然との付き
合い方を知っていて、それを現代にまで伝え
てくれています。

ただ、このトナカイの遊牧民のところに行
った時に、最初は悠久の昔から原初的な人々
の生活を維持していると感じて感動しました。
いろいろな話を聞くと、実は世界の歴史の激
動の影響を我々以上に大きく受けているとい
う事が分かりました。こういった辺境の人た
ちというのは孤立して生活しているのではな
いのですね。彼らはモンゴル国民ですが、その
前はロシアとの間を自由に行き来していまし
た。要するに第二次世界大戦の起こる前ぐら
いまでは、国なんて関係なく隣のトゥバ共和
国とモンゴルの間を自由に移動していました。
ところが、トゥバ共和国がロシアに併合され

【図23】

【図24】

【図25】
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た後、国境が非常に厳しくなりました。一部は
モンゴル側に定着したわけですけれども、モ
ンゴルも社会主義になりまして、家畜は共有
の物、あるいは国の物となり、それを請け負っ
て飼うような形になりました。つまり、牧畜の
集団化が行われました。そうした大きな生活
の変化にもそれなりにそれに適応していきま
す。家畜を飼ってお金をもらい、そのお金で小
麦を買うというように生活を変えて、適応し
ていきました。ところが、社会主義がロシアで
行き詰まり、それがモンゴルに波及して社会
主義に終止符が打たれます。そして市場経済
化、民主化というのが 1990 年から始まります
と、今まで国が全部面倒をみていたものがそ
の日を境に一切なくなります。今日から自由

に生きなさいと言われても困ってしまいます
よね。社会主義の時代にお金や給料が入って
くるようになっていたのが、まったく入って
こなくなったんですね。こういった社会的な
大きな変化の中で生活が難しくなってきます。
その影響が出てきました。実はトナカイも一
時は随分減りました。食べるものがなければ
トナカイを食べるしかありません。そこでト
ナカイが減ってしまったのですが、またそこ
でいろいろな工夫をして生き残っています。
その工夫のひとつは、昔に行っていた狩猟や

自然の植物の採取を始めたり、逆に、観光とし
て秘境ツアーみたいなものが出てきて、観光
にうまく適応する人たちも出てきます。この

図はそのようなことを図式化したものです
（図 27）。社会主義体制の崩壊、新しい市場経
済化というものに対して様々な形で適応して
います。このように国家体制の大きな変動に
も何とか適応して、内陸のタイガ地域の森と
草原の生態系の中で持続的な生活を維持して
いる人たちです。

■フィールドワークの経験から～アンデス
次はガラリと変わって南米・アンデスをご

紹介したいと思います。これは南アンデスの
アルゼンチンで、南緯 50 何度程で日本でいう
と北海道あたりの場所でして、南米と言って
も非常に寒い地帯になります。氷河がかなり
下の方まで達していますので、観光地でも氷
河が間近に見えるわけです（図 28）。この氷河
の中には生物はいないと思われるかもしれま
せんが、氷河の中に行って生態系を調べた人
がいて、様々な生物がこの中にいます。これが、
少しずつ流れてきて末端の氷が落ちて湖に沈
んでいきます。特にアルゼンチンの氷河は非
常に雨量が多い為に移動も早いんですね。1
日何メートルも移動するようです。ですから、

【図27】

【図26】
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間近に氷河が湖の中に割れて落ちるのが見ら
れます。これはパタゴニアアンデスと呼ばれ
る南の方のお話で、ペルーの辺りとなります
と赤道に近い。

この辺りが中央アンデスとよばれ、アンデ
ス山脈の中の最も大きなボリュームのある地
域になります。かつてインカ帝国を代表とす
るアンデス文明が栄えた地域です。現在は、そ
こに先住民族インディオの人たちが暮してい
ます。ペルーの人口は 2 千数百万人ですけれ
ども、大雑把にいいますと、その半分くらいが
先住民族の方々です。これはペルーとボリビ
アの国境辺りの東の山脈です（図 29）。アマゾ
ンの方からの湿った空気が山脈にぶつかると
雪になり、その雪山がとても美しく見えます。
西の方にも山脈が走っており、その間に高原
があり、その標高は 4,000 メートル以上の高
さになります。そこに日本列島がすっぽり入

ってしまうようなダイナミックな地形になっ
ています。その地形と生態系の変化を表した
図ですが、東の低いところに行きますとアマ
ゾンの熱帯で、だんだん高くなってくると氷
雪地帯になります（図 30）。西側に降りるとま

た暑くなりますが、海岸に寒流が流れている
ために雨がほとんど降らない乾燥地域になり
ます。このようにペルーだけをとっても非常
に多様な自然環境を持っています。そういう
ところに様々な生物が生息しています。それ
を非常にうまく利用して古代文明が起こりま
した。

■アンデスの古代文明
少し、話が外れると思いますが、アンデスの

古代文明の様子を紹介したいと思います。左
下がマチュピチュでインカの遺跡です（図
31）。インカというのは実は 1420 年代から

【図28】

【図29】

【図30】

【図31】
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100 年ほど栄えて、1532 年にスペインに滅ぼ
されてしまった最後の文明です。これは世界
遺産で日本で最も人気のあると言われていま
す。アンデスというのは先程も言いましたよ
うに、高さによって非常に多様な生態系を持
っています。そこで様々な作物が作られてい
ます。これはキノアといいまして、日本ではほ
とんど知られていませんが、タンパク質が豊
富に含まれています（図 32）。これはいろいろ
なイモですね（図 33）。上はジャガイモ、下の
ふたつは日本ではほとんど見られないオユー
コとオカという名前のイモです。このような
様々な作物を栽培して、アンデス文明という
ものが生まれましたが、最後のインカ帝国は
南北数千キロにわたって統一しましたが、そ
の前にも何回か統一した時代があります。チ
ャビンとかワリです。チャビンは紀元前 1000

年から紀元前後まで、1000 年ほど栄えてい
ます。ワリがチャビンとインカの中間あたり
の時代です。その間に多様な地方文化が栄え
ていました。ナスカは有名ですが、ナスカはチ
ャビンの後ですから、今から千数百年前です。
同じ時期にモチェという地方文明もあります。
そのようなことを少し覚えておいていただく
とアンデスへの関心が湧くのではないかと思
います。

実は、最近チャビンより更に前の遺跡が
次々と発見されて、発掘されています。私もそ
れに関わったことがありますのでご紹介しま
す。こんな風に山になっているだけで、とても
遺跡には思えませんが、これを掘ってみると
巨大な遺跡が現れます（図 35）。実はこの辺り
は、もう少し後の時代の文明の遺跡が盗掘な
どで荒らされて大変でした。盗掘の跡を見ま

【図34】

【図35】

【図32】（写真提供：大貫良夫）

【図33】（写真提供：大貫良夫）
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すと、ミイラを包んであった布などがゴミの
ように落ちていますが、これは千数百年前の
レース織りで、日本に持ってきて専門家から
見たら国宝級になるのではないかと思うよう
なものが、ボロボロにされています（図 36）。
こういったような彩色の織物などもたくさん
出てきます（図 37）。きれいなレース織りです

ね（図 38）。こういったものは紀元前 1000 年
くらいからたくさん作られています。ペルー
の海岸地方というのは雨がほとんど降りませ
んので、それが今まで非常にきれいに残って
います。

天野芳太郎さんという方がペルーに天野博
物館という考古学博物館をお作りになり、そ
の博物館の阪根博さんという私の友人が、盗
掘を何とか防いで遺跡の保全をしようと活動
しています。現地で私もそれに協力して少し
活動していました。先程の図 35 の山ですが、

ここも盗掘されていました（図 39）。この真中
に部屋が見つかって、何かいいものがあるの
ではないかとどんどん堀っていったら何も出
なかったので、諦めたといった遺跡です。この
ように盗掘を諦めたのですが、なぜ諦めたか
といいますと、まだ土器が発明される前の古
すぎる遺跡だからです。ところが盗掘跡を耐
震工学の専門家が見ましたら、地震に強い構
造ではないかというので、急遽発掘をしたわ
けです（図 40）。そうしましたら、これは今か
ら 5000 年前あたりの織物も出土してきて、シ
クラと呼ばれる縄のようなものをネット状に
したものがたくさん出てきました（図 41、図
42）。これを遺跡の詰め物としていたんですね。
これはちょうど土嚢のような効果があり、紀

【図36】

【図37】

【図39】

【図38】
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元前 3000 年に建物の強度を増すための技術
があったと考えられます。当時の人々が意識
していたのかは分かりませんが、こういった
植物を利用して作られた不思議なものがたく
さん出てきます。これが遺跡の中にたくさん
使われていました。

そうこうしているうちに、出土品の展覧会
をやろうとしていたそのオープニングの日に

ペルーで地震がありました。3 年前です。そ
の震源地のあたりに行きました（図 43）。先程
述べましたが、生物多様性の恵みの中に調整
機能というものがありまして、例えば、自然の
森が水害を和らげたりするという機能です。
自然災害から守るということは、生物多様性
とともに、実は、文化とも非常に関係します。
アンデスの人々というのはスペイン人によっ
て征服されましたが、もともとのアンデスの
固有の文化は自然災害に強かったんですね。
それが、地方によっては、根こそぎスペインの
文化に変えられました。もともと使っていた
アドベという日干し煉瓦の建物は、元のもの
は結構頑丈なのですが、スペイン的な建物を
アドベで作ったりすると地震にとても弱くな
っていまいます。これは教会ですが、教会が地
震で倒壊して百数十人がミサの最中に亡くな

【図40】

【図41】

【図42】

【図43】

【図44】
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ってしまうという事もありました（図 44）。こ
のように自然災害という点からみても、自然、
文化の両方が非常に関係していることが分か
ります。

少し遺跡を紹介していきます。これは現在、
リトルワールドの館長で東京大学名誉教授の
大貫良夫先生が発掘された、チャビンか、それ
より少し前の紀元前 1000 年前後の遺跡です。

クントゥル・ワシ遺跡です（図 45）。ここでも
お墓が見つかり、金の冠など、アメリカ大陸で
の最古の金製品なども発掘されています。こ
れはナスカです。有名な地上絵ですね（図 46）。
そのナスカの土器です（図 47）。同じ時代の北
海岸を中心にしたモチェには巨大なピラミッ

ド状の建物があります（図 48）。アドベなので、
外側はだいぶ壊れていますが、今ペルーは好
景気になってきていまして、考古学にもお金
を使えるようにもなってきて、続々と発掘さ
れていて、このような鮮やかな壁画なども出
てきています（図 49）。こういう所に海のタコ
や海鳥といったような様々な生物がモチーフ
として描かれていたりします。このような巨
大な建物全体に彩色されたレリーフなどが見
受けられます。当時から様々な多様な生き物
が利用され、彼らにとって非常に重要であっ

【図48】

【図49】

【図47】

【図46】

【図45】（写真提供：大貫良夫）
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たという事が分かります。これはモチェの土
器ですけれども、右はリャマを連れている人
です。左は鵜飼いですね（図 50）。鵜を使って
漁をしていたことが分かります。

これはインカ・マチュピチュの遺跡です（図
51）。これは太陽神殿で、太陽を信仰していま
した（図 52）。少し台形になっているのが分か
りますか？壁もそのものも少し台形になって

いて、建物全体も内側へ傾いていて、やはり建
物の強度を強める工夫が見られます。これは
別の建物でサクサイワマンというもので、こ
んなに巨大な石をピタっとくっつける技術が
この時代にどうやって取得したのか不思議で
す（図 53）。これを考古学の権威の大貫先生に
お尋ねしたら、「分からん」の一言でした。まだ
その技術についてはわかっておりません。こ
れがインカの首都であったクスコの全景です

（図 54）。上から見るとスペインの田舎の町の
ように見えます。屋根瓦なども見えます。町を
歩いてみますと正面に太陽の神殿を修道院に
作り変えてしまったものがあります（図 55）。
下の方の丸みをおびた所が太陽神殿の跡です。
この中に入りますと、修道院の壁を削ったと
ころからインカの石壁が出てきまして、今は
ここも観光地になっています。非常に立派な

【図53】

【図54】

【図50】

【図51】

【図52】
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石壁が見えます（図 56）。スペイン人たちはイ
ンカを征服して、町全体をスペイン的に変え
ていきましたが、このような壁などはとても
壊せないのでそのまま使っています。その上
にスペイン的な町に作り変えていくという事
が行われました。右は最後のインカの土器で
紀元後 1500 年頃、左がチャビン土器で紀元前
1000 年頃のものです（図 57）。非常に長い歴史

を感じられますし、紀元前 1000 年の段階でか
なり良いもの、精巧なものができています。

このようなカトリックの教会はスペインに
よる征服後に建てられたもので、太陽の信仰
に対してキリスト教が広められていきます

（図 58、図 59）。南米の文化というのは固有の
土着的な文化とスペイン的な文化、あるいは
そのうえに近代化というものが積み重なって
いるということが言えます。

■現在の先住民のくらし～プイカ谷
現在の先住民族はどのような生活している

のかという事をお話します。ここは私が調査
している地域ですが、標高 4000 メートル以上
のところで牧畜が行われています（図 60）。そ
れ以下では段々畑が続いており、その段々畑
では多様な作物が作られています。これは農

【図55】

【図56】

【図58】

【図59】

【図57】
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民です（図 61）。踏み鋤チャキタクヤというも
ので耕作をしています。標高 3500 メートル以
上では主としてジャガイモ、それより低い所
ではトウモロコシが作られています。家族で
農業をしています。標高 4000 メートルのあた
りから上に高原が広がっています。そこでは
年間の気温が低く農業はできませんが、リャ
マとアルパカを飼う牧民が生活しています。

リャマは荷物を運ぶ事に使っています（図
62）。アンデスのラクダ科の動物には 4 種類あ
ります（図 63）。野生ラクダには、グアナコと
ビクーニャという 2 種類がいます。これが家
畜化されたものがリャマとアルパカになりま
した。しかし、野生のグアナコとビクーニャも
たくさん生息していて、それがアンデスの非
常に面白い部分で、私の研究テーマでもあり
ます。

アンデス高原にある湿原ですけれども、そ
こには雪解け水が一年中あります（図 64）。そ
れからここは熱帯の高地ですので、一年中気
温があまり変化しません。乾期でも水があり
ますので定住的な牧畜が営まれています。家
畜が放牧されていると、つい遊牧と言いたく
なるのですが、季節移動がないので実際は定
住的牧畜となり、これがモンゴルなどとの違
いです。高地という生態系に適応した生活で、【図62】

【図63】

【図64】

【図60】

【図61】
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モンゴルと比べると非常に違いがあります。
アンデスの牧民は、リャマとアルパカを飼

って生活しています。リャマは運搬のため、ア
ルパカは毛を取るためです。この人たちはリ
ャマからもアルパカからもミルクを採らない
のです。リャマを連れて高原から谷に降りる
と農民が住んでいます。農村の収穫期に谷へ
下りて行き、農民の作物を運んであげて、農作
物をもらいます（図 65）。そのため、ミルクを
利用しなくても生活ができるのです。農民と
牧民がうまく協力関係を保って生活している
様子です。このようにリャマのキャラバンで
農産物を谷の農村から高原に運んでいます

（図 66）。ただ、最近はペルーでも道路網がか
なり発達してきまして、リャマも少なくなっ
てきました。私としては残念な事であります
が、致し方ないところです。

スペインから持ち込まれカトリックの習慣
も、アンデスの人びとは彼らなりの習慣に変
えてしまっているところがあります。カトリ
ックの祭りの時には農民と牧民とが一緒にな
って活動する事で両者の協力関係が保たれて
います。キリスト教の信仰よりも彼ら自身の
習慣に合わせた形に祭りの機能を変えてしま

っているのです（図 67）。
先程の野生のビクーニャの話がでてきまし

たが、このビクーニャに関しても面白い現象
がみられます。スペインに征服された後、ビク
ーニャというのはスペインから持ち込まれた
銃によってどんどん密猟されました。この毛
が非常に優れていて、昔はインカの皇帝のた
めにみんなで追い込み猟をして、捕まえて毛
を刈って生きたまま放つ、という野生動物の
合理的な利用、持続的な利用というものが行
われていました。それが、スペインの征服によ
ってそのような文化が途切れたため、ビクー
ニャは銃で次々に殺されて絶滅の危機に瀕し
ました。ところが、これを保護するようになり
ました。昔、スペイン人が征服した頃に書かれ
た記録に中にチャクと呼ばれる殺さない狩猟
についての記述があり、それが再現できるの
ではないかということで、実験をしましたら
うまくできるようになりました（図 68、図 69）。【図66】

【図65】

【図67】
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昔とは少し違った技術を使って、ナイロン製
のネットなどを使って追い込みの仕掛けを作
ってみんなで追い込んで、毛を刈り、今はヨー
ロッパや日本に輸出しています。ビクーニャ
の毛は非常に高価です。イタリアではビクー
ニャの毛で作られたスーツはだいたい 2 万ド
ルで、随分高価です。チャクで得られる収入に
よって先住民族のコミュニティーが活性化し
ています。元々、共同作業は慣れていますので、
みんなでチャクをやって、そのお金でインフ
ラや学校の整備をしています。以前は机ひと
つ買えなかったような学校が今はコンピュー
ターまで整備されています。みながビクーニ
ャを大事にするようになって、一時は絶滅の
危機にあったビクーニャの数がずいぶん増え
てきました。そして、チャクを観光にも利用し
て、彼らの優れた歴史を見直すという運動が

同時に起こっています。つまり、スペイン人に
征服されて被征服者になって奴隷のようにこ
き使われて、おまえたちはバカだとか汚いと
か言われてきた先住民族の人たちが、もう一
度自分達の文化を見直すというきっかけにも
なっています。チャクの復活というのは先住
民族のコミュニティーにとって大きな意味を
持っています。インカの知恵をもう一度再評
価して現代に生かすことによって、生物多様
性の維持にも貢献しているひとつの非常に明
るい例です。つまり、現在の社会はどんどん近
代化、あるいはグローバル化によって固有の
文化が失われているかのように思われがちだ
けれども、そんなこともなく、それぞれの地域
の知恵を使うことによって生物多様性に貢献
できるし、地域の振興にも大きな力を持って
いる。個性がとても役立っているといえるで
しょう。

アンデスについての話をまとめたいと思い
ます。ここに挙げたように様々な作物が作ら
れました（図 71）。ジャガイモやサツマイモと
かトウガラシやトマトなどといったものは、
今、こういう物がなかったら我々の食生活は
考えられません。これは全部アンデスが原産
です。スペインの征服によってヨーロッパに
もたらされ、それが世界に広がりました。さら

【図70】【図68】

【図69】
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に面白いのはジャガイモひとつとっても、ひ
とつの種の中の個性を引き出すという事をう
まくやっているのがアンデスです。アンデス
のジャガイモは数千品種ともいわれています

（図 72）。その中には苦いジャガイモや毒性を
持ったジャガイモをわざわざ栽培しています。

ここにチューニョというものを持ってきま
したが、ペルーから持って来て 4 － 5 年経っ
ていますが、全く腐る気配がありません。これ
は凍結乾燥させたジャガイモです。高野豆腐
のような作り方です。夜に野外に出しておく
と凍り、昼に強い日射で溶ける。これを繰り返
すとぶよぶよになり、これを足で踏むと水分
が毒性と一緒に抜けます。つまり、毒のあるジ
ャガイモをわざわざ作っておいて加工する技
術を身につけました。毒のあるジャガイモと
いうのは野生味を残しているんですね。野生

は自己防衛のために毒を持っています。その
ために虫に食べられたりしないのです。栽培
の過程で我々はそのような野生の強さをどん
どん除外して人間に都合のよいものを作って
きました。またその中から生産性の高いもの
を画一的に作るという方向に進んできてしま
いました。それで、抗生物質や農薬を投与した
りして何とか生きられるようなものをたくさ
ん作っています。それに対して、アンデスの
人々は非常に多様なものを作ることによって
持続的な農業を維持してきました。つまりこ
ういうものを我々はアンデスの人々からもう
一度学ぶことが重要ですし、彼らの持ってい
る価値観を共有できるものは共有するという
ことが非常に大事だと思います。

では、こういう彼らの価値観や生活をその
まま共有できるのかというと、「我々はもうで
きないじゃないか」という意見ももっともだ
と思います。しかし、いろいろ知恵を絞ってみ
ると、できることはたくさんあると思います。
これは身近な矢作川です。インダス川でもナ
イル川でも、考えてみれば解りますが、川で人
間の豊かな文明が育まれてきたはずなのです
が、川をどんどん管理しなくてはいけないと
いうことで、ダムや護岸工事を繰り返して、今
や我々は川に近づけない、という自らを疎外

【図73】

【図72】（写真提供：山本紀夫）

【図71】
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するような環境を作ってきてしまいました
（図 74）。しかし、矢作川では、漁業協同組合が
「環境漁協」を宣言して、環境を大事にしよう
と決めて、ドイツの自然工法というのを取り
入れました（図 75）。そうすると、そこには自
然が戻り、人間が川と親しめて、鮎も遡上して
きたという明るい兆しが見えてきた、といっ
た話もあります。

そのように、できることはいろいろあると
思います。要するに考え方を転換するという
のが非常に大事ですね。それを地域で活かし
たり、日本全国で共有していく。それによって
行政が変わり、政治が変わる、あるいは企業が
変わっていけば、個人では難しいけれども、み
んながそのような事を共有していくと、いろ

いろな事が変えられると思います。

■大学及び地域での取り組み
大学や地域で私がどのような事をしている

のかを 2 つ程お話したいと思います。ひとつ
は、先程ご紹介いただきましたモリコロパー
クですね。万博が環境をテーマにして行われ、
もうすぐ閉幕 5 周年を迎えます。モリコロパ
ークで 10 月に地球市民交流センターがオー
プンします。

こういった万博の理念を市民と行政が連携
して管理していこうという事で、大学、行政、
企業、ＮＰＯなどが集まって、マネジメント会
議というのを開いています。これは団体であ
れば、どのような団体でも会員になれますし、
研究者なら個人でも参加できます。現在、71
の参加があります。モリコロパークを拠点と
して環境教育などを推進しています。今は、

「森の学び舎」といって、森の中で子ども達と

【図74】

【図75】（写真提供：古川彰）

【図76】

【図77】
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遊んで学ぶとか、どんぐりの実からどんぐり
を育てて木を植林するというような事業を会
員のＮＰＯが実践しています。わたしはここ
を環境と文化を戸外で学ぶ野外学習の拠点、
あるいはその情報の集積発信地にしたいと考
えています。つまり、ここを実験場とする。学
校だけの教育が本当に行き詰っている所があ
るんですね。先程のモンゴルの子ども達と比
較してみると、今の日本の学校教育、日本の子
どもたちの状況はとても問題があると思って
いて、それを補っていくために、学校だけでは
なく公園、しかも公園といっても自然と文化
がうまく調和させたソフトを持つ公園を作っ
ていって、そこも制度的な教育の場にしてい
く、というのがとても大事だと思います。

最後に、「せかい里フェスタ」というものを、
愛知県立大学で計画しております。10 月 7
日からは「古代文明フォーラム」、15 日から
は「先住民族サミット」を開催します。どうし
てこのような事を考えたかというと、先住民
族サミットに関しては、2008 年の洞爺湖サ
ミットの時に、アイヌの方々が世界から先住
民族を集めて会議を開きました（図 78）。
1899（明治 32）年に制定された「北海道旧土人
保護法」によりアイヌの文化が否定され、アイ
ヌの自立も否定されました。ところが、1997
年にその旧土人保護法が廃止されてアイヌの

文化を大事にしようという文化振興法が施行
されました。そして、2007 年には国連が先住
民族権利宣言を採択し、2008 年の洞爺湖サ
ミット開催の少し前に、日本の国会が、アイヌ
は日本の先住民族であると認める決議を採択
しました。今、アイヌの方々の中で、そういっ
た流れを背景に、自分達は権利の主張だけで
なく、生物多様性を守ってきた自分達の生き
方や価値観を積極的に発信していきたいとい
う動きがあります。そのような事を私は強く
感じましたので、先程の 2008 年のサミットで
代表された萱野志朗さんにお会いしました。
この方は、萱野茂さんというアイヌで初めて
参議院議員になった方の息子さんで、北海道
の二風谷というところにあるアイヌ資料館を
受け継いでいる方です（図 79）。私は以前、リ
トルワールドで研究員をしていたときに、萱

【図78】

【図79】
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野茂さんにリトルワールドの中にアイヌの家
を建てて下さい、とお願いに行った経緯があ
り、実に 30 年ぶりに、先住民族サミットが開
催された二風谷に行きました。そこで行われ
た活動に感銘を受けました。2008 年の先住
民族サミットの様子ですが、グアテマラの女
性が先住民族の現状を訴えています（図 80）。
グアテマラというと内乱でたくさんの人が亡

くなりました。この方は夫を亡くした女性の
会の会長です。分科会でもいろいろな交流が
あってとても楽しかったです。私はアイヌで
はなく倭人なので、この先住民族の連帯の輪
には入れませんでしたが、感動のおこぼれを
頂戴してきたという感じです。

これは二風谷ダムです（図 81）。アイヌの聖
地で生物多様性を失うようなダムを作ること
への非常に強い反対運動がありました。裁判

ではダム建設は差し止めになりましたが、既
にダムは作られてしまいました。

このような状況がアイヌの人々の中にはあ
り、このような事を私たちが知る機会は少な
いような気がします。ですので、是非このよう
な事をアイヌの方々と連携して本州でやりた
いと、この COP10 の機会に先住民族サミッ
トを開催したいと思い、椙山人間学研究セン
ターにもご協力をお願いしながら、今準備を
進めております。様々な音楽の交流祭なども
含め、研究者だけでなく、研究者と生活者、先
住民族の方々と一緒になって、生物多様性に
ついて考えていきたいと思います。

以上で発表を終わります。ありがとうござ
いました。

【図80

【図81】
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渡邉主任研究員：稲村先生どうもありがとう
ございました。第 1 部基調講演といういう形
で行って参りました。今日のお話は、主として
文化の多様性あるいは人間の多様性、その背
景に家畜であるとか、栽培植物であるとかそ
ういうものが多様な品種の中で維持されてき
た。そのような事が現在の近代化の中でいろ
いろ問題となっているのではないかと思いま
す。先般、中日新聞が行いましたシンポジウム
で、ミツバチがあまりにも単一種になった挙
句、非常に大きな被害をもたらしたという問
題提起されました。生物多様性ということが
現実でも非常に重要ではなかろうかという事
をご指摘いただいたと思います。ここで 5 分
間の休憩を入れます。

渡邉主任研究員：第 2 部パネルディスカッシ
ョンに入らせていただきます。この部はパネ
ルディスカッションという形で 4 人のパネリ

ストをお願いしております。この部につきま
しては、順に香坂先生、動物園長の小林先生、
中日新聞社の飯尾先生と、おひとり 20 分弱の
コメントをこのフォーラムに関する提言も含
めて現状を紹介していただいた上で、稲村先
生を含めてとりまとめるという形で進めてい
きたいと思います。

まず、香坂先生からお話いただきたいと思
います。香坂先生のプロフィールをご紹介申
し上げます。香坂玲先生は今や時の人であり、
COP10 に向けてのあらゆる催し物に顔を出
していらっしゃいまして、テレビでも最近は
よくお顔を拝見しています。現在は名古屋市
立大学大学院経済学研究科附属経済研究所に
て准教授をしていらっしゃいます。専門分野
は環境経済、環境マネジメントです。東京大学
の農学部を卒業され、その後はヨーロッパを
中心にハンガリーやドイツでいろいろと研究
を進められ、イギリスで修士号、ドイツのフラ
イドルグ大学の環境森林学部で博士号を取得
されております。2006 年からカナダのモン
トリオールの国連環境計画生物多様性条約事
務局の勤務を経て、2008 年 4 月より現職に
就かれております。2 年前に、本学で行われ
ましたシンポジウムにお招きして以来、何回
か香坂先生にはお話を伺っておりますが、今
日は今回の COP10 はどのような意味のある
催しなのかという事を中心にお話いただきた
いと思います。香坂先生、お願いします。
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パネルディスカッション①
「COP10 について」
香坂 玲 氏（名古屋市立大学大学院経済学研究科准教

授、COP10 支援実行委員会アドバイザー）

■はじめに
ただいまご紹介に預かりました名古屋市立

大学の香坂です。本日は COP10 の概要につ
いて手短にご説明させていただきたいと思い
ます。先程、基調講演にて大変貴重なご指摘が

あったように思います。生物多様性のひとつ
の特色はやはり伝統的知識です。実は本日の
テーマでもある地域社会、地域の中でのこう
いった知識や取組が、生物多様性の保全に貢
献してきたということが条文の中に入ってい
ます。これを 8 条 j 項、私たち関係者の間では
8(j)（エイトジェイ）と呼んでいますが、ここに
入っています。これは、皆さんにしてみると当
たり前じゃないかと思われるかもしれません
が、条文の中にそのような事がきっちり明記
されているのはひとつの特色であるという事
です。何となく皆さんは持続可能な利用の方
で入っているのかなと思われるかもしれませ
んが、「生息域内での保全活動」で、8 条 j 項
のような伝統的知識というものが貢献してい

ますという位置付けになります。ですので、先
程見たジャガイモの話ですとか、これは利用
でもありますが、こういったものが続いてい
るという事が農作物にとっての保全というこ
とにもなります。あまり持続可能な利用と保
全を分ける必要はありませんが、農作物に関
しては、そういう事が続いていく事が、私たち
にとっても、例えば作物の病気が流行ってし
まったとか、アンデスが暑くなってしまった
というような気候の変化があった時に、バッ
クアップのような野生種があるというのは大
事な事なんだという事が、昨今様々な病気が
流行っていますと、改めて大事なことだとい
う認識が広がっています。

条約の事務方をやっていた頃の思い出話に
なってしまうのですが、毎回、このような専門
家の会合などを開く時に、まず考えなくては
いけないのは、各大陸から代表を出してもら
う事です。国連ですので、アジアやアフリカ、
ヨーロッパだけで片寄ってはいけません。特
に先進国だけの参加者が多くなってはいけな
いので、必ず途上国のアフリカや南米大陸か
らも専門家会議に出てもらいましょうとして
いました。また NGO 枠というのが 2 つ程あ
って大きな NGO にも出てもらいました。こ
れら NGO とは別に先住民の方にも意見を出
てもらいましょうという事で運営していまし

【資料1】
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た。やや形式的な話ではありますが、必ず声を
反映してもらうようにしましょうというので、
小さいな 40 人くらいの専門家部会の時でも
必ずご招待して、議論をしてもらう設定には
なっていました。ただ、実際に見ていて思った
のは、決まったサークルになってしまうんで
すね。先住民の方だったら、リストにある 5 人
のうちから 2 人を選んでいきましょうといっ
たような事ですね。ですので、国の代表につい
ては政府の考えで決めるので別になりますが、
もう少しいろいろな意味でいろいろな行き来
があってもいいのかなと思っていました。そ
ういう意味では生物多様性と先住民の方々の
繋がりはありますので、正に COP10 の直前に、
また開催中にこのようなフェスティバルや取
り組みが開催されるのはとても大きな意味が
あると思います。洞爺湖サミットを前に日本
政府でもアイヌについて議論がされる契機に
もなりましたし、COP10 に向けても伝統的
な知識や地域社会での取り組みがどうあるべ
きかという議論が深まるのは大事な事だと思
います。

次に自然再生について、多様な自然との関
わり合い、ドイツの近自然的な工法を使った
川辺のお話がありましたが、あのような自然
再生ですね。生物多様性条約の中の本流、メイ
ンストリームを多くの方々は、どこかに残っ
ている自然をしっかり守っていきましょうと
か、近くにある資源を上手に使っていこう、と
いう事を議論の中心としていました。ですが、
最近は都市の中で失ってしまった自然を再生
するためはどのような事をすればいいのかと
いう議論も起こっています。そういう意味で
は、自然に近いような林業とか自然に近いよ
うな工法を使った川辺の策定とか、農作物に

ついては天然の害虫などを使ったような農法
などが見直されたり、あるいは自然再生を行
っていくためにはどのような仕組みが必要な
のかという事が COP10 でも議論に挙がって
います。

あとは気候変動との関係性も議論がありま
す。その点は後半でお話が深められるかもし
れませんが、特に高地に行けば行くほどその
気候変化の影響が大きいと思います。そうい
った所に何とか残っているような作物が、も
し地球温暖化によって影響を受けていって、
冒頭で申し上げたような農作物を作り続けて
いたものが、その地域社会が作り続けたいと
思ってもなかなか作り続けることが難しいよ
うな状況になってしまう危険性もあると思い
ます。その辺りも現地のお話について稲村先
生に中心にお伺いしたいと思います。

■ COP10 について
前置きが随分長くなってしまいましたが、

COP10 について簡単にご説明させていただ
きたいと思います。歴史から振り返りますと、

いつから環境の話が進んだのかというと
1972 年で、青い地球の写真が有名で、デタン
トで冷戦の時にアメリカとソ連が若干仲が悪
くなかった時期であり、そのような政治的背

【資料2】
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景と地球を共有をしているというのがスター
トになって、72 年あたりから環境の話は進
んできました。1992 年に気候変動枠組み条

約と生物多様性条約というものがスタートし
ました。この時期にはソ連もなくなり東西対
立はなくなりましたが、代わりに南北対立が
出てきました。先進国はみんなで守ろうよと
いう立場ですが、発展途上国は日本やアメリ
カはこれまで充分資源を使って好き勝手やっ
て豊かになったからいいでしょうが、わたし
たちはこれから豊かになりたい。共通な話題
であるけれどその責任に差はあるのではない
かと主張し、なかなか意見の溝が埋まってい
ないのが今なお続いています。生物多様性条
約というのは、正に対立の中で何とか生まれ
た条約ですが、分かりやすいのは生きている
生き物、それが生きている場所に種の保全を

してきましょうという目標。生物資源を持続
可能であるように利用しましょうという目標。
3 つ目が難しいのですが、微生物を使った製
品や特許を作ったら、利益を不平等にせずフ
ェアに配分していきましょうというものです。
主に先進国と発展途上国が念頭にあるのです
が、途上国の場所に行って資源を取ってきて、
新しい製品や物が作れたら、その途上国の場
所を提供した人たちにも何か分け前を与える
ような形を作りましょうという条約になりま
す。生物多様性条約の事を CBD といい、締約

国会議のことを COP といいます。COP の後
に番号をつけて、第何回というのを示してい
ます。気候変動枠組み条約というのは昨年、コ
ペンハーゲンで COP15 を迎えました。生物
多様性条約は今回で COP10。92 年の同時期
に誕生しているのにどうして回数が違うのか

【資料3】
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というと、生物多様性は 2 年に 1 回ですので
今年でやっと 10 回目になり、気候変動枠組み
条約は毎年行なわれていますので、今年メキ
シコにて 16 回目を迎えます。これは 15 から
10 に戻っているわけではなくて、開催が 2 年
に一度、毎年という差があるからです。今回は
日本が議長国で、やっと環境大臣が決まり、恐
らく 10 月までに変わることがないと祈って
おりますが、環境大臣と農林水産大臣が熱田
の国際会議場で議長をやってから、次の会議
が開催されるまで 2 年間、日本が議長国とな
ります。今回誕生した環境大臣と農林水産大
臣が議長として、最初の一週間は農林水産大
臣で、後半は環境大臣が議長を行います。

次に流れですが、このような COP という

ものを行って作業計画やガイドラインを出し
ていきます。これを政府や市民社会、企業に実
習してもらって、それがこのような部分がう
まくいった、うまくいかなかったというのを
反映していって、科学者の部会や伝統的知識
の部会に対してフィードバックします。先程、
私がお話した専門家会合もこのあたりのお話
です。それを、もっとこういうことをした方が
いい、今はこのような傾向がありますといっ
た事を反映していって、やっと COP で政策
を決める人たちが議論をして決議していくと

いう流れです。ですので、これから各国がどの
ような大きな方向へいくのかをみんなで決め
ましょうという会議です。実際にはそこで決
めたことを、その後各国が自国に持ち帰って
各地域の中で法律なども整備しながら実践し
ていくことになるので、大きなフォーマット
や流れを作る場所であるという理解をしてい
ただければいいのかなと思います。

話し合われるトピックですが、このような
7 つのテーマがあります。前回の COP9 では

ドイツで森林や農業を集中的に議論されまし
たが、今回の COP10 では沿岸・海洋域、内陸水、
山岳で、今日お話があったような例えば山の
上の方での生物多様性はどうなっているのだ
ろうというあたりですね。地球温暖化の影響
が出ているのかどうか、というのが議論され
る予定になっております。その他に、特にこの

【資料8】
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7 つの分野を横断するものとして、伝統的な
知識の 8 条 j 項といったものや、利益配分、持
続可能な観光、外来種など 7 つの分野を全部
横断するものとしてこのような各項目が議論
される予定になっています。

第 4 部の議論に続いていくかもしれません
が、すぐに行動していくことができない一番
大きな理由のひとつは、保全を優先していく
先進国側の主張と、政府として利用や発展と
いった開発を優先をしたいという立場の国々
の対立です。特に途上国の場合、経済的にも豊
かになる権利や、そういうものを自分たちで
決めていく裁量を奪われたくないという想い
ですね。あと、稲村先生も最後に、こういうも
のからわれわれ一人ひとり、また地域社会と
行政、そして企業の行動の変化を促していく
必要があるとおっしゃっていましたが、民間
セクター、つまり恐らく一番生物多様性に影
響をある企業セクターというものが、これま
で議論の輪に加わってきませんでした。主に
加わっていたのはＮＧＯと行政の方々でした。
賛成だ、反対だと議論していることが多かっ
たのですが、実はよくも悪くも一番影響を与
えている民間セクターが参加していないとい
うのが、指摘されているなかなか進まない要
因のひとつと言われています。もう一つ挙げ
るとするならば、科学者があまり政策に反映
できるインプットをしてこなかったというの
もあります。このような問題があるという問
題提起に関してはよかったのですが、どうや
って実践して保全してくのかという部分で、
まだあまり存在感を充分示していないという
状況があろうかと思います。

これで私の報告を終わります。

渡邉主任研究員：来月実際にこの名古屋で議
論される内容や問題点を非常に簡潔に分かり
やすく香坂先生にご紹介していただきました。

このセッションにおいて続きましては、小
林園長からこの名古屋における地域の中の種
の多様性や保全に関して、動物園という施設
が大きな役割を果たしております。その動物
園における活動について紹介いただきたいと
思います。まず最初に簡単に小林園長のご紹
介をさせていただきたいと思います。小林先
生は 1951 年に愛知県蒲郡市のお生まれです。
岐阜大学農学部獣医学科を卒業されて、1974
年から名古屋市役所に就職され、各地の農業
センター、保健所、食肉衛生検査場、動物愛護
センター等を経て、2002 年から動物園に配
属になり、2007 年より動物園長として活動
を続けられています。それでは小林園長、よろ
しくお願いいたします。

パネルディスカッション②
「動物園での生物多様性保全への取り組みと
種の保存」
小林 弘志 氏（東山動物園長）

【資料1】
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■はじめに
東山動物園長の小林です。よろしくお願い

いたします。
今日は動物園での生物多様性の取り組みを

お話したいと思います。動物園も具体的に生
物多様性の保全に取り組めていない部分もあ
りますが、概略をまずご説明いたします。最初
に動物園の歴史をご紹介します。

動物園は世界では古い時代からありました。
一番古いのはウィーンにあるシェーンブルン
動物園でして、これは貴族の趣味が元で始ま
りました。またロンドンに大きなロンドン動
物園というものがあり、科学的と言いますか、
研究も含めた動物園としてオープンしました。
国内ですと東京の上野動物園が一番古くて、
当時は恩賜動物園として始まりました。現在
は東京都が運営しています。東山動物園は

1937 年、ちょうど戦争の真っ最中にできまし
た。日本の動物園の歴史は世界からすると結
構新しいという事が言えます。ところが、動物
園の数は世界の中で日本は非常に多いのです
ね。動物園と水族館を合わせて 156 園ありま
す。日本では動物園と水族館に法的な規制が
ないものですから、名称も自分で動物園だと
決めれば動物園になってしまいます。海外で
すと法的な規制があって、ある一定のレベル
でないと動物園と認められないのです。その
ような理由から日本の園数は非常に多いのか
もしれません。ただ、先ほどの 156 園、これは
日本動物園水族館協会に加盟している動物
園・水族館でして、ある一定のレベル以上の
施設や規模がある所を挙げています。いずれ
にしても非常にたくさんの動物園があって、
たくさんの人が訪れる施設となっています。

【資料4】
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■保全活動
動物園には動物園の 4 つの役割があります。

ところが、実際に皆さんにお出でいただくの
は憩いの場、娯楽・レジャーとして動物を見
て楽しむという部分だと思いますが、動物園
の私たちといたしましては②～④の事柄を今
後、しっかり取り組んでいきたいと思ってい
るところです。

今回の COP10 では、生物多様性の保全が
言われていますし、生物種がすごく減ってい

るということが言われています。一番下に哺
乳類について触れます。5,490 種の哺乳類が
知られていますが、そのうちの 21％の哺乳類
が絶滅危惧種に指定されています。絶滅危惧
種というのはどういうものかと言いますと、
現状のまま放っておくと、例えば 2 世代、3
世代を繰り返すうちに、その数が半分くらい
に減るといわれている種のことです。このま

まの勢いで地球の経済活動が進んでいきます
と、消えてなくなってしまう状況にあります。
そんな中でどのような保全活動がされている
かといいますと、ひとつは生息域内での保全
でこれは自然環境の中での保全です。もうひ
とつは動物園での保全活動があります。動物
園の中での保全活動を生息域外保全と言いま

す。この 2 つの場所で保全活動を行われてい
ます。それでは、動物園ではどのような取り組
みをしているのかをご紹介します。

まず、野生復帰を目指した動物園の取り組
みがあります。これは外国の例ですが、アメリ
カバイソン、アメリカバイソンはアメリカの

野牛で、西部劇などによく出てくる牛です。バ
イソンは西洋人による開拓が始まる前にはた
くさんいたのに、開拓が始まるとどんどん乱
獲され、一時は数百頭くらいまで減少してし

【資料8】
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まいました。それをニューヨークにあるブロ
ンクス動物園が主体となって保護活動に乗り
出して、現在は数万頭、数十万頭にまで増えて
きました。動物園というのはこのように絶滅
しかかった動物を動物園の中で繁殖させて、
野性に戻すという活動もしています。次に、モ
ウコノウマ、蒙古にいる野馬というもので、実

はこれも野生では絶滅してしまいましたが、
ドイツのハーゲンベック動物園に残っていた
ものを繁殖させて野生に戻したという事例で
す。このように動物園は野生動物のゆりかご
といいますか、絶滅しかかったものを保護し
て、繁殖させるという役割があります。こちら
は日本の例でトキやコウノトリです。どちら

も野生放鳥しています。こちらは環境省が主
体となって行っていますが、実際の飼育や繁
殖の技術的な援助を動物園がしています。次

は東山動物園の例です。東山動物園では現在、
保全活動に関しては大きなプロジェクトは行
っていません。ですが、メダカ館では淡水魚、
特に小さい魚ですが、それを非常にたくさん
展示しております。飼育技術もかなりありま
すので、日本産の希少種をたくさん扱って、繁
殖したりしています。左がウシモツゴ、これは
紺色の小さい魚で濃尾平野に昔たくさんいた
のですが、現在はかなり減っております。東山
動物園で飼育しているウシモツゴは犬山市か
ら預かったものを継代繁殖をさせています。
その他にもミヤコタナゴなどは日本の天然記
念物ですが、これも東山動物園で繁殖をし、系
統を維持しています。このような天然記念物
や希少種というのはひとつの水族館だけで保
護していますと、何らかの事故で全て絶滅し
てしまう可能性があり、危険分散する意味で
日本全国の水族館や動物園で分散して保全す
るようにしています。

■展示動物確保のための繁殖
次に、展示動物確保のための繁殖という役

割があります。ゾウは野生下では生息数が減
少しておりますが、動物園のゾウも同様に少
なくなっております。現在、国内ではアジアゾ
ウ 36 園 68 頭、アフリカゾウ 27 園 59 頭が飼

【資料11】
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育されています。しかし、日本のゾウというの
は繁殖がうまくいっていないということもあ
り、高齢化が進んでいます。このままでは、30
年もすると日本からゾウがいなくなってしま
うのではないかと心配されています。そこで、
日本の動物園では繁殖に取り組む努力を始め
ております。実は東山動物園には 3 年前まで
メスが 1 頭しかいませんでしたが、3 年前に
若い 2 頭のゾウを入れました。ゾウをはじめ
野生動物のほとんどは、動物園で繁殖した動
物がやって来ます。この 2 頭もスリランカの
保護区から来た例です。ゾウは 1 トンくらい
の重さがありますので、このような大きな箱
に入って輸送をします。スリランカからやっ
て来た時にはもうこの大きさでしたので、私
たち日本の飼育員では制御できません。その
ため、現地のトレーナーの方も一緒に来てい

ただいて、2 ヶ月くらい東山動物園に滞在し
てもらい、トレーニングの引継ぎをしました。
将来的には、もう 2 頭のゾウを導入し 5 頭の
群れにして東山動物園で繁殖させることを考
えています。

またゴリラも同様に野生下では減少してい
ますが、動物園でも同様飼育頭数が少なくな
っています。実はゴリラも国内で生まれた事

例が非常に少ないです。この写真は 2003 年に
東山動物園で生まれたゴリラで、日本国内で
は 9 例目になります。昨年、上野動物園でも生
まれましたので 10 例目になりましたが、たっ
た 10 頭しか生まれていないのです。こちらが
東山動物園のゴリラたちです。東山動物園で
はゴリラの繁殖を目指して、国内の他の動物
園から繁殖可能なオスゴリラを持ってくる事
を検討しましたが、適当なオスが見つかりま
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せんでした。そこで、海外からゴリラを入れる
ことにしました。一番大きなゴリラがシドニ
ーのタロンガ動物園からやってきたオスのシ
ャバーニです。シャバーニと一緒にハオコと
いうオスのゴリラが上野動物園にも入りまし
た。ゴリラは凶暴にみえますが、エサは野菜や
草を食べています。映画の『キングコング』な
どの影響で非常に凶暴に思われるかも知れま
せんが、神経質でちょっとしたことがあると
ストレスがかかってしまい、体調を壊すこと
があります。あんな大きなカラダなのに優し
い性格をしています。これはオランウータン
です。東山動物園のオランウータンはみんな
親子関係になってしまいまして、繁殖できな
い状況です。まだ 24 歳のアキというメスがい
ます。まだまだ繁殖適齢期でして、お相手のオ
スがいないかと国内を探していますが、やは

り見つかりません。オランウータンも海外か
らの導入を考えていますが、海外から導入す
るには色々な課題があり困難な状況です。

それから、こちらはカバです。カバは子沢山

で有名です。実は、今の東山動物園のカバの夫
婦は 1 頭の子どもを生みましたが、その後、繁
殖制限をしています。というのは、カバは生ま
れても引き取り手があまりないのですね。飼
うのにとても大きなプールと莫大な水といっ
た経費が大変かさみ、国内でカバを欲しいと
いう動物園がありません。残念ながら今は繁
殖制限をしています。最近、カバが欲しいとい
う動物園が出てきたので、そろそろと繁殖さ
せようと思っています。しかし、オスが欲しい、
メスが欲しい、というような限定をされるこ
とがあります。希望でない方が生まれると困
ってしまいます。生まれる希少動物は貰い手
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がないと生ませることができないというのが
現状です。また、動物園のアムールトラはもと
もと野生下から導入した頭数が少ないことも
あり、血縁関係のものが多く、近親交配が心配
されています。東山のアムールトラも 2 回の
出産で 7 頭の子どもが生まれましたが、繁殖
は 2 回まででその後は繁殖制限をしました。
このように動物園では繁殖制限をしておりま
すが、世界の動物園には 500 頭以上のアムー
ルトラが飼育されており、野生下の生息数よ
り多く飼育されています。

■動物園での教育活動
次に動物園での教育活動についてお話しま

す。動物園というのは来園者が多いこともあ
り、教育の場としては最適な場所です。例えば、
メダカ館は田んぼの生態系を学ぶための施設
です。田んぼのメダカを通して田んぼの中の
生き物同士の繋がりを観察したり、学ぶこと
ができます。小学生などの団体客を対象にメ

ダカ教室などを開催しています。時々、特別展
なども行って一般の来園者の皆様にもご覧い
ただいています。今年は里親制度といって、メ
ダカを家庭に持ち帰り、家庭で繁殖させメダ
カ館に戻してもらっています。また、持ち帰っ
たメダカの飼育体験の報告会も実施しており

ます。この 10 月になりますと、今年の春にメ
ダカを持って帰った方から飼育体験報告をし
ていただく予定です。

■生息地での保全活動
オランウータンの生息地は東南アジアです

が、すべての生息地で生息数が激減していま
す。スマトラ島です。昔の森だったところがあ

っという間に少なくなってきているのが分か
ります。その原因は材木を使うために切り出
したという事もありますが、今一番の問題は
アブラヤシのプランテーションを造成するた
めの樹木の伐採です。これでは、オランウータ
ンの住む森がなくなっています。アブラヤシ
からはパーム油が採れます。このパーム油は
いろいろな商品の原料になります。パーム油
の消費国は日本をはじめとした先進国です。
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パーム油を生産することはインドネシアや住
民にとり、外貨を稼ぐには好都合の産業なの
です。そのため、パーム油を生産するために森
が切られるのです。この森の減少を食い止め
るには、私たち先進国がパーム油の消費を控
えることと現地でパーム油に代わる産業を興
す援助をすることが必要です。

動物園が行っている活動を紹介します。分
断された森を吊り橋で繋ごうという活動です。
オランウータンは水が嫌いですから川は渡れ
ません。森と森とに橋を架けることで、川で分
断されたオランウータンが自由に行き来でき
るように、消防ホースで橋を架けるという活
動です。これはＮＰＯの「ボルネオ保全トラス
ト」の日本支部が中心となって進めている活
動です。東山動物園のオランウータンの飼育
係もこの事業に参加しました。オランウータ

ンは神経質でしばらくは警戒してこの橋を渡
りませんでしたが、橋を架けて 1 年くらいし
たらやっと橋を渡りました。橋を使って森を
行き来することによって、分断されたオラン
ウータンがより多くの繁殖相手を見つけるこ
とができるようになりました。このような活
動はささやかですが野生のオランウータンの
保全に役立っていると思います。

国内での保全活動では、瀬戸市のオオサン
ショウオがあります。オオサンショウウオの
保全活動は、瀬戸市役所が音頭をとって、研究
者や地域の愛護団体により進められています。
動物園もオオサンショウオの飼育技術を持っ
ていますので、この活動に協力しています。具
体的にはオオサンショウウオの生息数の調査
です。オオサンショウウオが生息する川に入
り捕獲し、マイクロチップを読み取ったり、初

【資料36】

【資料38】

【資料40】

【資料41】
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めて捕獲されるサンショウウオにマイクロチ
ップを埋める作業です。これにより生息数や
川の中での行動を知ることができます。

■最後に
まだまだ東山動物園では生息地での保全活

動を十分やっているとは言えませんが、今後、
いろいろな意味で生物多様性の保全活動に取
り組んでいきたいと思っています。動物園と
して皆様方にお願いしたいのは、動物の事や
生息地のことを知ってもらいたいと言うこと
です。動物のことや生息地の状況を知らない
と、保全活動自体を身近に感じられないと思
います。動物園で動物を見たら、動物の暮らし
ぶりを知ってもらったり、生息地の現状も知
っていただきたいと思います。それを知れば、
資源を大切に使うことや食べ物を残さず食べ
るということの大切さがわかると思います。
他にも皆さんができることは色々あると思い
ます。やれることからやってもらえばいいと
思います。自然保護活動をしている団体に協
力や寄付するという形でもいいと思います。

以上、動物園でやっていることを簡単に紹
介させていただきました。

渡邉主任研究員：小林園長ありがとうござい
ました。地域の中でできることも含めて、第 4
部でいろいろ議論していこうかと思っていま
す。

第 2 部最後の方は、ジャーナリズムの立場
から COP10 をどう位置付けておられるのか、
20 年にわたって環境問題に関わってこられ
た飯尾歩氏です。1960 年、愛知県津島市にお
生まれです。1985 年、中日新聞社入社、1987
年岐阜総局、1994 年生活部「生活けいざい
班」、1997 年廃棄物キャンペーン「どうする
ごみ列島」取材班、1999 年東京本社「２１世
紀工房」などを経て、2002 年から名古屋本社
論説委員を務めておられます。環境と農業を
主に担当。東海地域農政懇談会委員、中日農業
賞審査委員、名古屋市緑の審議会委員などで
もご活躍です。では、よろしくお願いします。

パネルディスカッション③
「COP10 におけるジャーナリズムの役割」
飯尾 歩 氏（中日新聞論説委員）

■はじめに
そろそろお疲れでしょうから、お気楽にし

ていて下さい。ここからは軽いトークでいき
ます。パワーポイントもレジュメもありませ
ん。

面白いお話をしましょう。遠くに学生さん
がいますね。質問しますが、「東山動物園にメ
ダカ館がある事を知っていた人はいます
か？」2 名ですね。他の方は学生さんではない
のでいいとして（笑）、では、ゾウやカバやゴリ
ラは動物園に当たり前にいる動物ですが、こ

【資料42】
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れがいるのが当たり前だと思っていますよね。
けれど、これが危機なんですね。当たり前に動
物園にいると思われるゾウやゴリラ、オラン
ウータンのお嫁さん探しがあんなに難しいな
んていう事を、毎日動物園の門の前を通って
動物園を眺めるようにして大学に通ってきて
もなかなか内側の事情まで考えられないもの
です。ですが、今日、皆さんはそのような事を
知りました。そうすると動物園を見る目が多
少変わると思いませんか？動物園の内側に親
しくなるというか、もう少し探求してみたい
というか、もう少しカワイイというか、オラン
ウータンやカバやゾウが少し愛おしいという
か、そのような気持ちが少しは出てくるので
はないかと思うんですね。知ることによって
近くにいける。COP10 でも同じだと思うん
です。正直、会議の事は香坂先生たちに任せて
おけばいいような気が僕はします。いけませ
んかね ･･･（笑）。COP10 を開催することに
よって皆さんはいろんな事に触れられるんで
すね。これまで気付かなかったことに、前を通
り過ぎてきただけで、お店は開いているんだ
けれどもその前を通り過ぎてきたという事と
同じだと思います。ちょっと興味を持って中
を覗いてみようというのが残ればいいと僕は
思います。だから、ジャーナリズムの役割とい
うほど難しい話はさて置いて、当たり前の事
ですが、皆さんに知ってもらうということで
す。COP10 というものがあるということ、名
古屋で開催するということを後からお話しま
すが、最もお伝えしたいことは、それが皆さん
ひとりひとりに関係なくない、ということな
んです。関係あるということなんです。関係な
くないという言い方の方が僕はしっくりくる
のですが、皆さんひとりひとりに関係ある、関

係なくないという事をそれぞれに知っていた
だけたらいいなと、そのお手伝いをするのが
ジャーナリズムの仕事になるのではないかと
思います。

■人間のための COP10
なぜなら環境問題というのは最近非常に流

行りの割には未成熟といいますか、どちらに
いくのかまだわからないような領域だと思い
ます。またそれが問題であると思います。先程
の私のプロフィールにおいて 20 年とご紹介
いただきましたが、一番最初に環境学のお話
を伺ったのは椙山女学園大学の当時学長をさ
れていた、現名誉教授の北野康先生からでし
た。そこで環境学という学問があるのだとい
うのを 20 何年前に知りました。それから少し
づつ興味を深めてきたわけですが、環境学と
いうより環境そのものがいろいろ誤解をされ
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ている部分が多くて、「公害から環境の時代」
とよくいいますが、公害問題というのは非常
に分かりやすい。非常に難しい問題ですが、捉
え易い問題です。というのは敵と味方がはっ
きり分かれているからです。被害者と加害者
がはっきり分かれているからです。例えば日
本史上最悪の公害と言われている水俣病です
ね。チッソという企業が水俣湾にたれ流した
有機水銀が原因で、中毒症状を引き起こし多
くの被害者と加害者が出ました。被害者が非
常にはっきりしています。良い悪いの問題に
なっていきます。ですが、それが環境問題にな
ると非常に面倒くさいことになります。誰が
被害者で誰が加害者なのか分かりません。日
常の暮らしの中で知らず知らずのうちに加害
者になり、知らず知らずのうちに被害者にな
ったりします。だれが明日、突然被害者になる
かもしれません。例えば温暖化の問題。誰も温
室効果ガス CO2 を見たことはありません。し
かし、誰もが排出している現実があり、そして
誰もが被害者です。温暖化がある、ないという
問題が今年は全然起こりません。温暖化懐疑
説の議論がなかなか起こってきません。なぜ
なら、すごく暑いからです。この異常気象に対
して何かの形で反応しなくてはいけないと皆
さんも解っているのですが、この暑さという
のは皆さんそれぞれ平等にというか、公平に
というか、異常というものを感じるようにな
る、その暑さの影響を受けるようになる。だか
ら、ややこしいのです。被害者なのか、加害者
なのか分かりません。どのように行動したら
いいのか分かりません。その道筋を考えてい
かなくてはいけないのが環境問題の難しいと
ころです。

生物多様性というものそうです。言葉自体

が、まずもとても難しい。そこで、とりあえず
我々の仕事というのは生物多様性という言葉
を分かりやすくうまく噛み砕くこと。これも
いろいろ考えましたが、なかなか答えが出ま
せん。例えば、昔読んだ筒井康隆氏の小説に、
この方は実に実験的な小説を書くんですね。
例えば、もしもこの世の中から「あ」の字がな
くなったらと仮定して、「あ」の字を失くして
小説のストーリーを進めていくんですね。次
に「い」の字がなくなったら、「う」の字がなく
なったら、と最初は「あ」、「い」、「う」くらいだ
ったら言葉をある程度選んでいけば何とか書
けますが、それがカ行、サ行になってくると何
が何だかさっぱり分からなくなってきます。
それと同じで、生物多様性というのは 170 万
種という膨大な種の中で、1 つ 2 つといった
ように身の回りのものが少しづつなくなって
いるうちは、何ともありませんが、いつか気付
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かないうちに人間の暮らしそのものに関わる
ような大きな影響を及ぼすのではないかと思
います。また逆に、通販の会社でフェリシモっ
てご存知ですか？ 500 色の色鉛筆を出してい
る会社ですが、たくさんあると楽しいよとい
うもので、世の中には赤なら赤の中でも、夕焼
けの赤やエジプトの神殿の闇のような黒とか
こんなことを言い出したらきりがないくらい
多種多様な色があり、赤というよりも、黒とい
うよりも、白というよりも、白黒はっきりつけ
られないようなそんないろんな色に満ちてい
るこの社会、多様性というのはこんなに楽し
いものだよという逆からのアプローチで知っ
ていただくのもいいかもしれません。このよ
うな工夫をしているというのが今の現状です。
これは何でそこまで噛み砕くのかというと、
関係なくないという事を知っていただきたい
からです。社説にも書きましたが、なぜ関係な
くないのかというと、やはり今回の COP10
は人間のための COP10 だと僕は思うからで
す。公害の時代から環境の時代へ移行する中
で、いろいろ誤解がありました。「環境問題＝
自然保護運動」という狭い捉え方。「公害の場
合は被害者ではないから関係ない」、「水俣病
の人はかわいそうだな」「イタイイタイ病は気
の毒だな」で済ませてしまっては傍観者とい
うか、少なくとも支援者でしかありません。自
然保護運動の場合も周りの多くの人たちから
見れば、「私は野鳥に関係ないから」「テントを
張ってアウトドアライフはやらないから」と
いうような、私は関係ないという形になって
しまいます。環境問題＝自然保護運動という
捉え方では、我々人間は保護者です。でも環境
の時代を生きる我々は、支援者でもなく保護
者でもなく、常に当事者なんですね。加害者で

もあり被害者でもある当事者だという事をど
うやって知っていただくかといえば、やはり
それぞれに気付いていただくために僕らが見
せていくしかないんです。

例えばゴミ問題。1999 年にごみ非常事態
宣言があったおかげで、名古屋の環境問題は
進歩したというか新しいステップに入ったと
思うんですが、藤前干潟ってご存知ですよね。
COP10 でもかなり大きな議論の舞台になる
と思います。藤前干潟に行かれたことがある
方、いらっしゃいますか？名古屋ですと比較
的いらっしゃいますよね。藤前干潟といえば、
野鳥たちの聖地のようなイメージですが、シ
ギやチドリが飛来していない時の藤前干潟と
いうのは単なる大きな水溜りなんですよね。
周りには知多の臨海工業地帯があり、四日市
コンビナートがあり、最近は「工場萌え」なん
てものが流行っていますが、背後には名古屋
最大のゴミ焼却場なんかがあって、自然の風
景を楽しむような所だとは思えません。だか
ら、藤前干潟を守ろうというような運動は、
1970 年代からあった事はありましたが、それ
はなかなか住民の運動、市民の運動というま
でには高まりませんでした。ところが、そこに
ゴミの処分場を作ろうということになってき
て、俄然、話が盛り上がりました。これにはい
ろいろな政治的背景もありますが、ゴミとい
うのは非常に身近な問題です。私たちは毎日
ゴミに関わっています。しかしながら、ゴミの
事は何も知りませんでした。毎日、動物園の前
を通って学校に行きながら動物園の事をあま
り知らないのと同様に、それまであまりゴミ
というものを意識せず生きてこられました。
なぜなら、毎日毎日ゴミをたくさん出してい
ながら、袋に詰めて家の前にポンと置いてお
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くと行政の方が持っていってくれる。家の中
だけが綺麗になっている。そのことに満足し
きってゴミがどこへ行くのかなんて考えても
いなかったんです。多くの人がゴミは消えて
なくなるものだと思っていたのではないでし
ょうか。だから、右肩上がりに増え続けたわけ
です。ところが、藤前干潟に処分場を作ろうと、
名古屋市のゴミの量が 100 万トンを越えて非
常事態宣言が出る段になって、藤前干潟とい
う日本有数の渡り鳥の飛来地、渡り鳥の聖地
を埋め立てなければならないという状況にな
って、初めて「ゴミはないだろう。」と多くの
人々が自分たちの生活感覚で気付いたわけで
す。結果的に市民の総意という形で藤前干潟
の処分場建設をストップしました。ところが、
ゴミは出続けます。じゃあどうする、と言われ
た時に、どうしますか。埋め立て処分場を他所
で作ればいいじゃないかという意見もありま
した。でも、嫌ですよね。これは嫌で当然なん
です。誰もが自分の家の裏庭にゴミの処分場
なんて作って欲しくありません。当然です。だ
ったら、今ある埋め立て処分場を活用できな
いかと考えます。そこまできて、名古屋の多く
の市民がそれまで知らなかった大きな事実を
知ることになります。名古屋市の家庭から出
るゴミは岐阜県の多治見市に持って行って処
分していることを知ったのです。名古屋市内
ではないんです。自分たちのゴミを多治見市
という他県の他市に持っていって処分をして
もらっているという事実、これ以上他所の地
におんぶに抱っこというわけにはいかないと、
自分たちの藤前干潟を埋め立てるなと言って
おきながら、他県に持っていくわけにはいか
ないと、この時初めて、ゴミは消えてなくなる
ものではないという事を多くの人々が何らか

の形で自覚したのだと思います。だったら、最
後の道として、分別をして、ゴミになるものを
減らしましょうと初めて自分の家から出て行
くゴミの行方というものを市民が生活の中で
自覚することによって、名古屋市は約 30 万ト
ンというゴミの大減量に成功したわけです。
これは、政令指定都市としては例のない短期
間での大成功です。市民の力というのはこう
いうものです。気付く。今まで見えなかったも
のに気付くと行動を起します。行動というの
は自発的に広がっていきます。生活の中に落
ちていくことで、行動の輪が広がりをみせま
す。名古屋のゴミ減量はそのことを示してい
ます。

もうひとつ、食料問題も同じです。最近、地
産地消というのが流行しています。これには
きっかけが 2 つあると思います。BSE（狂牛
病）と中国の農薬問題です。僕らは毎日毎日、
豊かな食生活を送っています。選択肢もいっ
ぱいあります。スーパーへ行けば世界中の食
べ物が並んでいます。ところが、カナダで生産
されて、アメリカで解体されたたった 1 頭の
病牛が、日本に入ってきたという事実が判明
したばかりに、吉野家の牛丼が 3 年間も消え
たわけです。当初、日本の国民食とも言われる
牛丼がチェーン店からすっかり消えました。
私たちの食生活はこんな危ない綱渡りをして
保たれている。たった 1 頭の牛が病気になっ
たばっかりに日本中の牛丼がなくなってしま
うほど。初めてその時に多くの人が、我々が豊
かだと思っている食生活はこんなに細い糸を
通って渡ってくるという事実を知るわけです。
ですから、それ以来、地産地消や有機農業など
が盛り上がりを見せてきたわけです。農薬の
問題もそうです。中国に頼ればいいと思って
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いた食生活ですが、僕らはかつて、高校のクラ
スでに聞いてみたことがありました。「みんな
餃子は食べますか？」と。ほとんどの生徒は当
たり前に冷凍餃子を食べていました。「その餃
子がどこから来るか知っていましたか？」中
国の石家荘という所なんですよね。優秀な生
徒がたくさんいる学校です。「ここが石家荘だ
と世界地図を指せる人いますか？」と聞いた
ら、ひとりもいませんでした。たかが餃子です
が、世界地図の上でどこから来るのか分から
ないものをよく食べているねと言ったら、い
つもはあまり熱心に聞いてくれない生徒たち
が少し考えていました。餃子という身近な食
材だから、それが何故そんな所から来るのだ
ろうと考えたと思います。長い旅をして来れ
ば危険があるのは当たり前で、そこから食料
自給率の問題などもリアルに考えるようにな
りました。いつも目の前にあるものがどこか
ら来るのか、どこへ行くのかを知らないから
我々はなかなか行動へ移せない。COP10 も
同じ事だと思います。先程の基調講演で稲村
先生はおっしゃいました。ビクーニャをはじ
めとする野生生物の効率的な利用と。香坂先
生は、こうおっしゃいました。保全と利用の会
議でそれらを分けて考えるのはおかしいと。
利用の側面から考えると僕らにはよく分かり
ます。自然保護の会議だと思うからなかなか
分からない。持続的に利用するために保護す
るのだと、つまり、利用のための会議だと思え
ば、我々のくらしともたくさんの接点が出て
きます。なので、僕らは COP10 への入口は「衣
食住」だと言っています。例えば、地域の問題
として、知多半島なんていうのは、食材の宝庫
なんですよね。牛もいる、魚もいる、野菜や田
んぼも豊富にある。そういう所からいろいろ

な食文化というものが発達します。半田のミ
ツカン酢、常滑の盛田酒造。言わば、知多半島
の豊かな食文化が、世界のソニーを作ったと
いっても過言ではありません。豊かな食材を
使い、それに人間が手を加える。微生物の力を
借りて、酢や酒や醤油を作る。知多の酢がなか
ったら江戸前寿司ができませんでした。この
ような関係ができてきました。目に見えない
微生物の力を借りて我々は生きているという
こと。文化が創出されるということ。知多で座
談会をした時に面白い話を聞きました。京都
に曼殊院というお寺があります。大きな門跡
寺院で、詩仙堂や修学院離宮の近くにありま
す。僕はそこに何度も行った事があります。と
ころが、そこのお寺の中に「菌塚」という塚が
あることは知りませんでした。針塚とか鯨の
供養塚などは聞いた事がありますが、日本人
というのは微生物にまで利用させていただい
てありがとうというような精神性を持ってい
るんですね。こういう事に気づいていくと、例
えば今晩の食卓を見る目が変わってくるわけ
です。いろいろな生き物の力を利用し、いろい
ろな生き物の命そのものをいただいて我々は
生きている。それが我々の無自覚による乱獲、
乱伐、乱用…そのために危機に瀕していると
いう事実を知っていけば、自ずから我々の行
動は引き出されます。ですから、人間今まで機
械的に命をむさぼり続けてきたことが生物多
様性を脅かしているとしたら、まずは我々自
身が「人間のための COP10」を自覚して、まず
我々が人間としての生活を確立すること。そ
れも家庭内でできることですね。まさに椙山
女学園の教育理念「人間になろう」という精神
が COP10 開催の精神につながると僕は考え
ます。人間のための COP10 であり、「だれに
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もそれが関係なくない」ということをお伝え
する、それもいろいろな形でもってお伝えし
ていくことが僕たちの使命だと思っています。

もう１つ香坂先生がおっしゃいました
NGO 間や企業間での堂々巡り。南北問題もそ
うなんですが、自分達の狭い範囲の中の話、Ｎ
ＧＯならＮＧＯ、外交なら外交だけのお話とい
う狭い範囲での議論だけでは環境問題は解決
されません。国と国との関係だけでなく、地域
と地域だけの関係ではなく、企業と企業との
関係だけではなく、環境問題は多分に暮らし
の問題ですから、ここに普通の人たちの普通
の常識というのがどうしても必要です。
COP10 を名古屋にとって一過性の国際会議、
あるいはイベントに終わらせないようにする
ためには、そこから自らの生活との関係を引
き出して、それを変えていこうという一般常
識的な感覚がどうしても必要だと思います。
我々はそれをこの地域に残したい。この地域
の話ではありませんが、最近、感動したことを
最後にお話したいと思います。東京に恵泉女
子大学というキリスト教系の大学があります。
そこでは１年生全員に農業実習が必修なんで
すね。学生は最初は嫌がります。土いじり？日
に焼ける、虫がいる、とかいって。しかし、それ
は必修なので、受けなければ２年生には上が
れません。入学者はそのような事を知らずに
入ってくるのかどうなのかは分かりませんが、
全員が受けます。１年間に６数種類の作物を
作らせるわけですけれども、先生が「サツマイ
モはどう育つか知ってますか？」と聞くと、サ
ツマイモを食べたことがない人はほとんどい
ないと思いますが、サツマイモがどのように
できるのかはほとんどの学生が知りません。
そこでまずは絵を描かせます。答えを言わず

において、実際、育っていく様子を観察させる
んですね。出来上がった時に、学生たちはびっ
くりするんですね。多くの学生はサツマイモ
が土の中でこのような形でできるのを初めて
知ります。僕が感動したのはその農場実習の
レポートを書いた時に、最初はネイルや日焼
けを気にして嫌がっていた女の子が生長した
サツマイモを見て、「私がこの世に送り出した
最初の命だと思うと愛おしくてたまらない。」
と書くまでになったということです。生活の
中で命の尊さを実感として知っていく、そう
いうきっかけに COP10 がなればいいな、ま
たそのお手伝いができればいいなというのが
ジャーナリズムの仕事だと思っています。そ
れにしても本当に毎日毎日、知らないことを
教えていただける毎日で、最後の質問ですけ
れども、馬って毎日のように見ていますよ
ね？女性には競馬をやる人はあまりいないか
もしれませんが、当たり前のように馬を見て
いる。先程、小林先生のお話の中で、現存する
野生種は１頭しかいません。これはどういう
ことなのかなと考えてしまいます。これだけ
馬がいるのに野生種は１頭しかいない、モウ
コノウマですよね？モウコノウマ、もうこの
馬しかいないって絶対に忘れませんよね。
COP10 に関わる報道の中から、我々が知らな
いことを知る楽しさなんていうのも掘り起こ
せるはずなんです。COP10 というものをそ
のようなきっかけにして下さい。皆さんに関
係なくない COP10、人間のための COP10、人
間になるための COP10 だと僕は思っていま
す。これで終わります。ありがとうございまし
た。

渡邉主任研究員：飯尾先生ありがとうござい
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ました。非常によい視点といいましょうか、
COP10 に関わる我々の立場について非常に
有意義なお話でした。第 2 部はこれで閉じさ
せていただきまして、第 4 部では、稲村先生か
ら基調講演で足りなかったところやその後の
議論の糸口をご提示いただければと思います。
休憩を挟みまして、学生が製作しました
COP10 関連の DVD をご覧いただき、その後、
第 4 部のディスカッションとさせていただき
ます。

予定しておりました時間が参りました。第
3 部の本学文化情報学部の学生が制作しまし
た COP10 関連 DVD「なるほど！生物多様性
～女子大生が身近に探る」をご覧いただきた
いと思います。

【DVD 上映】

第 4 部パネルディスカッションⅡ

渡邉主任研究員：それでは、第 4 部の冒頭と
して稲村先生に基調講演の補足なり、問題提
起なり、3 人のパネリストの先生のご発表を
受けてのお話でも結構ですので、お話いただ
きたいと思います。稲村先生、お願いいたしま
す。

稲村氏： DVD を見せていただきまして、構
成もレポートも素晴らしくて感銘を受けまし
た。特にメッセージがきちんと出ていた点が
よかったと思います。まずキリンやゴリラや
クマなどを対象にして食物連鎖の話があって、
その上で多様な生物が互いに関係し合ってい

るという事が非常に重要であるということ。
それから、動物園の飼育係の方へのインタビ
ューが適切で、特に吊り橋のプロジェクトの
話も小林園長からありましたが、その点。また
天然資源を大切にしなくてはいけないこと。
最後に人の生活との結びつきが非常に大切で
あるという、以上の 4 点において非常にメッ
セージ性があり、今日の我々の議論ともうま
く噛み合ってると思いました。

つぎに 3 人のパネリストの方々のお話を私
なりにまとめてみたいと思います。最初の香
坂先生は COP10 に関わる歴史や概要を非常
に分かりやすくご説明いただき、私も改めて
認識が深まりました。その中でも特に 8 ｊ（エ
イトジェイ）の問題ですね、これは私の先住民
族の方々の持っている伝統的な知恵などの話
と関係して補足していただいたわけですが、
それぞれの地域の中での生物多様性、あるい
は環境の持続的な利用と保全ということ、そ
のために先住民族の伝統的な知恵がとても大
事なことだと生物多様性条約の中でも規定さ
れています。そこで強調されたのは、利用と保
全というのは切り離せないという事ですね。
ここで少しアンデスでの話を補足させていた
だきますと、例えばジャガイモが同じ種の中
でも非常に多様であるという話をしましたけ
れども、ジャガイモというのは一箇所で続け
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て耕作すると土地を疲弊させたり、病気を流
行らせたりしてしまう作物です。そこでアン
デスの人たちは持続的な農業をしていまして、
ジャガイモを作った後は数年間必ず休閑する
んですね。しかも、ジャガイモの後に別の作物
を植えるという輪作もしています。スペイン
の征服以降にジャガイモがヨーロッパにも伝
わり、痩せた土地や寒い土地でもジャガイモ
は生産できるので、ヨーロッパの北の方でた
くさん作られるようになりました。特にアイ
ルランドでたくさん作られるようになり、そ
れに比例して人口も増えていきました。とこ
ろが、アンデスとは違った栽培方法で、持続的
な栽培方法ではなかったために、飢饉が起こ
ってしまいます。そのためにアイルランドか
ら大量の移民が北米へ向かいました。その中
にはケネディ家もいたわけです。ジャガイモ
だけでも世界の歴史に大きく関わっていると
言えます。

先程の基調講演で、今回の COP10 に伴っ
て先住民族サミットというものを計画してい
るというお話をしましたけれども、先日、北海
道から萱野志朗さんをはじめ、アイヌの方々
に来ていただいて打合せをしていた中で、今
年の夏は非常に暑くてジャガイモがスカスカ
だというお話を聞きました。先程の香坂先生
から、利用と保全が一体となっているとのこ
とでしたけれども、確かに北海道の男爵イモ
というのは日本人にとってはとても美味いイ
モとされていますが、実はアンデスの人たち
にとってみると、中には商品化するために大
きくて丸いジャガイモを作っている人がいま
すが、それは自分たちでは「水っぽくって美味
しくない」と言って食べません。写真で見てい
ただいた通り、様々な歪つな形、様々な色のジ

ャガイモがあって、水気が少なくてホカホカ
でとても美味しいんです。特にアンデスは上
に行くと寒くて下は暖かいということで、気
候帯によって様々な環境があって、その気候
に合わせたとても多様なジャガイモが作られ
ているわけです。つまり、遺伝資源の宝庫でも
あるわけで、保全としての価値も高いという
ことが言えます。ですから、一箇所でジャガイ
モの質が落ちたという時は別のところから種
イモを移したりと、アンデスの中でも種イモ
を交換し合っていたりします。そのようにし
て農業のシステム自体も持続的であり、また
多様なものを持っています。効率一辺倒、短期
的な効率ではなくて、長期的な持続性という
ものを考え、結果的にそのようなシステムを
持っているということが言えるわけです。

その利用と保全に関して、最後に飯尾さん
からその点が指摘されていて、要するに生物
多様性の保全のことばかりに注目するとなか
なか我々と結びついた議論ができない、保全
と利用が一体的であることを補足的にお話さ
れたと思います。つまり、今度の生物多様性と
いうのは生物の問題として、人間とは別の生
物、人間以外の生物の問題として考えると他
人事になってしまう。しかし、利用という所に
もう少し着目して、「人間と COP10」というお
話で、「人間」というキーワードが出てきまし
た。特に衣食住に関係して考えると身近な問
題として気付くということですね。「気付き」
の問題も非常に重視されまして、「人間の
COP10」であることが強調されていました。

それから、香坂先生の、今ある自然の保全と
いうのがこれまでのメインストリームの議論
でありましたけれども、現在、自然再生の動き
や議論もかなり注目されている、というお話
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もありました。そのあたりと、小林園長からご
紹介いただいた話題や、DVD にもありまし
たオランウータンの生息地での吊り橋プロジ
ェクトも、それらに関わってくると思います。
このようなことは、いろいろと考えてアイデ
ィアを出せば実現できそうに思います。これ
はまた後から議論していただきたいのですが、
地域の中で何ができるかといった時に、その
ような視点で考えれば、いろいろできると思
います。今、計画として挙がっているのは、都
市の中での自然の環境を作っていき、それを
つなげていく。つまり、点在している森などの
生物が生息できる場所を、何とかつなげてい
けば効果的なのではないか、という事が議論
されています。そういうものは非常に効果的
であろうし、我々の意識にも働きかける問題
ではないかと感じました。

次に COP10 にはいろいろな議論があり、
まとまらないと報道でも伝えられています。
それはどうしてか、また我々は危機感を持っ
ているんだけれども進まない、というお話を
香坂先生からご報告いただきましたが、その
ひとつは南北問題ですね。要するに保全とい
う問題と利用と開発の問題。特に開発ですね。
貧しい国としてはこれから開発して豊かにな
りたい、一方でこれまで自然を破壊してきた
先進国側は保全と叫ぶ。このような構図があ
りました。このような国と国の関係もそうで
すし、我々自身の中でも、自然を守らなくては
ならなし、一方で便利な生活をしたい、美味し
い物を食べたい、楽しい事をしたいというジ
レンマがある、ということにも当てはまると
思います。それをこれからどのように解決し
ていくかというのは非常に難しい問題である
と同時に、最も重要な問題であると思います。

もう一つ、民間セクターがきちんと参入し
てない、特に企業がもっと意識して参加して
いく、あるいは我々が企業に働きかけていく
必要があると思います。そこがちゃんと入っ
ていないと、いくら議論しても、企業がゴミを
出すような製品を作り続けていけば、我々の
側は生活の中で心掛けても日々の生活の中で
ゴミを生産してしまいます。私もモンゴルな
どに行って、ゴミを出さない人々の生活を見
て帰ってくると、朝、奥さんにゴミを出してと
言われて、両手一杯のゴミを渡されると、ジレ
ンマを感じます。しかし、ゴミを出さないで生
活しろと言われても、心がけだけでは何とも
ならない部分があります。そのような点を地
域の中でどのように対応するのか、また社会
全体の中でどのように対応するのか、という
事をきちんと考えないと進んでいかない気が
します。それから、研究者は、問題の指摘はす
るものの実践しないという事も言われます。
我々大学の者が専門性を活かしつつ、生活者
の方々や NPO の方々、あるいは企業と、もっ
と連携して交流していく必要があるかと思い
ます。

なぜすぐに解決しないのかという根源的な
問題としては、飯尾さんから熱く語っていた
だいた「被害と加害」の問題ですね。我々も被
害者であり、加害者でもある。しかしながら、
コモンズの問題、共有地の悲劇という問題が
ありますけれども、ちょっとぐらいいいだろ
う、これぐらいは大丈夫だろうと、みんながそ
のように行動したらとても大きな影響になり
ます。ですから共有のものをどのように我々
が考え、どのように解決していくのか、といっ
たことの最初の一歩は、気付くということで
あって、ジャーナリズムとしてはそこが最も
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大事なことである、というお話であったと思
います。そして最後に、この COP10 を機に、
これは地域にとっては非常に大きなチャンス
であるので、それを一過性のものにしないで、
地域のため、日本社会、国際社会のために、今
後どのようなことをすればよい方向に変えて
いけるかを考えることが大事だという議論が
ありました。このあたりはこれからの議論に
繋げていきたいと思います。特に「一過性にし
ない」というキーワードで、個人にできること、
地域でできること、社会全体で取り組まなけ
ればいけないこと、国際的にやるべきことな
どを整理して議論できればいいと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。稲
村先生から論点の整理をしていただきました
が、パネリストの方々、お気づきの点やリプラ
イしたい事がありましたらお話しください。
今の論点に関わってきますいくつかの質問が
フロアから届いております。まずは順次、こち
らからお答えいただくという形で進めたいと
思います。

まず、稲村先生に対してです。五畜という言
葉が出てきましたが、これはウシ・ウマ・ブタ・
ヒツジ・ラクダですかという質問です。

稲村氏：はい。いわゆる草食動物で、草原に住
んでいる群居性の動物が牧畜の対象になって
いると言われています。具体的に言いますと、
ラクダ、ウシ、ウマ。これらは 3 つの大型家畜
となります。それから、ヒツジとヤギですね。
ヒツジとヤギは一緒に飼ったり、乾燥地帯で
すとヤギだけ飼ったりしています。ブタはど
ちらかというと農民が副次的に飼う場合が多
いですね。これは普通牧畜とは言いませんが、

最近、バングラディッシュではブタだけを集
団で飼っているグループがあったりして、こ
れも一種の牧畜というような議論もあります。

渡邉主任研究員：では続きまして、これは後
の論点にも繋がるかもしれませんが、香坂先
生、飯尾先生へ質問です。気候変動条約、温暖
化防止、CO2 問題というのが日常的に国民的
意識はかなり高まってきているように見える。
ただ、COP10 に関しては国民の関心度がま
だ低そうな状況の中で、COP10 開催後のフ
ォローアップをどのようにしていくのですか、
というのを香坂先生にはアドバイザーの立場
として、飯尾先生にはマスコミの立場として
お答えしていただきたいという質問です。い
かがでしょうか。

香坂氏：いつも温暖化や気候変動枠組み条約
と比較され、知名度や分かりにくいというお
声をよく聞きます。去年に内閣府が行った
COP10 が名古屋で開催されるのを知ってい
ますかという調査では約 4 割ぐらいの方は知
っていていました。ただ、生物多様性の意味を
知っていますかという調査ではもう少し低く
なっていました。そういった意味で、ことばや
認知度についてはいろんな数値が出てきます
が、大事なことは飯尾氏のお話の中にあった
ように「自分に関係なくない。」ということで、
その中で生物多様性という言葉を使うか、利
用という側面を前に出すかなどいろいろなや
り方があると思いますが、生き物の話とか、生
き物というより生き物たちが生きている場所
の変化ですね、そういったものがじわじわ今
進んでいますよと、人間もそういったことに
ついて考えていかないと自分達に跳ね返って
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きますよというのが是非知っていただきたい
ポイントです。温暖化の影響というのがそう
いったものに拍車をかけていますが、温暖化
はすごく有名ですけれど生物多様性はあまり
有名ではないというのはちょっと違っていて、
温暖化が進むと生物多様性にもどんどん悪影
響が出てくるという事が浸透していない点を、
どうするかがまたひとつのポイントだと思い
ます。事務的には日本政府の提案として、例え
ば今年は国際生物多様性の年でしたけれども、
これをなんとか生物多様性 10 年にできない
かとか、あるいは里山やサンゴ礁の側面で、途
上国の活動を支援していく仕組み作りをやっ
ていけないかというのが議論されていると思
います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。では、
飯尾氏からマスコミとして何かございますか。

飯尾氏：はい。気候変動の京都会議の時、会場
で取材をしていましたが、京都で 1997 年 11
月の終わりから 12 月のはじめにかけて温暖
化の COP3 があって、名古屋でも確か国際セ
ンターだと思いますが、その年の 3 月か 4 月
あたりに説明会みたいなものがありました。
会場の聴衆よりも登壇者の方が多く、すごく
寂しい状況でした。それに比べたら、COP10

はすごく盛り上がってる方だと思っています。
これからもっともっと議論が深まって具体的
な議論があちこちで湧き上がり、更に認知度
が上がると思います。ただ、本番でより具体的
に何かが決まると嬉しいんですけどね。京都
議定書では、温室効果ガス排出量の主要各国
の削減率が、6、7、8 全体で 5.2 という削減
のターゲットが具体的に出てきたものですか
ら、その数字が良い悪いは別として、その後の
行動の具体的な指針になったのは確かです。
だから、いわゆる「2010 年目標」といわれる
2010 年までに種の減少の速度にブレーキを
かけるなんて抽象的なものではなくて、何と
か数値が出てきてくれると僕らもとっつきや
すいんですが。それがなくても、例えば気候変
動の方は世界のお客様をとりあえず迎えよう
と気候フォーラムというホスト NGO ができ
たのですが、それが COP3 開催一年を機に「気
候フォーラム」という NPO に変わったんで
すよね。つまり、これまではお迎えする立場だ
ったのが、これからは京都議定書で決まった
ことを具体化するための運動を続けていこう
と市民の動きが進化しました。それが例えば
気候変動法を制定をしようとより明確で全国
的な運動を作って、今でも活発に続いていま
す。市民側の関心がずっと保たれるという事
が非常に大切なことなので、今度の COP10
でもきっかけを掴んでいただきたいと思いま
す。自分との関係性を自分たちなりに掴んで
いただきたい。それぞれで結構ですから、これ
も多様な形があると思います。そして、もうひ
とつ言っておかなくてはいけないことは、今
年これだけ盛り上がったメディアが、恐らく
来年急速に冷え込むことを心配しておられる
方が多いと思います。それは、やはり例えば名
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古屋で名古屋議定書や名古屋ルールというよ
うな名古屋を冠した何かができれば、基本的
には守って育てて行こうという気運が強まる
と思います。それでなくても、少なくともこれ
以上の事は言えませんが、僕自身は、絶対に今
の温度を保った行動をしていこうという意志
を持ち続けるとここで皆さんにお約束申し上
げたいと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。非
常に心強い決意を語っていただきました。次
はとても素朴な質問です。香坂先生へです。
COP10 の会議そのものを視聴できるのです
かという質問です。

香坂氏：はい。視聴の件に関しては、登録が必
要となります。会場で直接にというと、オブザ
ーバー登録などで団体に加入しなくてはいけ
ませんが、インターネット上の動画で議論し
ている様子は常時配信しますし、周りの会場
や栄やモリコロパークで関連するようなイベ
ントなどを行います。会場に入りたいとおっ
しゃられると辛いところがあって、どうして
もセキュリティーの問題や海外からの参加者
人数もかなりいるので、そういったことを含
めて考えると、団体としていろいろ登録して
いただかなくてはいけないという手続きをい
ただくことになります。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。な
かなか個人として会場に入れないとのことで
す。次は小林園長へのご質問です。日本で今、
侵略的外来種というのがいろいろ話題になっ
ていますが、例えばワニガメは原産地では絶
滅危惧種の扱いと聞いていますが、それが日

本ではそれなりに繁殖しているといったよう
なケースは他にありますかというものです。

小林氏：外来種の問題というのは、生息地で
は希少動物扱いされている動物も日本に入っ
てくると外来種になってしまうんですね。例
えば、中国にシフゾウというシカの一種がお
りまして、それが絶滅に瀕しているんですね。
それが日本に来て、日本の野山に放されると
どんどん増えて大変なことになるという危険
があるとの判断で、外来種に指定されていま
す。というようなことで、海外からやってくる
動物は想定ができないようなものまでが外来
種に指定されていて、しっくりこられないか
もしれませんね。

渡邉主任研究員：ありがとうございます。続
けてもうひとつ関連する質問があります。例
えば、今、新潟でやっておりますトキの繁殖。
国内産がほぼ絶滅した後に中国から同種を入
れて繁殖を図っています。このように同種で
あれば他所から持って来て構わないのかとい
う難しいご質問です。お考えをいただきたい
と思います。

小林園長：これは難しい問題ですね。中国の
トキと日本のトキとは遺伝的に少し違ってい
るとは思いますが、日本国内では絶滅してし
まいましたので、中国から入れてもそれが日
本のトキと交雑する心配はありませんので、
この判断は間違いではないと思っています。
ただ、ちょっと気になっていることがありま
す。よくメダカを教育的な面で名古屋市内の
各地で放流しているケースがあります。実は
メダカというのは地域によって個体差がある
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んですね。市販されているのは中国地方のメ
ダカで、養殖業者によって繁殖されて出回っ
ています。現にメダカがいる地域にその市販
のメダカを放ってしまうと交雑種ができてし
まうんですね。交雑して遺伝的に強いものば
かりが生まれれば良いのですが、遺伝的に弱
いものなど、例えば中国地方では健康に暮ら
せていたのに、名古屋などの他の地方では地
域固有の病原菌がいて、それにやられてしま
うということがあります。メダカぐらい小さ
なものでも、他の地域のものを持って来て入
れるというのは非常に気をつけなくてはいけ
ません。また、ホタルの放流もよくありますが、
そういう事もやっぱり遺伝子の撹乱というこ
とを考えると気をつけていただいたほうが良
いと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
次はやや専門的なご質問です。香坂先生へ、遺
伝子資源の利用から生ずる利益で、ＧＭの作
物、いわゆる遺伝子改良の農作物が出回って
いますが、そのようなものの利益を含めて考
えられているのかという事と、続けて、利益と
いうものをどう具体的に、例えば薬などが開
発され、それを数値化していくといったこと
をどのようなやり方で行っていますかという
質問です。お願いします。

香坂氏：はい。今議論されているのは、遺伝資
源と言ったときに、もともとそれがあった形
から変えたもの、技術でいじったものを違う
ものとして扱うのか、同じものとして扱うの
かとかいろいろ難しい議論をしている最中で
あります。抽出物も含まれるのかとかですね。
そのような議論が続いている状況です。ただ、

おっしゃっている現代技術を使った遺伝子組
み換え体のものが、例えば国を越えて移動し
ているという事は、この利益配分の議論では
なくて、どちらかでいうと議定書でカルタヘ
ナ議定書というものがありますが、最初の一
週間で農林水産省が中心となって行うそちら
の会議で、国際的に移動する場合は登録をす
る、あるいは事故があった場合どうするのか
といった安全性能力訓練などを議論していま
す。利益の数値化ですが、やっぱりよくあるの
は売上高の割合ですね。0.0 何％といったよ
うに他の条約などではそういったやり方をし
ているものもありますし、利益というのはお
金だけじゃなくて、知識や技術も含まれるも
のですので、そういうものを例えば現地の
人々に訓練していく、それこそ人間にすごく
関わりが深いところで、途上国の若い科学者
や技術者と一緒に日本の科学者や技術者が行
動を共にしていく。お互いに成果を知識や人
を育てるという面でも分け合っていくことが
利益配分の方では議論されています。いつも
お金の話ばかりではありません。

渡邉主任研究員：よく分かりました、ありが
とうございました。先程、稲村先生の方からご
提案いただきました、地域の中でこの生物多
様性を保全し利用していくことについて、身
近な部分において具体的に何ができるのかと
いうことを議論したいと思います。パネリス
トお一人お一人にまずどのようなことが可能
であるのかをお聞きします。

稲村氏：この COP10 を一過性に終わらせず、
これを機に少なくとも地域でこの熱を持続さ
せていくためにも、生物多様性を重視する気
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運を持続させていき、その議論の中で、個人や
家庭で出来る事、それから地域でできること、
やるべきことを考える。大学や NPO との連
携や、教育を含め、特に地域での問題を取り上
げて議論したほうがいいと思います。という
のは、社会全体や国際的な連携ということに
なると、なかなかそこまでのアクセスも難し
いですし、我々が行動することによって具体
的に成果が上がることとしては、その辺りか
なと思います。地域の中でのいろいろな連携
というものがすごく大事で、私が今関わって
いるのはモリコロパークのマネジメント会議
ですが、そこでは、実は愛知万博の時に関わっ
た環境 NPO の方々がまずはコアになってい
ます。私は、愛知万博の時に随分 NPO が育っ
たな、という感想を持っています。NPO 同士
の連携の仕方というものを随分訓練したよう
な気がします。ですから、COP10 だからいき
なり集まったという事ではなくて、万博以後
5 年間の繋がりを持っている。つまり愛知県
での今回の COP10 は、万博の経験を持って
いるので、そのあたりで、有利な条件を持って
いると言えると思います。NPO 同士の連携
なんかによくそれが表れていると実感してい
ます。現在、大学や企業、それから行政とが一
緒になって運営していますが、できるだけ企
業を引っ張り込んでいくということが重要で
しょう。飯尾さんの話でもありましたけれど
も、今までは NPO が環境保全を叫ぶ時、企業
との対立傾向があったと思いますが、それで
はやっぱり社会は変わっていかないので、と
にかく企業と NPO と大学とが相互に理解し
合う場を作っていく事、そのためにはジャー
ナリズムも協力していただければと思います。
具体的な話をしていると長くなるので割愛し

ます。
動物園の取り組みの話がありましたが、や

はり専門的な技術や知識を持った人たちが社
会と関わっていくということで、まずは動物
園で動物や植物を知ってその背景を知る。こ
れがすごく重要な教育となっていきます。今
の学校教育はやはり受験を目指している所が
どうしてもあって、欠けている部分がどうし
ても出てきます。そこを補うのが野外での教
育だと思いますが、そこはまだシステム化で
きていないと思います。そういうものを、動物
園や公園だけにこだわらなくてもいいのです
が、そういう仕組みを作っていく。公園や動物
園などの野外での施設を利用した仕組みを作
っていくには、地域で行えば実現可能だと思
いますし、それを全国に広げていくことも可
能であると思います。

それから具体的な生物多様性の問題として
は、生物の生息区域を実際に地域で広げてい
くこと。私も歩道などを歩いていると、歩道を
全部コンクリートを固める必要があるのかな、
とよく思います。歩くところだけコンクリー
トを使い、地面の両脇を残しておけば自然に
雑草などが育って子どもたちも、いわゆる道
草ができるわけです。そんなことは簡単なこ
とで、実現できると思います。都市の中に緑を
作りそれを繋げていく。このような事を具体
的にこの地域で実行していくと、面白い取り
組みができるのではないかと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
では続いて香坂先生お願いします。

香坂氏：お決まりのものになりますが、我々
市民としてできることは、普段買ったり食べ
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たり、飲んだりすることで行動していくこと
になると思います。先程の DVD の中でも植
物園の中のコーヒーの木が出てきましたけれ
ども、このコーヒーの木やコーヒーの栽培は
環境面に配慮し、なおかつ現地の地域の人た
ちも潤うような生活水準や賃金をはじめとす
る経済的な側面、こういったものにも配慮し、
なおかつ僕らにとってもあまり高すぎない商
品に、バードフレンドリーやフェアトレード
のマークが入っています。こういうマークの
付いた商品に関心を持ってもらう。紙ですと
FSC とか、魚ですと MSC とか、そうったもの
が少しづつ入ってきていますので、スーパー
に行かれた時は、買わなくても結構ですので、
そのような商品があるという事にアンテナを
張っていただき、これらの商品について店員
の方と会話をされたりして、関心を持ってい
ただきたいと思います。自分が、貿易や経済活
動や消費流通を通じて世界と繋がっていると
いうことに着目していただければ、生物多様
性やその他の環境とか発展途上国についての
関わり合い方が見えてくるのではないかと思
います。

渡邉主任研究員：僕もだいぶ前から少しフェ
アトレードには関わっておりまして、フェア
トレードの商品を見たらそちらを買うように
しています。

香坂氏：渡邉先生のお話で思い出しました。
海外には動物園や植物園の中ではフェアトレ
ードの商品しか売らない所があります。東山
動物園もそうするべきだと言うつもりはあり
ませんが、中に入るとフェアトレードの商品
とそれ以外のマーク付きの商品のものなどを

揃えて、マークが付いている商品の中で選び、
マークが付いていないものは置かないように
します。そうすれば子どもと来た時に、保護者
の方が説明できたり、その中で選んだりする
楽しみがあったりします。また、上智大学など
でマークの付いたコーヒーを扱うというよう
な動きも出てきていますので、是非参考にし
て欲しいと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
では、飯尾氏いかがでしょうか。

飯尾氏：より単純化してお話します。先程の
コーヒーの話で、コーヒーがどこから来るの
か知れば、やはりどのように買うかというの
が変わってくると思います。だから、僕らは今
まで消費に対する主権というものを大量消費
社会の中で失っていたのですよね。消費とい
うのはすごく大きな力だと思います。飲料水
の容器がリターナブルな瓶から缶やペットボ
トルに変わっていったのかというと、大量販
売には都合がいいからなんですね。箱につめ
た瓶入りのものよりも、ペットボトルや缶の
方がスーパーで積んで置けるので、売り場を
確保するのに都合がいいという理由がある。
その上でペットボトルの方が軽くて使いやす
くて捨てやすいというメリットを感じて、消
費者の方々がそのように望んでおられるから
なんですよ。メーカー側に問い合わせると、皆
さんが瓶がいいのであればすぐに元に戻しま
すよという主張をするわけです。すごく悔し
い思いをしました。つまり、販売元が買わせて
いるのにも関わらず、消費者のためという大
義名分を使って買わされている。ですから、ま
ず皆さんが消費の主権を取り戻していただき
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たい。それには知識が必要です。衣食住に関わ
ることすべてがそうだと思いますが、マーク
にこだわる以前に、値段しか見ていない部分
がありますよね。例えば、マグロ。マグロのト
ロって僕らは子どものころ絶対に食べさせて
もらえませんでした。寿司屋に行って「お母さ
ん、トロってなあに？」と聞いたら「それは毒」
と言われましたよね。ところが今は回転寿司
で一皿 300 円台で食べられたりします。大ト
ロ本日特売りとありますが、あんなの毎日特
売です。そんなに数があることがおかしいわ
けですよ。消費者に見えないところで大量に
捕獲する。あるいはメタボのマグロを作る。そ
のような無理をして生物多様性を撹乱してい
る原因が目の前にもあるんです。消費者も知
らず知らずその “ 加害者 ” になっています。
値段しか見ないという受身の選択を改め、主
体性を取り戻すこと。もっと簡単なことを言
えば、日本人は食事をする前に「いただきま
す。」と言いますよね。3D 映画の『アバター』
を見られた方いらっしゃると思いますが、あ
れは生物多様性の映画です。「森の命をいただ
いて、おまえの肉体を私の中で同化し、お前の
魂は森に帰る。」という所など。アバターを見
なくても僕らは「いただきます。」と言うたび
にそういうことを実は教えられてきたはずで
す。外国へ行くと「天にまします我らの神よ父
よ。今日の糧を感謝します。」といいます。糧と
言うんですね。物なんです。人間のために与え
られた物であるように扱うわけです。日本人
というのは「いただきます。」と言うことで相
手が対等な命であること、命を取り入れるの
が消費の原点であることをよく知っています。
今日、お家に帰ったら「いただきます。」と言っ
てみる。親父さんがいきなり晩酌を始めたら

「いただきます。」と言ってから食べなさい、終
わったら「ごちそうさま。」と言いなさいと呼
びかけてみる。そういうことを基本に物を買
ったり、食べたり、着たりしましょうよという
ことから始めれば、いろいろ変わってくるこ
とがあると思います。非常に単純なことであ
ってもいいと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
では最後に小林園長お願します。

小林氏：皆さんがすぐに実行できるようなア
イディアはありませんが、旭山動物園で行動
展示というものがお客さんの注目を集めてい
ますが、東山動物園の再生プランでは、動物と
その生息地を知ってもらおうという事を考え
ています。先程の DVD で植物園長が、「知ら
ないものは愛せない。」言っておりましたが、
動物の本当の生き方や生息地の現状を知らな
いと、そこを保全しようとまでは思いを巡ら
せられないと思います。東山動物園では生息
地の状況なども今後展示していこうと思って
いますので、是非、期待していただきたいと思
います。ただ、この再生プランは 30 年計画と
なっておりますので、施設の完成はまだ先の
ことになります。まずは施設がなくてもでき
ることからやっていこうと思っています。私
自身も動物園に転勤して来る前はスマトラ島
の現状やそこでの吊り橋の活動のことは知り
ませんでした。そして、東山動物園の職員が現
地に行ったりして現状がこのような事である
と聞いたりして、やっとそんなとんでもない
ことになっているんだと自覚しました。この
ようになってしまうにはそれなりの理由があ
るのです。現地の人もお金を稼げないと暮せ
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ないのです。日本の森林はまだ 6 割が残って
いるといいますが、スマトラ島では 1 割 2 割
という僅かな森林が残っているだけです。そ
こで私たちに何が出来るのかといえば非常に
難しい課題です。今回の吊り橋プロジェクト、
実はヤシの実洗剤を作っている企業さんがス
ポンサーとなっています。その企業がスマト
ラ島がこんな状況になっていることを知って、
スマトラ島での保全活動を始めたとのことで
す。このように保全活動を始めている企業も
増えてきています。私たちもなかなか気がつ
かないことも多いと思いますが、世界の自然
環境はどうなっているのか、と言うことを知
っていただけるように、動物園から情報発信
をしていこうと思っています。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
今日のフォーラムの締めといたしまして、飯
尾氏に是非とも聞きたいという子どもに関わ
る仕事をしてらっしゃる方からのご質問です。
希望としては一度学童の場に来ていただいて
子どもたちを相手に話をして欲しい、そのよ
うな感動を覚えました。という内容ですが、子
どもにどのような言葉でこの問題を話せば伝
わるのかという、子どもの心に響くような語
り方があればご紹介してくださいとのことで
す。是非お願いします。

飯尾氏：ものすごく難しいご質問ですね。答
えになるか分かりませんが、今までの経験で
言うと環境の世界に関しては子どもの方が先
に感覚で本質を掴み取るんですよね。感覚は
表現しづらいと思いますが、例えば僕の知り
合いの環境先進国と言われたスイス出身の方
で、その方の小学生のお嬢さんが、お父さんが

朝洗面所で髭を剃っていた時に、水を流しっ
ぱなしにしていたのを見て、「お父さんは環境
のブタね。」と言ったそうです。本当に忘れら
れない話です。父親は、娘にそのように言われ
たくないと一生懸命行動を変えようとするわ
けです。ですから、おそらくこのように語った
方がいいとか、ふさわしい言葉というのはな
いと思うのですけれども、子どもたちには、節
目節目にいろいろなものを見せてあげてほし
いと思います。例えば、食事の時にその食べ物
を与えるというだけではなく、日本というの
は四季の風情がとても豊かな国です。9 月 9
日の重陽の節句は菊の節句ですからその時期
に美しく咲く菊酒を飲む。子どもに酒を飲ま
せるわけにはいきませんが、端午の節句にも
桃の節句にも、全ての節句ごとにそれを祝う
食べ物が必ずあります。ですから 3 月 3 日の
桃の節句の食事に季節を取り入れてものを食
べさせて、それに纏わる物語を語ってあげる
とか、そのような日常の中での物語から子ど
もは必ず本質を掴み取ってくれるようになる
はずです。あるいは、食事だけではなく、東京
ディズニーランドに 1 回行くなら東山動物園
に 10 回行って、四季折々の動物園で動物を見
せるだけで感じ取れるものがあると思います。
五感で感じ取れるようにいろいろな経験をさ
せてあげてほしいと思います。その中で特に
こだわりたいのは食べ物です。生物多様性と
四季の恵みは先人の知恵にも繋がると思いま
す。先人の知恵の中において、カレンダーや暦
の中にもそれが詰まっているわけですから、
それをその都度、視覚や聴覚だけではなく五
感で受け止められる環境をご両親が整えてあ
げられるような食卓や休日があればいいと思
います。これもやはり環境だと思います。環境
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を作ってあげること。言葉もそのひとつのツ
ールかもしれませんが、そのようにお母さん
が心掛けて差し上げること。その中から子ど
もは本質を必ず何か掴み取ってくれると思い
ます。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。
今日のフォーラムの結論としては身近な所に
いくらでも素材といいますか、環境や多様性
を考える材料はいくらでもあり、それをいか
に気付いていき、身近な所からすぐにでも実
践できる事柄がいくらでもありそうだという
事を気付いていただきながら、今日のフォー
ラムを終えたいと思います。長時間にわたっ
てありがとうございました。
それでは、閉会の挨拶として椙山人間学研究
センター長の椙山孝金よりご挨拶いたしま
す。

椙山センター長：椙山人間学研究センター長
をしております椙山でございます。本日は第
21 回椙山フォーラムにおいて『地域の中の
COP10』をメインテーマに開催させていた
だきました。たくさんの方々にご参加いただ

き、ありがとうございました。講師の先生方
にもお礼申し上げます。地域の中の COP10
ということは、これは結局、自分の問題、一
人ひとりの問題であり、私の中の COP10 と
言ってもいいであろうというのが私の結論的
感想でございます。この場を機会にまた一段
と環境、生物多様性をお考えになるきっかけ
としていただければ、私ども主催者としては
この上ない喜びでございます。本日は誠にあ
りがとうございました。

＊テープ起こし文責　大浦

＊稲村先生、香坂先生、小林園長、飯尾氏にはご校

正および本誌への掲載をご了承いただきました。

心より感謝申し上げます。
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第21回椙山フォーラム アンケート集計結果
＊受講者数：110名アンケート回答者数：61名（回答率55.4％)
＊事前申込：141名／ 受講者：110名(参加率78.0％) 

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 11名 18%
2.日本経済新聞の折込チラシ 3名 5%
3.椙山女学園からの案内（ＤＭ） 27名 44%
4.生涯学習センター・図書館の掲示 1名 2%
5.椙山女学園のホームページ 3名 5%
6.「Clife」の告知記事 3名 5%
7.ＮＨＫ番組「さらさらサラダ」の告知 1名 2%
8.8月29日付けの中日新聞告知記事 7名 11%
9.講師・関係教員からのお誘い 2名 3%
10.その他 3名 5%
＊その他…知人からの誘い   3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）      
1.興味・関心のあるテーマだったから 55名
2.講師に魅力・関心があったから 17名
3.会場が便利な場所にあったから 12名
4.その他 3名
＊その他・・・東山動物園と交流があるから。

ＣＯＰ10をより理解したいから。
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   Q3.今回のフォーラムは参考になりましたか?   	 	 	
1.大変参考になった 29名 48%
2.参考になった 28名 46%
3.参考にならなかった 0名 0%
4.全く参考にならなかった 0名 0%
5.無回答 4名 7%

【その他参考データ】
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

1 無職 60 男性 COP10 の PR と COP10 の理解促進の観点で有意義なものであった。

2 主婦 60 女性
COP9のテーマが私たちにとって身近なもののように感じましたが、COP10では集中的に議論
される日本の専門性領域で大変難しくなってきています。資料をよく読み、「人間」のための
COP10になるよう勉強したいと思います。

3 会社員 40 男性 非常に貴重な講演を聞いたように思います、Web等で閲覧可能にしてもらえると大変ありがた
い。

4 学生 20 女性
COP10は気づくことからはじめるという、一人一人関係しているということから始めていけば
よい事が分かり、またそこから少しづつ自分なりに興味を持って生物多様性について調べてい
こうと思いました。

5 主婦 50 女性 動物園のお話などなかなか聞けないお話が聞けた気がしました。飯尾氏のお話は身近で分かり
易い。

6 会社員 20 女性 飯尾さんのお話が分かりやすく、ポイントがよく分かりました。

7 主婦 60 女性
見ること、聞くこと、知ること、気づくことの大切さを教えていただき、感謝しております。
生きている喜び、身近なことから学び、参加して、伝えるという人間としての役割を考え、こ
れを機に実践していきたいと思います。

8 無職 70 男性 生物と文化の多様性の関連がよく理解できた。

9 主婦 60 女性 今日、学んだ事をまず家族に伝えて、広めていくことが一助になればと思います。

10 学生 20 女性
COP10が名古屋で開催されるのは知っていましたが、生物多様性については範囲がとても広い
ので深く知りませんでした。とても興味を持てたので、まずは知ることから始めたいと思いま
す。

11 学生 20 女性 飯尾氏の話がとても分かりやすく、現実を考えさせられました。こういった身近なお話がある
と、より参加しやすくなると思います。

12 主婦 70 女性 私たちが生活していく過程で環境を知ることの大切さ、わかっているようでもなかなか知らな
い事の方が多いのを、今日、参加させていただいてよくわかりました。

13 主婦 60 女性 自分の気づいたこと、どんな小さな事でも気づいたことを大切にし、気をつけていきたいです。
もっと深くお話が聞きたいと思いました。実現できればいいなと思います。

14 主婦 40 女性 これから生物多様性に注目していきたいと思います。

15 主婦 30 女性 身近なところから行動していこうと思いました。

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

16 主婦 30 女性 COP10へのささやかな参加はとても大きい気がします。

17 講師 40 女性
私は24年間、英語スクールを営んでおり、子どもが多いクラスでは学習の一環として野外学習
を組み込んでいます。今日のお話を聞いて、今後、そのような機会にこれまでとは違った方向
から子どもたちに生物多様性について教えられるような気がしました。

18 主婦 70 女性 先生方のお話すべてが身近な問題なのに、あまりにも知らなさすぎて驚き、意識が変わりまし
た。ご苦労の部分も知りました。

19 主婦 30 女性 日常的に知らなさ過ぎることが多い自分に反省しました。先生方に感謝しています。

20 会社員 30 女性 今、これを機にできることから取り組んでいくことは未来の私たちのためでもあると強く思い
ました。

21 教員 50 女性
異なる視点からの提案を聞くことができてよかったです。学生さんのDVD参加は素晴らしかっ
たです。生物多様性への若い人たちの参加を促すのはどうしたらいいのかが課題になると思い
ます。

22 主婦 50 女性 DVDもわかりやすくよかったです。動物園でも放映されているのを見ました。リポーターも構
成も上手ですね。

23 無職 60 男性 本日のフォーラムは時流に合っていて良好である。

24 学生 20 女性 COP10についての理解が深まり、大変興味深く聴かせていただきました。

25 会社員 50 男性 生物多様性について関心はあったが、今回は認識を新たにする良い機会となりました。

26 無職 60 男性 遠い存在だと思っていたCOP10や生物多様性が身近になった。

27 主婦 50 女性 折角素晴らしいフォーラムなのに参加者が少なくてとても残念に思いました。

28 会社員 30 女性 本日のフォーラムのお陰で生物多様性がぐんと身近に感じられたので、あとは私たちの意識変
化と実行力をもって生物多様性に取り組んでいきたいと思います。

29 主婦 30 女性 今日は子どもにかけがえのない自然を残すための第一歩のような気がします。

30 主婦 50 女性
マスコミの「COP10」連呼に距離を感じておりました。もやもやしていたCOP10が決して「私
に関係なくない！」と私たちが利用して生きて行くための保全の必要性を強く感じ、帰宅して
から家族にしっかり話そうと思います。
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竹田課長：定刻になりました。ただいまより
椙山人間学研究センター平成 22 年度第 1 回
人間講座を開催いたします。本日はいつも司
会進行しております椙山人間学研究センター
主任研究員の渡邉毅先生が講師を務めますの
で、今回は椙山人間学研究センター事務局と
なっております企画広報部企画課長の竹田が
司会進行いたしますので、至らぬ点が多々あ
るかと存じますが、よろしくお願いいたしま
す。

それでは、開会にあたりまして理事長椙山
正弘からひとことご挨拶を申し上げます。

椙山理事長：本日は鬱々とした天候の中、大
変大勢の方々にお集まりいただきましてこの
講座が開かれる事を大変ありがたく思ってお
ります。ありがとうございます。渡邉先生は
20 年ほど前、椙山女学園大学人間関係学部が
設立しました時においでいただきました先生
でありまして、その前は京都大学の霊長類研
究所にいらっしゃいまして研究で活躍されて
いらっしゃいました。人類学のご研究でした。
椙山女学園は「人間になろう」という教育理念
を掲げております。人類学というのは正に「人
間になろう」という中で最大のテーマになろ
うと考えており、今日のお話は大変楽しみに
しておりました。渡邉先生、よろしくお願いい
たします。

竹田課長：それでは早速ではございますが、
渡邉先生のプロフィールをご紹介いたします。
渡邉先生は京都大学をご卒業後、京都大学霊
長類研究所を経て昭和 62 年 4 月に人間関係
学部が設立した時に教授として就任されてい
らっしゃいます。現在は日本人類学会をはじ
め、国際霊長類学会、日本霊長類学会などに所
属していらっしゃいます。本日は『＜日本人＞
の多様性』というのをテーマにし、ご講演して
いただきます。よろしくお願いたします。

渡邉先生：ただいまご紹介いただきました渡
邉でございます。最初にお手元にお配りいた
しましたレジュメに添ってお話していきます。
本日は多様性をテーマに講座を開催しようと
人間学研究センターで相談いたしました。ご
存知のように今年は COP10 生物多様性条約
締結国会議が名古屋で開かれ、それに関連し
た様々な催しが既にスタートしております。
この講座でも多様性という観点で COP10 が
開かれる秋まで 2 回の人間講座で多様性とい
うものを取り上げようと思います。今回は日
本人という我々自身を取り上げて、最近の研
究で意外と遺伝的に多様性を含んでいるとい
うことが明らかになってきましたが、それら
を中心にご紹介したいと思った次第です。

＜日本人＞の多様性
Genetical diversity among Japanese people

 椙山人間学研究センター主任研究員
                                                                 椙山女学園大学人間関係学部教授

                                                               渡邉　毅
 Tsuyoshi  Watanabe
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1．＜日本人＞という表記
本日、＜日本人＞の多様性というお話をさ

せていただきますが、括弧（＜＞）付きの日本
人となっております。人類学の世界では非常
に無定見といいますか、あまりきちんと議論
をしないで「日本人、日本人」という表現を使
ってきておりました。これらに関して実は、
1980 年代ごろから歴史学者の方々から表記
に関しても歴史的事実あるいは歴史的な認識
をしっかり踏まえた表現を使うとするならば、
日本という二文字が登場するのは歴史的には
7 世紀の終わりごろから 8 世紀であるという
のが歴史学者の研究から指摘されておりまし
て、特に既にお亡くなりになられた網野善彦
先生が、これは網野先生の遺書だと僕は了解
していますが、シリーズものとしては通常 1
巻から発刊されますが、癌だと分かった時点
で編集委員長であった網野先生は講談社の歴
史シリーズで『日本とはなにか』00 巻という
のをご自身の編集特権として急遽発刊されて、
その 2 年後あたりにお亡くなりになりました。
そこに書かれている日本という表記を厳密に
歴史認識を踏まえて使っていこうというのを
人類学会が受けるという形で、当初は日本人
の起源ということで明治以来よりずっと続け
てきましたが、80 年代以降は括弧（＜＞）付
きで、いわゆる日本列島人とすれば、古い時代
から今日までのこの列島に暮らした人を指し
示すということで、日本列島人の起源という
言い方に変えてきております。

今日の話題というのは現代日本人に関わる
ことですから、特に括弧（＜＞）付きにしなく
てもよいのですが、あえて括弧（＜＞）を付け
たのはそのような日本という表記を慎重に取
り扱うべきだというのを踏まえてこのような

表現を使わせていただきました。
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2．「日本列島人」の起源についての学説
日本列島人の起源の問題は、日本に人類学

会という学会が明治 19 年という非常に早い
段階で成立したことからスタートしました。
日本人類学会を立ち上げた中心人物は坪井正
五郎という人類学者でした。坪井さんの残さ
れたものは実は全集という形では残っておら
ず、考古学に関してはある程度まとまっては
いますが、人類学に関しては散逸するといい
ますか、昔のままでしか残っていないという
状況の中で、山口昌男という文化人類学者が
晩年の仕事として、このような埋もれた本を
甦らせるという仕事の一貫で坪井正五郎の

『うしのよだれ』をリメイクとして出版されま
した。これに坪井正五郎の考え方とか人とな
りなども書かれています。元々、坪井家という
のは岐阜県出身で、現在でいいますと揖斐川
町や池田町といった揖斐川沿いに代々医者を
営んでいた家柄だそうです。江戸の中期以降、
才覚のあったおじいさんか、もしくは曾おじ
いさんだかが、花のお江戸に出て、蘭法を勉強
して、漢方と蘭法両方出来るという看板を掲
げたところ、非常に繁盛し、坪井正五郎のお父
さんの代では、非常に腕のいい医者だという
ことで徳川将軍家の奥医、いわゆるご典医の
地位まで昇りつめますが、時代が時代でその
時幕末を向かえ、15 代慶喜はさっさと江戸
を捨てて駿府に逃げてしまいます。ご典医も
くっついて行かなくてはいけないので、幕末
の江戸を離れて駿府に移った後、文久 3 年に
生まれて 7 － 8 歳まで過ごしたそうです。そ
の後、江戸に戻りますが、正五郎は幼いながら
も非常に才能溢れる人物だったようで、彼が
残したものとして、8 歳の時に描いた草花の
写生、といいますか本草学のようなスケッチ

が残っているそうです。私は見たことはあり
ませんが、非常に見事な写生であってとても
子どもの手によるものだとは思えないような
もののようです。本人曰く、幼い頃から男の子
がするような遊びはほとんどやったことがな
く、じとーっと閉じこもって何かを描いたり、
手先で何かを作り上げたりするようなことが
向いていたというようなことが書いてありま
す。そのように非常に才覚溢れ、観察眼が非常
に発達しているので、ある意味、マスコミ的嗅
覚といいますか、彼は彼の元に集まってくる
情報を元に自分でかわら版のようなものをせ
っせと作って、周りの人に読んでもらうとい
うようなことを大学予備門の頃からやってい
たようです。後に今風の風俗を観察する考現
学という方面においても作品が残されており、
一般的に考現学は今和次郎という人の手にな
るということで注目をされてきた学問です。
明治の時代に考現学を志していました。また、
三越デパートの相談役、アドバイザーとして
どんな催しをしたら集客を見込めるのかとい
ったような現代的なセンスも兼ね備えたその
ような人物が東京帝国大学で研究会や集まり
といいますか、そういうものを志して仲間に
声をかけて夜間に大学の設備を使って集会を
開く。そういったことが明治の 10 年代に非常
に盛んであったようで、坪井正五郎が残した
ものを見ますと本郷のキャンパスで借りられ
るような教室が手頃なのがなく、みんなが研
究会に借り出して使っており、たまたま潜り
込めて使えた 9 つ目の教室。それ以外の 8 教
室は全て使っており、ある意味、明治時代の若
者達の熱気といいますか、進取の精神で国の
ために、といったような雰囲気が伝わるその
ような文章も残っています。そのような中に
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アメリカからやって来たエドワード・Ｓ・モ
ースという生物学者がいました。そのモース
先生というのは日本の考古学の第一人者とい
いますか、草分け的存在であって初めて大森
貝塚をきちんと発掘調査し、その報告を書き
残しました。東京帝国大学理学部紀要という
わが国で最初に出版された大学紀要のその最
初の論文がモースによる大森貝塚の調査報告
でありました。日本の大学における研究論文
の第 1 号がモースの手によるものであり、人
類学がある意味では非常に早い時期にスター
トしたということになります。

モースの影響を受け、一緒に発掘作業に携
わった学生たちが坪井正五郎の周りにたくさ
んおり、その友人たちと発掘の調査方法なり
具体的に各地に発掘に出掛けてはそういうよ
うなものを研究会で紹介し合うという流れの
中で、今日はここに東京人類学会と最初は称
した学会誌の目次コピーを用意しました。明
治 20 年 1 月の第 26 回の例会に当たりますが、
そこでイニシャルＭ . Ｓ . として、実名を出さ
ない形で「コロボックル果タシテ北海道ニ住
シヤ」というタイトルで論文が掲載されまし
た。このイニシャルＭ . Ｓ . というのは坪井正
五郎と非常に仲の良かった白井光太郎という
同僚がおり、その人の略称であろうというこ
とになっています。仲間をうまく焚きつけて
質問を出せておいて、次の第 27 回の例会の中
で坪井正五郎が「コロボックル北海道ニ住ミ
シナルベシ」という論文を発表します。これが
いわゆる「コロボックル説」と呼ばれた坪井正
五郎の最初の論文になります。以後、明治期を
通して論争が展開されますが、とりあえず、最
初の頃の論争はやがて別の仲間の研究者が

「コロボックル果シテ内地ニ住ミシヤ」という

設問をし、それに対して「コロボックル内地ニ
住ミシナルベシ」といった具合に坪井正五郎
はコロボックルというアイヌの伝承に登場す
る小さな人間が内地にも北海道にもアイヌが
住む前に存在していたという学説を出して参
りました。実はこの学説は完全に否定されて
今日に至っておりますが、近年、インドネシア
の小スンダ列島のフローレス島という島で奇
妙な人骨が発見され、時代的には 1 万 9 千年
前の東南アジア一帯にホモ・サピエンス新人
類が住むようになってからだいぶ時間が経っ
たその段階に、なお原人たちの子孫だと思わ
れる具体的にはジャワ原人か北京原人だと思
われるような本当に背丈の小さなホモ・フロ
ーレシエンシスと呼ばれる人々が存在したこ
とが明らかになって参りました。もしかした
ら、日本列島にやってきた集団の中の人には、
自分たち以外の非常に背丈の小さな人間とい
うものがいるのだ、という伝承がもぐり込ん
でいた可能性というはこれからいろいろ議論
されていくのではないかと思っています。最
初の学説としてコロボックルというものが出
てきました。北海道の足寄あたりの原野にな
お繁っておりますが、野生のフキがあり、その
葉は非常に大きなものです。その下に潜り込
めばちょっとした雨露は凌げます。そのよう
なフキが原生する中で背の小さな人たちが住
んでいた、それをアイヌ語でコロボックルと
いい「フキの下」あるいは「フキの下に住む人
間」ということでそのような言葉が使われた
ようです。北海道では有名な民芸品でコロボ
ックル人形というものもあります。

その坪井正五郎の学説に対して、東京帝国
大学医学部の学生で成績優秀によって官費留
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学生としてドイツに留学した小金井良精（こ
がねいよしきよ）という人物が出てまいりま
す。彼は帰国して即座に東京帝国大学医学部
の教授になって、それまでドイツ語で講義さ
れていた医学の授業を初めて日本語で講義を
するようになったその小金井良精という解剖
学者がドイツで人類学の手法を学んで帰りま
す。結果的には、イギリス留学から帰ってきた
坪井正五郎と仲良くなってふたりで一緒に調
査をしたり議論をする中で、どうも伝承とい
った形でどこまで古代の古い時代のことが正
確に伝わってくるのかいささか疑問に感じて
いたようです。ドイツの人類学上、ものに即し
て、特に骨、骨学が非常にさかんになっていた
時代にあたります。骨を計測してそのデータ
に基づきながら議論をしていく、そのような
学問を身に付けて東京帝国大学の教授になっ
て活躍します。忙しかった時代を経た後に
1890 年代に医学系では日本で初めてとなる
日本解剖学会というものを作ります。人類学
会の設立からはだいぶ遅れておりますが、そ
の日本解剖学会の初代会長をその小金井良精
が務めます。小金井は骨の中でも特に脚の骨
に着目して下腿骨𦙾骨という骨が膝の下にあ
りますが、その骨の形が現代人は比較的丈夫
な形を持っていますが、アイヌの𦙾骨と当時
の石器時代人、あるいは貝塚人と呼んでいた
貝塚から発見される骨の𦙾骨は非常に偏平性
があり左右が狭いものを偏平𦙾骨と呼んでい
て、偏平性が両者とも非常に強くて形がよく
似ている。そのことから小金井良精はアイヌ
と貝塚人は血縁的なつながりがあるに違いな
いと考えます。つまり、アイヌは現在、北海道
に暮らしていますが、内地で数多く発見され
ていく貝塚にいた人たちは実はアイヌであっ

たのだという考えを表明します。これが「アイ
ヌ説」と呼ばれます。貝塚人、今は縄文人と呼
ばれていますが、縄文時代には内地にもアイ
ヌ的な人々が広く暮らしていたというのがア
イヌ説であります。ただ、当初明治期における
これらの学説は、現代日本人がどこからやっ
てきたのかという点は一切不問に付されてお
り、先住民としてこのような人々がいたのだ、
という議論に終始し、それと現代の我々がど
のように関わりを持つのかに関してはおおよ
そ無関係という、ある時期に現代日本人の先
祖はどこか他所からやって来て先住民と取っ
て代わったといういわば、人種交代がこの列
島内で行なわれたという論争に基づいて議論
されていきました。ですから、「コロボックル
説」も「アイヌ説」も人種交代説という考えに
基づいて展開されておりました。

そのような中で清野謙次という人類学者が
大正期に大活躍をします。当時、東京帝国大学
に遅れて京都帝国大学が作られていきます。
京都帝国大学の医学部を卒業し、非常に良い
成績をもってドイツに留学し、病理学を専攻
して病理標本の生体細胞染色という、病気の
原因を調べるのは組織や臓器をスライスして
それをガラス板に張り付けて色で染め分けて
顕微鏡で覗き正常細胞か異常細胞かを見極め
るといった病理学の最も重要な生体染色法と
いう新しい技法を開発し、それも持って日本
に帰ってきて、その業績により非常に若くし
て日本学士院賞を受賞し、京都帝国大学医学
部の病理学教室の教授に収まります。功なり
名を遂げた清野謙次という人は幼い頃からや
りたかった研究というのができる環境になっ
て後は好きなことをやろうとします。その好
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きなことというのは、小学生の頃、坪井正五郎
の学説を何かの紹介記事で目にし、そのよう
な研究は面白い、と自分もやがてそのような
ことをやっていきたいと思っていたようです
が、元々家柄が医者だったので、「大学へ行く
なら医学部だ」ということで進学したわけで
すが、一応、学士院賞を受賞し、功なり名を遂
げた後は好きなことをやるぞ、と京都帝国大
学医学部病理学教室が凄まじい勢いで人骨を
コレクションし始めます。たまたま私はその
コレクションを整理することを大学 4 年生の
時と大学院修士の時に手伝わされまして、実
際に清野コレクションというものを触って、
医学部から理学部へと運びました。非常に立
派な木箱にトータル 2,000 個体もの標本が納
められていました。そのように人骨を集める
時代背景を見ますと大正時代の後半から昭和
にかけて、昭和の初めは景気がおかしくなっ
ていったようですが、大正時代に大変好景気
の時期が続き、全国至る所で開発の波が押し
寄せました。日本列島で地面を掘って海岸近
くに工場か何かを建てようとすれば必ず遺跡
にぶつかるといったように海岸地帯では貝塚
と呼ばれる遺跡が次々と出て参ります。貝塚
発見がどのような所であったのかをプロット
していけば明らかに千葉県から東京、京浜を
経由して東海地方を通り抜けて瀬戸内から北
九州へと太平洋ベルト地帯と呼ばれるその一
帯がものすごい勢いで開発が進んだようです。
清野謙次が最大のコレクションをしたのが、
実は三河の国で、現在の渥美半島の田原町に
吉胡貝塚という貝塚があります。完全に清野
研究所によって壊されてしまった貝塚ですが、
近年、公園として整備されたと聞いています。
吉胡からはトータル 300 体の人骨がごそっと

コレクションされて、京都帝国大学医学部に
持ち込まれました。また岡山県の津雲という
遺跡からまとまった人骨が出されるなど、各
地から 100 体を超す人骨を集めていく中、統
計学的な検討が可能な時代になります。自然
科学や生物学の分野であっても計測をしてデ
ータを出し、統計処理をするのがひとつの流
行で、統計処理をしていないような論文とい
うのはあまり価値がないという風潮でやたら
統計にかかるようなデータを集め、しかも、こ
の国では書くことがほとんど全てが最初の形
態学的研究ということですから出せは必ず論
文として記載されていきます。そうすると医
学部では何が起きるかといいますと、卒業し
て開業するにあたっては医学博士の肩書きを
持つか持たないかは開業した後の収入に非常
に大きく影響してきます。なので、若い医者た
ちはとにかく医学博士という肩書きを手にし
たい。それを病理学教室が提供していきます。
今日はごくごくその一部分だけを持ってきま
した。清野研究室発行の別刷りです。私が持っ
ているだけでもこれだけありますが、とても
たくさん発行されています。めったやたらと
論文が作れる。そうすると若い医学者たちが
どんどんとその教室にやって来て研究生とい
う形で参加します。人数も大変多い研究室と
いうことで非常にやっかいな手計算で、当時
は計算機などありませんが、統計処理をすす
めます。だいぶ経ってから手廻し計算機とい
うものが出てきて、私も使いましたが、利用し
た最後の世代だと思います。とにかく人海戦
術で多くの若い研究者たちが参加し、今では
考えられないような多変量解析のようなこと
をこの教室ではやっていきます。多変量で集
団間の比較をする、集団間でどれだけの距離
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があるか、これはあとからマハラノビスの距
離というグラフが出てきますが、私たちが集
団比較するのは現在でもマハラノビスを使う
か、ベンローズを使うかは別としていずれに
しても多変量解析のもとで集団間の距離を計
算して同じか、違うかという議論をしており
ます。それを先駆けて清野研究室ではやりま
した。結論的には三角形が描けました。三角形
というのはつまり、古い時代の津雲の貝塚人、
それから現代アイヌと現代日本人、厳密には
現代近畿人という言い方をしていますが、そ
の三者間にそれぞれが距離を持っていること
が計算できた、つまり、アイヌと津雲貝塚人は
別集団であり、異なっているという事を示し
ています。ものすごい膨大な計算の上でこの
結果が出てきたこの意味は何かというと大正
時代に全盛を迎えていた小金井良精の「アイ
ヌ説」が成り立たないことを近代的手法で導
いたということでした。形の類似だけで近い
か遠いか、あるいは先祖か子孫かという判断
は必ずしも成り立つとは限らない。そのよう
な意味で清野研究室が出したこの結論という
のは非常にインパクトがあり、小金井良精の

「アイヌ説」もこれによって駆逐されます。清
野謙次自身はこれを基にしながら「原日本人
説」という考えを持ちます。その考えは貝塚時
代にいた人たちは現代の我々の直接的な先祖
であるというのを初めてこの研究室で出して
いきます。なので、縄文時代の人たちが原日本
人で我々の先祖だと主張したのです。けれど
も今日と比べ、形が違ってきたのは何が原因
かということでこの清野研究室のグループは
後に京都大学に受け継がれていきますが、そ
れぞれのルートの中で異なる集団との間で混
血が介在したから現代人は違う姿かたちにな

ってきたのだという「原日本人説」という考え
方がベースでその原因としては混血というの
を重視する「混血説」と呼ばれる学説を出しま
す。ただここで不幸なことにこの先生は昭和
10 年代に京都でスキャンダルを起こしてし
まい、結果、懲戒免職の処分を受け京都帝国大
学を去ることになります。教室全体がそこで
姿を消し、これを引き継ぐ場所が京都帝国大
学にはなくなってしましました。それが復興
するのは 1963 年に理学部自然人類学講座が
作られてこの古い時代の考え方を受け継いで
いくことになります。昭和の 10 年代になりま
すと戦争一色の時代に向かっていくその中で、
私たちの理解ですと明治以来、役に立たない
学問の代表が人類学、金持ちのボンボンの道
楽仕事とずっとそう見なされていたし、私の
指導教授も私が大学院に行きたいと相談しに
行ったらその場で「君の家は金持ちか」と聞か
れ「貧乏です」と答えたら「貧乏人は辞めてお
け」と忠告しました。要は貧乏人なんてものは
人類学といった道楽仕事には向かないと堂々
と表現できた時代ですが、考えてみれば貴族
の面々だとかそのような人たちが圧倒的に考
古学や人類学の分野で活躍していました。大
山柏という考古学の研究所を作った伯爵か公
爵か貴族ですが、大山巌元帥の息子が道楽仕
事で考古学をやっていたという時代です。そ
ういう中にあって戦争中に人類学が戦争の役
に立つという認識のもと、人類学が初めて役
に立つ学問だというのが浸透していきます。
それは当時、南進論と呼ばれる中国大陸の戦
況が泥沼状態の中で、国際関係で孤立しなが
ら石油が断たれていく中で軍部は石油が出る
所を占領し、石油を手に入れる。その南進論を
展開していきます。その中で東京帝国大学理
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学部に初めて人類学講座、しかも学生定員が
付いた講座が作られます。昭和 15 年に第一期
生が入ってきているはずです。私たちが教わ
った人類学者はだいたいその東京帝国大学に
講座ができて一番多く活躍したのは二期生が
中心ですが、その人たちにいろいろ教わった
り、昔話をよく聞かされました。ちなみに京都
大学における私の指導教員は三期生で、三期
生なんですが、これから紹介する長谷部言人

（はせべことんど）に反旗を翻したために東京
大学を追放されて、回りまわって京都大学に
やって来ました。学会で言えば反主流派にな
ります。

主流派の出発点となった長谷部言人が戦後、
一冊の本を書き残しました。戦後日本の復興
のために青少年の力が必要である。青少年た
ち、特に中学生あたりに向けて焼け野原の中
でいかにこの列島の歴史が長いのか、日本人
としてのアイデンティティーというものをし
っかり踏まえてもらおうということで『日本
人の祖先』という本を書きます。ここで長谷部
言人は「原日本人説」という表現で日本人の起
源を論じました。同じように貝塚人が原日本
人で我々の先祖である、ところが、清野謙次と
違うのは混血ということは一切考慮するべき
ことではなくて、時代と共に生活様式が大幅
に変わっていけば人間の体つきも変化するだ
ろうと、特に当時の縄文時代は狩猟採集の時
代でそこに水田稲作を持った新しい文化の弥
生が入ってきた時に大きく列島での生活様式、
生業形態が変わったので、人々の姿かたちも
変化したのだと主張しました。混血が介在せ
ず変わり得るという同じ血を受け継いだ集団
がそのまま移行し、変化してきたという学説

を出しました。これは「移行説」あるいは「小進
化説」という言い方をされています。つまり、
戦争を挟んで戦後の出発点となったのはいわ
ゆる「原日本人説」で古い時代にこの列島にい
た人たちが、我々の直接の先祖であり、その原
日本人から今日の日本人が生み出されている
というその考え方にほぼ落ち着いてきました。

「移行説」なのか「混血説」なのか非常に激しい
論争が交わされました。特に、レジュメにもあ
りますが、長谷部言人の後を受けた第二代の
教授を鈴木尚という先生が務めました。非常
に骨の好きな先生で、行く先々で骨を見つけ
ては研究を発表しました。その鈴木尚教授の
教え子たちが一世代前の日本の人類学の中心
を占めていました。ちなみに人間学研究セン
ター客員研究員の江原昭善先生も鈴木尚先生
の教え子になります。この鈴木尚教授が非常
に説得力のある「移行説」を展開します。
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3. ＜移行説＞対＜混血説＞
鈴木先生の「移行説」は徳川将軍家のお墓を

調べる機会によって展開されます。これは東
京オリンピックに向けて昭和 30 年代の東京
大改造が行なわれる中で、芝の僧上寺が墓地
を整理しました。その際、将軍様たちのお墓を
一旦開けて、お骨を本堂に運び、鈴木先生たち
がそれらを調べました。それをレジュメで示
してあります。歴代前半の将軍の骨は残って
いません。家康は言い伝えられるところ、遺言
で自分の死骸は燃やして灰にして江戸の守り
である東照宮を作り、灰になっても江戸を守
るというようなものであったそうです。なの
で、家康のお骨は残っていませんし、秀忠は増
上寺に葬られているはずですが、三代家光は
おじいさんのために日光に東照宮を建てて位
牌を運び、その東照宮のすぐ脇に輪王寺とい
う小さなお寺を建ててそこにひとり眠ってい
ます。4 － 5 代あたりから増上寺が将軍家墓
所になっていったようです。以後の将軍家を
並べてみますと歴然とした頭骨の変化が見て
取れます。非常に華奢な骨へとどんどん変化
していきます。14 代家茂までくると現代人
以上の華奢な造りになっており、実は家茂の
正室になった皇女和宮とはお墓でも仲良く並
んで葬られていますし、晩年の家茂と和宮は
非常に仲が良かったとも伝えられていますが、
このふたりは顔立ちがそっくりと言っていい
ぐらいに似ており、華奢なタイプであったよ
うです。鈴木先生はそれを「超現代的変化」と
表現しました。つまり、現代になって噛む力が
弱くなっていくとだんだん華奢な骨になって
いきます。ただ、当時昭和 30 年代の日本はそ
んなに繊細で華奢な子どもたちばかりいたわ

けではありませんが、鈴木先生の予見は今日
正に的中していて、現代の若者たちはどんど
んどんどん顎が細く、下に尖った細長い華奢
な顔立ちになってきています。いずれにして
もこの鈴木先生の考えは非常に説得力があっ
て、混血がなくても時代的に移行して変化が
起きるのだというものでした。これに対して
の反論は非常に難しかったことを私も人類学
会に参加しはじめた頃がこの論争の最盛期と
いいますか、学会のたびに大変激しい論争が
展開されていたのを記憶しています。反主流
派の立場から「混血説」を展開したのが金関丈
夫先生です。清野研究室からの別刷りの中に
清野謙次と金関丈夫の共著論文があります。
金関先生というのは、京都帝国大学医学部の
解剖学教室に足立文太郎という人類学者がい
て、その足立文太郎のお弟子さんです。ただ、
隣の病理教室が骨の研究をやっているもので
すから、そこに加わって一緒に貝塚や人骨研
究をやっていました。たまたま京都学派の人
たちは職場を求めて戦前は海外へ広く進出し、
具体的には韓国にあった京城帝国大学と台湾
にあった台北帝国大学を拠点として海外で活
躍していきます。金関先生は台北帝国大学の
医学部解剖の教授として台湾の大学の発展の
ためにご尽力されました。昭和 20 年 8 月 15
日をもって帰国する予定でしたが、教え子た
ちに引き止められて、今、帰国されては自分た
ちは困ってしまうので、自分たちで大学運営
ができるまでは残って指導してほしいと頼ま
れて昭和 25 年まで台湾に留まって、台北大学
をきちんとした形にしてからバトンタッチを
し、昭和 26 年から九州大学に招かれて医学部
解剖の教授になります。その九州大学に西日
本で見つかったひとつの人骨が持ち込まれ、
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その遺跡を発掘しはじめます。昭和 28 年から
今日まで 17 － 8 次かの発掘調査がずっと続
いています。山口県下にある土井ヶ浜という
遺跡です。現在では見事なミュージアム、土井
ヶ浜人類学ミュージアムが建設され、非常に
興味深いものが展示されております。現在の
館長である松下孝幸氏は金関先生の孫弟子に
なります。土井ヶ浜から出てきた弥生時代の
人々と、縄文時代の原日本人とは明らかに異
なるというのが明らかとなり、写真でいうと
上が縄文時代の岡山県の津雲貝塚から出てき
た人骨で下が山口県の弥生時代の土井ヶ浜か
ら出てきたものです。数値表も合わせて載せ
てあります。ここで注目していただきたいの
は上顔高という顔の高さを示す数値と身長に
大きな違いが出てまいります。結論として、金
関先生はこの人たちは縄文時代由来の人たち
ではなくて、どこかからやって来た渡来系の
集団であると結論づけます。それらは現在で
は整備されて、弥生時代にやって来た渡来系
弥生人と縄文以来原日本人としてそのままず
っと子孫を残し続けた縄文由来の縄文系弥生
人という弥生時代の弥生人といっても二種類
のタイプの弥生人が存在するということが正
確に確かめられるようになりました。そのよ
うな中で骨の形態に基づいて議論をしていて
も、最終的な決着がなかなか付きません。これ
はサルの分類研究でも同じようなことが起き
ていますが、結局決め手となってくるのは
DNA レベルでの比較研究になってきます。
そのような研究へとやがてシフトしていきま
す。頭骨研究では決着がつかないながらも「移
行説」が私の経験上からも圧倒的に優勢でし
た。たまたま私も江原先生と共に調べたこの
あたりの中世の人骨が非常に鈴木先生の学説

にぴったりと当てはまるという論文を 1972
年に発表しています。
「移行説」は強力な学説として優勢のうちに

推移していきます。空気が変わるのが 1970 年
代半ば以降に鈴木先生が定年退官された後、
第 3 代教授になられた埴原和郎先生という方
が後を引き継ぎます。この埴原先生が一生懸
命研究していらっしゃったのが実は頭骨とい
うよりも歯の研究でして、歯を計測して多変
量解析によって、当時東大では大型計算機が
用意されていて、自分ではプログラムを作れ
ませんから工学部の専門家たちに精密なプロ
グラムを作ってもらって 1 万人を超す膨大な
データを元に 48 時間起動させ続けて結果を
出したそうです。現在では小型のコンピュー
ターでもそれぐらいの機能は充分に持つ時代
になってきていますが、いずれにしても人類
学の論文としては初めて大型計算機を使った
データを用いた論文として高く評価された方
です。埴原先生の結論は、そのように距離を測
ってみると縄文のいろいろな集団があり、そ
の広がりの中にアイヌがすっぽりを入ってし
まう、アイヌと縄文集団は全くオーバーラッ
プして重なっているということが出てまいり
ました。「アイヌ説」が突如として復活しまし
た。それらをもとに考えを組み換えていきま
すと結局は、縄文人から現代人、現代アイヌ、
あるいは現代日本人に向かっていく特に現代
日本人に向かう途中には多くの渡来集団が関
わってきた。土井ヶ浜は正に渡来集団であり、
最近の土井ヶ浜人類学ミュージアムの松下氏
の研究によりますと中国から直接渡ってきて
おり、しかも、中国の山東半島を由来とする集
団がかなりまとまった人数でこの列島にやっ
てきたという仮説を立てています。そのよう
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に渡来集団が次から次へとやって来て、特に
この集団は古墳時代に入っても延々と続いて
いく、5 世紀ほどから 7 世紀中盤に百済が滅
亡する中で、大挙して百済の民がこの列島に
やって来たという歴史的事実もあります。大
量の渡来集団がやって来たのと土着の間には
必然的に混血が、血の交わりが進み、現代日本
人が形成されていったのだという学説を「ア
イヌ説」といった古びた言い方を埴原先生は
避けて「二重構造モデル」という言い方でご自
身の考えを発表しています。埴原先生の推計
によりますと、紀元前 300 年から紀元 700 年
の 1,000 年の間に弥生時代と古墳時代と合わ
せた時代に 300 万人を超す渡来人がやって来
たという主張です。非常に大量の人たちが朝
鮮半島や中国大陸からやって来てそれらが現
代日本人を原日本人との間に混血しながら残
していったという考えに現在は落ち着いてき
ました。その決定打となったのが DNA 研究
でした。図では埴原先生のマハラノビス距離
で集団間比較をするとこのようになると示し
ておきました。

4．埴原和郎教授から尾本恵一教授・宝来聡
助手へ分子人類学の登場

人類学において最初に DNA を調べた研究
者は当時、若手の人類学者であった宝来聡と
いう私の後輩にあたる男ですが、ヨーロッパ
に留学をしてミトコンドリア DNA の塩基配
列の決定という手の込んだ仕事をこなしなが
ら、日本人集団の変異を調べました。ミトコン
ドリアは 2 万少々の 20 キロベースの塩基配
列ありますが、そのうちのわずか 200 を決定
し 200 ベースに基づいて、108 人の日本人集
団の母系ルーツが複数存在することを見つけ
ました。つまり、ミトコンドリアというのは
我々の細胞の中にあり、母親から全て与えら
れます。母親は母方の祖母からもらっていま
す。代々すべて母系を伝わって遺伝している
のがミトコンドリア DNA であってその変異
をうまく採取していけば母方のルーツが辿れ
ます。つまり、母方のルーツから現代日本人を
遡ってみると複数存在するということがルー
ツがひとつではないということを示していま
す。宝来聡やそのグループはとりあえず、縄文
系の原日本人と渡来系の集団が、女性も含め
て渡来して来ているので、現代人もミトコン
ドリアから遡ればルーツの一つに渡来系の新
しい集団の女性に辿り着く。これらは結果的
に、混血というのが現実に行なわれてきたと
いうことを DNA レベルで指し示したという
ことになります。以来、1980 年代を通じて考
古学でも他の分野の研究においても驚くのは
ウィルスを専門に研究していた日沼頼夫先生
まで日本人起源論に参加してきて日沼グルー
プも一生懸命に ATL という病気の原因であ
る HTLV とうウィルスを調べて、それを保持
しているキャリア集団とノンキャリア集団が
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日本列島で非常に明確に分かれている。日沼
先生たちは HTLV という ATL を引き起こ
すウィルスを持っている集団が原日本人集団
で、新たにやってきた集団はウィルスフリー
でそういったウィルスを持たない集団である、
それが現代日本人の中心軸を作っている。具
体的に北九州から瀬戸内、畿内、東海、京浜に
かけてこのライン一帯にはこのウィルスは存
在しない。ただ、今年になって実は名古屋でも
このウィルスが増えてきたという警告が新聞
に登場しました。いわゆる性感染症です。水平
感染をして広がっていきますから、キャリア
の人がウィルスを持っていれば性関係を持っ
た相手にも感染していきます。ただ、エイズほ
ど怖がられていないのは発症率が非常に低い
ということも分かっておりまして、キャリア
になったからといって白血病になるわけでは
ない。けれども、発症率がゼロではない限り多
少の人は発症して、ただし、発症する年齢が
55 歳を過ぎたフルアダルトといいますか、大
人になってから発症するので、病気を見つけ
たのは日本人ですが、成人 T 細胞白血病とい
う名前が付けられたという経緯があります。
日本列島に広く分布していますが、この研究
から日沼グループも日本列島人の起源という
ものに加わりながら縄文系と渡来系との間に
非常に大きな違いがあったのだということを
議論していきました。そのような中で学説が
分子人類学 DNA 研究によって決着が付き、
考古学の業績と照合して検討してみますとこ
の列島にはいろんな時代にいろんなルートか
ら人々が入ってきた。やがて陸続きがなくな
った今から 1 万 4 － 5 千年前からこの列島に
住んでいた人たちは交流が以前よりは減って
縄文人、縄文文化と呼ばれる独自の文化を築

きながら 1 万年以上に亘る縄文時代を過ごし
ていった、これが原日本人であり、我々のルー
ツのひとつであるということは間違いのない
事実であるということになりました。これと
並んでルーツのひとつとしてマンモスを追い
かけて暮らしていた人たちの存在が知られる
ようになりました。人類学上、「マンモスハン
ター」という言い方をしておりますが、マンモ
スを追いかけながら、マンモスは気候に敏感
で、草がなくなれば移動していきますから、ど
うやら今から 2 － 3 万年前ごろにはシベリア
で暮らしていたマンモスたちがサハリン樺太
に渡り、北海道までやって来ている証拠があ
ります。これはマンモスの化石がそう多くは
ありませんが北海道でも断片的にマンモスだ
と断定できるものが見つかっています。本州
からは 1 つの化石も見つかっていません。マ
ンモスは本州には来なかった。これが現在の
古生物学の定説です。なぜ来れなかったのか
というと津軽海峡に水があったからと説明さ
れています。マンモスはちょっとの水であっ
ても狭い海峡が渡れなかった。ところが、追い
かけてきた人間は海峡を飛び越して本州に進
出しました。その証拠が見事に石器の分布で
裏付けすることができます。レジュメには考
古学の専門用語が並んでいますが、どうやら
これらがやって来たそもそものルートに従っ
てこの列島内には最初から異なる文化を持ち、
恐らく異なる由来を持った人々が北から南か
ら朝鮮半島からやって来て、やがて縄文人と
なった。我々は縄文時代においてすでに東の
文化と西の文化の基本が分かれていたのでは
ないかというように考えています。なので、日
本人の多様性というものの第一歩にはこのよ
うな進入ルートがいくつか考えられ、それら
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が代々暮らしてきたエリアの中で伝統を受け
継いでいった人たちが縄文文化とひとことで
言ってもそれなりの地方特性や地域差を保ち
ながら続いてきたということが挙げられます。
少なく見積もっても縄文時代には 3 つのルー
ト、3 つの文化が列島内に受け継がれていた
と考えられます。

5．新人類（ Homo sapiens ）の拡散
このような状況下にあって華々しい最近の

議論は、Y 染色体です。ミトコンドリアは母
系しか辿れません。ところが、Y 染色体を調
べると父系のルーツを辿ることができます。
これは 2000 年を超したあたりから Y 染色体
を軒並み調べて父系のルーツを辿り、非常の
分かりやすい形で紹介しているのが崎谷満で
す。この方は先程紹介しました日沼頼夫のお
弟子さんです。彼は医者になるのを辞めてこ
のような研究をし、『DNA でたどる日本人 10

万年の旅』や『新日本人の起源』などを著して
います。これによると結局のところ、アフリカ
から出てきた新人類はいろんなルートを辿り
ながらも今日の全世界に広がっていった図式
がミトコンドリア DNA および Y 染色体の
DNA で裏付けることができるようになりま
した。レジュメの図 1 － 1 の Y 染色体の亜型
分化というのが非常にもてはやされている考
え方で、これは現代人を A、B、C…と順番で
亜型体系に分けていきます。A や B という
のはアフリカにしかいません。アフリカにそ
のまま留まった新人類たちがそのようなタイ
プをずっと後世に伝えながら、この中では細
かな分化が起こっていますが A、B そのもの
と見なされるような亜型はアフリカ以外では
発見されていません。アフリカの外に出た集
団の中に C、D、E…と R までタイプ分けが
されており、多くはその C というこれが一番
古い時代に世界に広がった集団ではなかろう
かと言われています。確定的なことは示され
てはいませんが、アジアにやってきた最初の
集団は、オーストラリア・アボリジニーの祖
先であったと考えられています。どうやらオ
ーストラリアという島大陸に 6 万年前ぐらい
には人々がやってきてオーストラリアで生活
を続けて現在のアボリジニーになった。その
他のグループは東南アジア一帯の小さい島々
に散らばりながら、人類学ではよくネグリー
トという言い方をしますが、新しいアジア系
とは違うような古い生活様式を持ちながら生
き延びてきたような人々がいます。これが一
番最初の拡散であり、以後、そのような人たち
が塩基配列の変異を起こしながらアジア一帯
に散らばっていきます。それの一部がこの図
になります。
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現代の我々新人類というものは 10 万年以
上前には遡らず、10 万年よりも新しい時代
にアフリカから出てきたグループが現代人の
アフリカ以外で暮す新人類の共通祖先となっ
ている。これを言い換えると非常にルーツが
新しいということで、遺伝学的に言うと「人類
みな兄弟」ということが遺伝的に成り立つ考
え方であり、分化してからそんなに時間が経
っておらず、ただ、人類は 70 億に達しようと
する程に人口が増えてますから、非常に細か
な部分まで立ち入った研究ができるようにな
って、その中でどの程度の多様性があるのか、
均質性が強いのかそのようなことがいろいろ
議論されています。13 億人を数えるといわ
れる漢民族そのものが 13 億いるのかどうな
のかは分かりませんが、少なくとも 10 億に達
するだろう漢民族の人たちというのは意外と
DNA レベルでの変異性はそれほど強くあり
ません。つまり、割と均質な集団として古代文
明を築きながら今日まで栄えてきました。比
較的まとまりがあるのが漢民族ではないだろ
うかといったことも伺えます。いずれにして
もそういった古くからいろいろな地域に散ら
ばっていったアジア系の人たちは、日本列島
に吹き溜まりのように入り込んできて、この
日本列島の先住民たちは温かく迎え入れて共
存していくという生き方を選択してきました。
その結果としてこの列島には今日、非常に多
くの遺伝的な変異が他のアジア地域では見ら
れないようなものも現在、認めることができ
ます。そのような意味で現代日本人の間には
多様な遺伝的多様性というものが持ち込まれ
ています。このことはこれから先の人類がど
うなっていくかということを考える上でも重
要なのではないかと私は考えています。

6．まとめ
最終的な結論をまとめます。新人類はアフ

リカから出て広がったということです。次に
日本列島の進入経路としては少なくとも 3 つ
のルートが今日はっきりとしており、マンモ
スハンターがやってきた北方ルート、南方か
らはどうやら黒潮と丸木船を使ってやってき
た人々でこれは鹿児島県に上野原遺跡という
9 千年以上前からの遺跡が発見されています。
それが非常に南方色の強い貝殻の文様をつけ
た土器や丸木船を作るための丸ノミ石斧とい
うものも出土されています。やがて定住する
ようになった黒潮の民が丸ノミ石斧を作るの
と同じ作り方によって、石斧や磨製石斧を作
り上げて森の開墾をしていきます。丸ノミ石
斧の分布を辿っていけば丸木船で黒潮に乗っ
てやってきた人たちの後を辿れます。ボルネ
オで発見されているし、それからフィリピン
や台湾、沖縄、南九州、高知、和歌山、静岡、太平
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洋岸に沿って丸ノミ石斧が分布していますか
ら、間違いなく黒潮の民が黒潮に乗りながら
南からやってきて日本列島にかなり広がった
と思います。一部の文化人類学者や民俗学者
は海女、海に潜って生計を立ててきた人々を
日本では海女と呼んでいますが、男性が潜る
場合と女性が潜る場合とでは字を変えていま
すが、日本各地にはアマという地名が数多く
残っています。もしかするとそれは、黒潮ルー
トに乗ってきた集団の人たちが拠点としてい
た場所かもしれません。一番分かっていない
のが朝鮮半島ルートです。最近の研究では現
代日本人に含まれている一番基本的な DNA 
はこの朝鮮半島ルートが一番多いということ
が示唆されています。ただそれがいつの時代
のどのような形でやってきたのか、沿海州沿
い、例えば、黒竜江沿いにやってきた集団がか
なり大量に朝鮮半島経由でこの列島に入り込
んでいる形跡もあります。その人たちが縄文
時代を通じて独自の文化を作りながらこの列
島で原日本人として我々の祖先となった。そ
の縄文時代の中に新たに渡来系の人たちがや
って来ます。これは 100 パーセント中国の古
代史が大きく影響していると思います。具体
的に言いますと、秦の始皇帝による統一の中
で逃げ出して行った人たちです。始皇帝は占
領していった土地の人たちを皆殺しにしたと
伝えられていますから、命からがらとにかく
逃げたのでしょう。山東半島あたりの最後ま
で抵抗していた斉の国の人々は占領される前
に日本列島へ逃げ出してきたとも考えられま
す。そのような渡来系の集団がやって来て、そ
こには従来なかった新しい水田稲作という新
しい文化を持ち込みながら時代が縄文から弥
生へと移っていきます。そのような渡来人と

原日本人との間に混血が生じたことはほぼ証
明されてきたと言ってもいいと思います。弥
生時代から古墳時代を通して渡来集団は継続
してやって来ます。その原日本人との混血の
度合いによって、例えば東北に住んでいた蝦
夷は大和に服従しないで、そのまま東北から
北海道へと避難していった。その人たちが現
代アイヌになっていったのだとみなす考えが
有力になっています。つまり、アイヌ集団は大
和との混血を嫌って安住の地とした北海道を
棲家としたわけです。そうすると縄文系の特
徴というのがアイヌ集団には非常に強く残っ
ているということにもなります。ちなみに縄
文系と呼ばれる特徴はやや背が低くて丸顔、
顔の彫りが深く、体毛が濃いと言われていま
す。一方、弥生系というのは面長で、すらっと
したようなタイプで、そのような人たちが新
たにやって来た人であり、当然、古代大和を中
心に王朝を築いた集団というのはそういう人
たちが中心になります。人類学において現代
近畿地方の人々と朝鮮半島の人たちをいろい
ろな観点で比較していますが、近畿地方に住
む人たちと朝鮮半島の人たちとの間にはほと
んど有意差と呼ばれるようなものは出てきま
せん。遺伝的に見れば、ほぼ同じような集団と
いっても人類学的には全く成り立つと考えら
れています。

今日の日本人の地方差、地域差というもの
に混血の傾斜、度合いが関わっているのでは
ないかと言われています。グローバルに言う
と袋小路であった日本列島にはユーラシア大
陸からいろいろな人たちが拡散しては、ここ
が行き止まりですから、これ以上先には進め
なかった人たちをどうやら原日本人を含めて
日本列島の人たちは排除せずそのまま受け入
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れて共存してきました。日本列島人は異人を
受け入れ、定着していった歴史の結果として
現代日本人が存在しているということになり
ます。そこでわたしたちが考えるこれからの
課題は、少子化を受けて日本人集団の人口は
今後、激減することが予測されます。それにど
う対処していくか。もうすでに一部では始ま
っていますが、大挙して外の人の力を借りる、
異人たちにこれからもどんどん来てもらう。
その上でそれをどのように受容し、どのよう
に共存していくかということが経済の側面か
らみても 21 世紀には必要ではないかと考え
ています。私自身、これが 21 世紀の課題であ
り、我々自身が混血によって形成されている
以上、これから先、混血を偏見を持って見たり、
排除したりすることはいささか理に合わない
のではないかと思います。21 世紀、日本をど
うするか。平成 21 年度第 4 回人間講座におい
て宇土泰寛先生がおっしゃっていた混血は

「ハーフ」ではなくて「ダブル」であるという、
ハーフは半分という意味ですが、国籍の違う
両親ふたりから受け継いでいるのだから 2 つ

のダブルの多様性を持っているのが混血であ
り、そのことの意味をもっと強く意識しなが
ら、今後の日本をどうしていくかを議論でき、
多くの人たちが自分自身の成り立ちやルーツ
を考えた上で 21 世紀に新しい人たちをこの
列島に迎え入れていく必要性を感じて本日の
話題提起としたいと思います。

本日はありがとうございました。

竹田課長：渡邉先生、ありがとうございました。
最後に椙山人間学研究センター長の椙山孝金
よりご挨拶申し上げます。

椙山センター長：本日はお足元の悪い中、大
勢の方にご参加いただきまして誠にありがと
うございました。本日のテーマは我々のルー
ツということで、私自身も学ぶべきところが
多く、大変勉強になりました。本年度も人間講
座と椙山フォーラムの開催を予定しておりま
すので今後とも何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
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１．生物多様性とは
2010 年 10 月に COP10（生物多様性条約第

10 回締約国会議）が名古屋で開催されるのを
期に、「生物多様性」という語がにわかに注目
されるようになった。しかしこの語の意味す
るところは、わかりにくいと言われることも
多い。そこで本稿では、筆者がこれまで研究対
象としてきたアフリカの熱帯林に生息する大
型類人猿の生態を素材に、この語の意味する
ところと実際に生物多様性の保全を進める上
での問題点を考えてみたい。

そもそも生物多様性とは、「Biodiversity」の
訳語である。この「Biodiversity」という語は、
生物を意味する「Bio」と多様性を意味する

「Diversity」を合わせた造語であり、E.O. 
Wilson と F.M. Peter が編集し 1988 年に出
版した「Biodiversity」という本のタイトルに
使われたのが最初である。ただその意味する
ところは、研究者によってまちまちであると
も言われている。ちなみに後述する生物多様
性条約では、「すべての生物の間の変異性をい
うものとし、種内の多様性、種間の多様性及び
生態系の多様性を含む」と定義されている。こ
の後を一言で説明しようとすれば、「生命の豊
かさ」とでも言えるだろう。

生物多様性条約は、1992 年 6 月にリオデ
ジャネイロで開催された国連環境開発会議

（いわゆる地球サミット）で採択された条約で
ある。正式名称は「生物の多様性に関する条
約」と言い、1993 年 12 月に発効した。2009
年 12 月の段階で、192 カ国と EU が署名し
ており、日本も 1992 年に署名している。この
条約では、生物の多様性を「生態系」、「種」、そ
して「遺伝子」の三つのレベルでとらえている。
そして、「生物多様性の保全」、「構成要素の持
続可能な利用」、「遺伝資源の利用から生ずる
利益の公正な配分」をこの条約の目的として
いる。すなわち、単に生物多様性を保全するだ
けでなく、それを利用し、そこから生み出され
る利益についても考えるというのが、この条
約の目的であるということは、注意しておく
べきことであろう。

しかしそもそもなぜ「生物多様性」が重要な
のであろうか？それは自然界に存在する生物
は他の生物と密接に関わりながら生存し、た
とえ 1 種の絶滅でも、その影響はいろいろな
生物に及ぶ可能性があるからである。例えば
アフリカや南米の熱帯林には、アオギリ科コ
ーラ属の植物が生育している。多くの種類は
低木で、そんなに珍しい植物ではない。ちなみ
に南米産のコーラの果実は、同じ名前の清涼
飲料水の原料になることが知られている。ア
フリカ産のコーラの中には、堅い果皮で覆わ
れた果実をつける種がある（写真 1）。そして

アフリカ熱帯林における生物多様性
ー類人猿の生態から考えるー
Problems of conservation for biodiversity  in the African tropical rain forests 

ーFrom the view points of ecology of Great Apes.

椙山女学園大学人間関係学部教授
五百部　裕

 Hiroshi Ihobe
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体が大きく力の強いゴリラは、この果実の堅
い果皮を壊して、中の果肉と種子を一緒に食
べる（写真 2）。一方同じ果実食者でも、ゴリラ
以外の霊長類や鳥類は、果皮が堅くて壊すこ
とができず、この果実を食べることができな
い。またゴリラよりもはるかに体が大きく力
の強いゾウは、堅い果皮を壊すことができ、中
の果肉を食べることができる。しかしゾウは、
ゴリラと違い果肉を食べるときに種子を噛み
砕いて壊してしまう。そのため、ゴリラのみが
このコーラの種子を壊さずに飲み込むことが
できるのだ。その結果、このコーラの種子は、
ゴリラのみによって散布されることになる。
すなわち、壊されずに飲み込まれたコーラの

種子がゴリラの糞と一緒に排泄され、それが
発芽し、新たなコーラの個体を作るのだ（写真
3）。

こうした関係は、例えばゴリラと同じ大型
類人猿のピグミーチンパンジー（ボノボ）と彼
らが食べるキョウチクトウ科のつる植物の果
実でも見られる（写真 4、現地名でバトフェと
呼ばれる果実）。またアフリカの熱帯林では、
体の大きなゾウのみが食べることができる大
型の果実をつける植物も知られている。この
ように、自分自身では移動することのできな
い植物は、動物の力を利用して自らの分布域
を広げているのだ。そしてそのとき、ある特別
な動物のみとこの関係を築いている植物も多
い。この場合、もし当該の動物が絶滅してしま
えば、植物は分布域を広げることができず、つ

写真1．コーラの果実（撮影：竹ノ下祐二）

写真2．コーラの果実を食べるゴリラ（撮影：竹ノ下祐二）

写真3．ゴリラの糞から芽を出したコーラ
（撮影：竹ノ下祐二）

写真4．キョウチクトウ科のつる植物の果実
（現地名：バトフェ）
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いにはこの植物もまた絶滅してしまうだろう。
逆になんらかの理由でこの植物が絶滅してし
まえば、動物にとって重要な食物が失われ、結
果、この動物の生息数にも大きな影響を与え
る可能性がある。このように、自然界では様々
な生物が他の様々な生物と密接な関係を持っ
ているのだ。そしてある生物の絶滅が、他の生
物の絶滅の引き金を引くことになる場合も多
い。

２．熱帯林の生物多様性
そしてこうした複雑な関係が多く見られる

のが熱帯林という場所である。そもそも熱帯
林は、「種の宝庫」であると言われる。熱帯林は
陸地全体の面積の 7％程度を占めているに過
ぎないが、そこに生息する生物種は、全生物種
の 50％以上を占めているという推測もある。
また、ペルーの熱帯林に生えているある 1 本
の木に生息するアリが 26 属 43 種にもなり、
これはイギリス全土に生息するアリの種類

（約 40 種）に匹敵するという報告もある。この
ように熱帯林は、多様な生物が生存する場所
なのである。そのため熱帯林は、他の植生に比
べ、生物多様性が格段に高いと考えられてい
る。

一方でこの熱帯林が、今、危機に瀕している。
生態系の保全を考える上で重要と言われる、
ホットスポットと呼ばれる地域がある。これ
は「生物の多様性に富み、固有種の割合が高く、
生息地の破壊や絶滅の危機が迫っている地
域」とされる。そしてこのホットスポットの多
くが熱帯林なのだ。私たち人間の様々な生産
活動によって、生物多様性の豊かな熱帯林が
危機に瀕しているのが現状である。そしてこ
の熱帯林で、生態学的にも、また保全を考える

上でも重要な位置を占めているのが霊長類の
仲間である。

では、なぜ霊長類が重要なのか。それはまず、
彼らが占める生態学的な位置による。多くの
霊長類は、彼らが生息する生態系の中でも比
較的大きな体を持つ種が多い。また、昆虫食や
肉食をするものも多く、生態ピラミッドの上
位を占めていることも多い。そのため、その生
態系の中で、生態学的に重要な位置を占める
ことになる。

一方、生態系保全を考える上で重要だと考
えられている概念が二つある。その一つが、

「象徴種（Flagship species）」である。これは
「大型動物や希少種」が該当し、「環境保護を訴
えやすい」種と言われている。そしてもう一つ
が「アンブレラ種（Umbrella species）」という
ものである。こちらは、「食物連鎖の頂点に立
つような種」で、「生存には豊かな生態系が必
要」とされ、「この種の保護が、生態系全体の保
護につながる」と考えられる種のことである。
そしてこの二つの考え方に正に合致するのが、
霊長類なのである。そこで、熱帯林における生
物多様性の保全を考える上では、霊長類の保
護が重要な役割を果たすと考えられている。
そして霊長類の中でも、体が大きくて目立ち、
また系統的に人間に近いということで注目さ
れるのが、大型類人猿と呼ばれるグループで
ある。

３．類人猿とは
類人猿とは、ヒト上科に属する霊長類の仲

間のことである。以前は、ヒト上科の中のヒト
科を除くグループを類人猿と呼ぶことが多か
ったが、最近の分類では、チンパンジーやピグ
ミーチンパンジー、さらにはゴリラもヒト科
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に入れることもあるので、このように定義づ
けられなくなってきた。いずれにせよ、系統的
にわれわれ人間に最も近縁な霊長類の仲間で
ある。現在、地球上に生息する類人猿の仲間は、
アジアに生息するテナガザル、同じくアジア
に生息するオランウータン、そしてアフリカ
に生息するゴリラ、チンパンジー、ピグミーチ
ンパンジーである（図 1）。ちなみに、ニホンザ
ル、チンパンジー、人間の 3 種の関係を見ると、
意外に思われるかも知れないが、チンパンジ
ーと人間の関係の方が、チンパンジーとニホ
ンザルの関係よりも近いということが明らか
になっている。一見、裸で言葉もしゃべれない
ニホンザルとチンパンジーの方が近い関係に
あると考えがちだが、それは誤った考え方な
のである。

このうちピグミーチンパンジーは、発見さ
れた（ヨーロッパに紹介された）のが最も遅く、

「最後の類人猿」と呼ばれることもある類人猿
である。コンゴ民主共和国（旧ザイール共和
国）のみに生息し、そこに広がる熱帯林を主な
生息地としている。チンパンジーと比べて、生
まれたときから顔が黒い、耳が小さい、前後肢
の長さがほぼ等しいといった形態的な特徴を
持っている（写真 5、チンパンジーのこどもは

生まれたときの顔色は肌色であることが多く、
また後肢に比べ前肢が長いという特徴を持
つ）。

形態だけでなく、社会・生態学的特徴にも
チンパンジーとの間に違いが見られることが
知られている。例えば、性的行動が個体間の緊
張を緩和する際などに使われる、雌同士が性
皮をこすり合わせる「性器こすり行動」や雄同
士が四足立ちで尻をつける「尻つけ行動」とい
ったこの種に独特の行動が見られる、ときに
おとな雌がおとな雄よりも優位に振舞うなど
といった点である。

このように、ピグミーチンパンジーとチン
パンジーは系統的に近縁な関係であるにも関
わらず、いろいろな相違点が存在することが
知られている。

４．ピグミーチンパンジーの生息状況の変化
このようなピグミーチンパンジーの特徴が

明らかになったのは、日本人研究者を中心に
して行われてきたワンバ村での調査によって
得られた成果によるものが大きい（図 2）。京
都大学名誉教授である加納隆至氏によって
1973 年に開始されたワンバ村でのピグミー
チンパンジーの社会・生態学的調査は、後述
するように何回かの中断をはさみながら、今

図1．類人猿の系統図
下に示した数値は、遺伝学的解析に基づく、それぞれ
の分岐年代。

写真5．ピグミーチンパンジーの赤ん坊
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日まで続いてきた。筆者も 1986 年に初めて訪
れて以来、4 回にわたり現地調査を行ってき
た。

そして 1970 年代の加納氏による広域調査
では、ピグミーチンパンジーは分布域全体で
数万頭が生息していると推定された。また
1990 年代当初には、ワンバ村周辺に 7 群、約
300 頭のピグミーチンパンジーが生息してい
ると推定されていた。

しかし、ピグミーチンパンジーが唯一生息
するコンゴ民主共和国（当時はザイール共和
国）は、1990 年代に入ってから度重なる政情
不安を迎えることになった。そのためワンバ
村での調査も中断を余儀なくされることにな
る。まず 1991 年に首都のキンシャサで給料の
遅配等に怒った兵士の暴動をきっかけに大規
模な騒乱が発生し、ワンバでの調査は中断さ
れた。その後 1994 年になって政情が落ち着き、
一度は調査を再開することができた。しかし
1996 年には国の東部で起こった騒乱をきっ
かけに内戦が勃発し、その後この内戦は周辺
の国々も巻き込んだ大規模な紛争に発展した。
そのためワンバでの調査は再び中断せざるを
得なくなった。こうした政情不安は、ピグミー
チンパンジーの生息状況にも大きな影響を与

えることになる。内戦勃発から 6 年、2002 年
になってやっと政情も少しずつ落ち着きを取
り戻すようになり、ワンバでの調査も再開さ
れた。

ところが再開後の調査で驚くべき事実が明
らかになった。それは、二度にわたる調査の中
断によって、ワンバ村周辺に生息するピグミ
ーチンパンジーの生息数が約 100 頭と、1990
年代初頭の約 300 頭から、約三分の一にまで
減少してしまったということである。またワ
ンバ村周辺に生息するピグミーチンパンジー
の群れも、7 群から 4 群に減ってしまった。
なぜ急激に生息数や群れ数が減少したのか？
その最大の理由は密猟であると考えられてい
る。研究者が不在中に人馴れしたピグミーチ
ンパンジーを、多分食用のために殺したと考
えられている。このように、コンゴ（ザイール）
の政情不安は、ピグミーチンパンジーの生存
に大きな影響を与えたのである。そして比較
的保全活動の進んでいるワンバ村でさえこう
した状況であったので、他の地域では、より深
刻な事態が生じている可能性が考えられた。

５．2004 年の広域調査
こうした状況を踏まえ、筆者は、2004 年に、

ワンバ村を中心により広い地域のピグミーチ
ンパンジーをはじめとする動物の生息状況を
調査するために広域調査を行った。筆者がこ
のときワンバ村を訪れたのは 1990 年以来、実
に 14 年ぶりのことであった。1991 年の騒乱
によってワンバ村での調査が出来なくなった
ことをきっかけに、筆者はタンザニアでのチ
ンパンジーとそこに同所的に生息する霊長類
の調査を 1990 年代は行っていたからである。
ずいぶんと久しぶりに訪れるということで、

図2．ワンバの位置
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このときは期待と不安の入り混じった気持ち
でワンバ村を訪れたのだが、以前からの知り
合いの人々の多くはいまだ健在で、いささか
拍子抜けするほど変わらないワンバ村の姿が
そこにはあった。ただこれがよいことなのか、
悪いことなのか、少し複雑な気持ちになった
が。

そもそもこの調査は「Congo Basin Forest 
Partnership（コンゴ盆地森林協力）」と呼ばれ
る、コンゴ盆地での自然保護活動やそこに住
む人々の生活改善を目的とした先進国が出資
する国際的な協力活動の一環として行われた。
この活動では、コンゴ盆地内にこの活動を推
進する「Land scape」と呼ばれる優先地域を
11 ヶ所設定したが、ワンバ村を含む地域が

「Maringa/Lomako-Wambai Land scape」と
いう名称でその一つに選ばれた。そこで、ピグ
ミーチンパンジーを象徴種、あるいはアンブ
レラ種として、この地域の生物多様性の現状
を把握することになったのである。とくに 10
年以上にわたった政情不安が、この地域の生
態系にどのような影響を与えたのかを解明す
ることが、筆者の調査の大きな目的となった。

この調査では、ワンバ村周辺の村々をオー
トバイを利用して訪ね（写真 6）、ピグミーチ

ンパンジーをはじめとする動物の生息状況や
村人の森林利用の実態を彼らに尋ねるという
ことを行った（図 3）。ただ 10 年以上にわたっ
た政情不安の影響で、道路や橋といった社会
的インフラの整備・修繕はまったくと言って
よいほど行われておらず、オートバイでの移
動は困難を極めた。そもそも、オートバイを移
動手段として選んだのは、こうしたことを見
越して、車では移動できないだろうと考えた
からではあったのだが。確かに 1990 年代の政
情不安が起こる以前にも、ワンバ村周辺のよ
うな「僻地」では、道路や橋などの整備はあま
り行われていなかった。それでも当時は、曲が
りなりにも何らかの形で、たとえわずかでも
あっても、行政がこうした整備を行っていた。
しかし当然のことながら政情不安が続いた
10 年余りの間は、資金不足や物資不足によっ
てこうした活動を行政が行うことはなかった。
結果、橋は丸太が並べられているだけの状態
になり（写真 7）、道路も木が生い茂るという
ことになってしまった（写真 8）。こうした社
会的インフラの衰退は、地域の経済活動を低
下させることになり、住民の経済状況を悪化
させることになった。そして、それが密猟の引
き金の一つとなり、そこに住む動物たちの数写真6．広域調査中の筆者とオートバイ

図3．2004年の調査範囲
約20日間かけて、ワンバから、ボコンド、ジョル、リンゴ
モ、モンポノ、ベフォリ、ボコンド、ワンバの順に回った。
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を減らす要因になったのだ。また紛争は武器
を拡散させることになる。そしてその武器が
密猟に使われる。こうしたことも、ピグミーチ
ンパンジーをはじめとする野生動物の減少の
大きな要因の一つになっているのだ。

結局この調査では、ワンバ村だけでなく、周
辺の地域でも、政情不安だった 10 年余りの間
に、ピグミーチンパンジーをはじめとする野
生動物の数が大きく減少したことがうかがわ
れる結果が得られた。以前には、ヒョウやゾウ

といった大型の哺乳類が生息していたと考え
られる場所もあったが、最近はこうした動物
を見かけなくなったという村人の答えばかり
が返ってきた。この調査で訪れた地域では、森
林そのものが切られているということはあま
りなかったが、そこに生息していた野生動物
の姿がなくなるという現象が起きていると推
測された。広大な「空洞な森」が広がっている。
調査を終わってそんな印象を受けた。

前述したように、そもそも生態系は、そこに
生息する多様な生物の多様な結びつきによっ
て成り立っている。しかし、そこで生活してい
た動物が急速に数を減らせば、当然、そこに生
息する植物にも、いずれ大きな影響が現れる
だろう。まさに「生物多様性」の危機的な状況
が、少なくともこの地域で進行していると考
えられた。

６．アフリカ熱帯林での生物多様性の保全に
向けて

さて、ではこうした危機的な状況にある地
域で、生物多様性の保全に向けて、私たちはど
のような活動を行えばよいのか？実はことは
そんなに単純なことではない。

まずはじめに考えなければならないのは、
「生物多様性の保全」ではなく「地域住民の生
活」なのではないだろうか。現在アフリカの熱
帯林地域では、多かれ少なかれ、なんらかの政
情不安を抱えている場所が多い。こうした場
所は、現在のワンバ村周辺地域同様、社会的イ
ンフラが整っていない。そもそも生物多様性
が豊かな地域は、首都など経済活動が盛んな
地域から遠く、たとえ政情が安定している地
域でも、社会的インフラが未整備で地域住民
の生活水準が高くない場所が多い。だからこ

写真7．オートバイで橋を渡る

写真8．倒木にふさがれた道
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そ、豊かな生物多様性が維持されてきたとも
言えるのだが。ただ今後こうした地域で生物
多様性の保全を進めていく場合、地域住民の
合意と納得が必要不可欠であるのは言うまで
もない。その際、彼らの生活水準の引き上げと
いうことは、彼らとの合意形成のために欠く
ことのできない条件になるだろう。とくに筆
者のように先進国からやってきてこうした活
動に従事する場合、自分の普段の生活を棚に
上げて、彼らの生活水準を現状のままにする
などということは不可能であろう。

実際に筆者もワンバ村で活動する研究者と
協力して、ピグミーチンパンジーをはじめと
するワンバ村周辺地域の生物多様性の保全活
動を行ってきた。この活動を進める上で地域
住民から強く言われたのが、「『生物多様性の
保全』が『生活水準の引き上げ』にどのように
結びつくか」ということであった。要は「『ピグ
ミーチンパンジー』のためにお金は使えても、

『私たち人間』のために使うお金はないの
か？」ということだ。そこで筆者らは、私たち
の出来る範囲で、道路や橋の整備、学校への援
助、病院の建設や薬の調達といった、彼らの要
求の強い部分での社会的インフラの整備に協
力してきた。実際こうした協力抜きに、ピグミ
ーチンパンジーをはじめとする生物多様性の
保全活動を行うことは不可能であっただろう。
とくに、政情不安を抱えている地域では、行政
が十分に機能していないことが多く、社会的
インフラ整備に対する地域住民の要求は強い
ものがある。それだけに、こうした地域で生物
多様性の保全活動を行うためには、まずは地
域住民の生活水準の向上を図るということが
必要であると考えられる。

現在、アフリカ熱帯林で生物多様性の保全

活動を進めていく上でのもう一つの大きな問
題は、「巨大」環境 NPO ／ NGO による活動で
ある。環境保護に対する関心の高まりによっ
て、先進国に基盤を置く財政的に豊かな環境
NPO ／ NGO（これを「巨大」と言っているわ
けだが）が、熱帯林地域をはじめとする開発途
上国地域で、生物多様性保全、生態系保全を目
的とした多くの活動を行っている。とくにコ
ンゴ民主共和国では、10 年余りに及んだ政
情不安が終わったということもあり、多くの
資金が投じられ、こうした活動が盛んに行わ
れている。ある種「環境保護バブル」の様相を
呈していると言っても過言ではないだろう。
そしてこうした環境 NPO ／ NGO の多くが、

「プロジェクト主義」を取っている。すなわち、
たいていは数年といった期限を設け、この中
である地域である課題を解決していくという
手法で活動を進めているのだ。これは得られ
た資金を効率的に活用するという意味におい
て、決して間違った手法ではないと言える。ま
た決められた期間の中で目に見える成果を挙
げることによって、次の資金を得やすくする
という効果も期待できる。しかしながら、プロ
ジェクトの終了後、当該の地域から資金や物
資、人員が引き上げられ、結果、その地域での
活動が継続しないという弊害も生んでいる。
確かにいつまでも「援助」に頼って活動を続け
るということは大きな問題あるが、きちんと

「自立」できていない段階で、外部からの援助
が途切れるということは、その活動が中断す
るだけでなく、ときに活動開始以前の段階よ
り状況が悪化するという場合すらある。短期
間に大量の資金が投入されることで、そこで
の地域住民の生活が必要以上にかく乱され、
その結果、資金引き上げ後に、元の生活に戻れ
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なくなるということもあるのだ。投入される
資金が多額であればあるほど、こうした点に
目配せした計画の立案・推進が求められる。
また、活動資金が首都などでのロビー活動に
使われ、実際に資金が必要な地域に十分に回
ってこないといった問題点もある。

アフリカの熱帯林地域で、生物多様性の保
全を進めていくためには、一過性で大量の資
金を投入するよりも、息の長い援助を根気よ
く続けていくことの方が、より効果的ではな
いだろうか。
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1．EBN ってなに？

食育の講演や学生に対する授業で栄養学の
話をしていると、EBN って何ですかと聞か
れることがあります。「エビデンスに基づい
た栄養学（evidence-based nutrition）のこ
とですよ」と答えると、「学問は全てエビデ
ンスに基づいて組み立てられているのではな
いですか」と怪訝な顔をされます。確かに教
科書は事実に基づいて書かれて居りますし、
私の話も教科書に記載されている内容を前提
に行いますので、ことさらに EBN と強調す
る必要は無いかと思います。

私は 2008 年に椙山女学園大学に赴任して
から 3 年間にわたって管理栄養学科の学生を
相手に基礎栄養学を教えてきましたが、この
際 EBN に沿った講義をするよう心がけてき
ました。しかし、このところテレビや新聞、
雑誌等を通じて、EBN に反するような栄養
法やサプリメントが我が物顔に喧伝され、大
学によってはこのような怪しげなる栄養の通
説をあたかも正しいかの如くまことしやかに
教える先生もいると聞くにつけ、栄養学の教
育に携わる者の 1 人としてこのような事態に
憂慮の念を抱いております。

卒業して国家試験に合格すれば管理栄養士

として様々な分野で栄養指導をする立場に立
つ学生に対しては、エビデンスに基づいた正
しい栄養学を教えるのは勿論のこと、一方に
おいて間違った俗説に対しては根拠を示した
上で、はっきりとノーと言えるように育つ教
育をしなければいけないと感じております。

間違った栄養法を否定するに当たっては、
それがなぜ駄目なのかを世間の人にも納得さ
せるだけのエビデンスを示すことが欠かせま
せん。食育も EBN に沿って指導することが
望まれますし、食育を指導する者にとっては
エビデンスをもって論ずることを肝に銘ずべ
きスタンスであると思います。

2．人は生きるためのエネルギーを得るため
に一生食べ続ける

学生に栄養学の講義をする際に、しばしば
講義室を細胞に例えて、両者の違いを説明す
ることによって生きているとは何かを教えま
す。講義室の壁も細胞膜も共に今日も昨日と
同じ様に見えますが、講義室の壁は建築され
たときの鉄筋やコンクリートがそのまま保た
れているのに対して、細胞膜のリン脂質やた
んぱく質は常に古いものが壊されては新しい
ものに入れ替わっております。コレステロー

EBN（エビデンスに基づいた栄養学）に沿っ
た食育の勧め
Reccomendation of Shokuiku on EBN (evidence-based nutrition)

椙山女学園大学生活科学部教授
椙山女学園食育推進センター長

脊　山　洋　右
 Yousuke Seyama 
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ルは細胞膜の同じ場所に同じ量だけ存在して
おりますが、物質としては常に新しいものに
置き換わっております。これを代謝と呼びま
すが、生物と無生物の違いは代謝が行われて
いるか否かにかかっております。

この代謝を維持するために毎日欠かすこと
なく体外からエネルギーを取らなければなら
ないのです。食事はその為に行われる、いわ
ば生命の原動力を得るために欠かせない営み
といえます。

心臓は生まれてから死ぬまで、日本人だと
平均寿命 83 歳という長い年月を休むことな
く働き続けていて、一生の間にほぼ 30 億回
の収縮を繰り返します。肺も 1 分間に 17 ～
18 回吸っては吐く呼吸を死ぬまで続けます。
瞳孔反射は神経活動の表れですが、神経が生
きている証でもあり、寝ているときでも神経
は活動しております。肝細胞は、おびただし
い種類の物質の合成、分解、貯蔵を引き受け
ていて、肝臓は夜でも働いております。これ
らはいわば生命維持のための活動であります
が、その他に起きている時の様々な運動のた
めにもエネルギーを必要とし、食事で摂取し
た食物の消化吸収にもエネルギーが使われ、
これら全てを合わせますと、成人では一日に
約 2,000kcal を必要とします。このエネルギ
ーを支えているのが食事でありまして、身体
にとって必要な栄養素を規則正しく、かつバ
ランス良く摂取する食習慣を身につけること
が健康維持にとっては基本となります。

何もせずじっとしていても、生命活動を維
持するために必要なエネルギーを基礎代謝と
呼びますが、一般成人では、一日に女性で約
1,200 kcal、男性で約 1,500 kcal といわれて
おります。

食事をした後は安静にしていても代謝が増
え、体温が上昇します。この代謝の増加を食
事誘発性熱産生といいます。タンパク質のみ
を摂取したときは摂取エネルギーの約 30％、
糖質のみの場合は約 6％、脂質のみの場合は
約 4％で、通常の食事はこれらの混合なので
約 10％程度になります。食事をすると身体
がホカホカしてくるのはこのためです。

3．1 日に消費するエネルギーの使いみち

私どもは 1 日に約 2,000kcal の食事をしま
すが、そのエネルギーがどのように使われて
いるのかを調べてみますと、基礎代謝に 60
～ 70％、食事誘発性熱産生に 10 ～ 20％、身
体活動代謝には 20 ～ 30％が使われておりま

す（図１）。運動や家事などの日常生活活動
による身体活動に充てられる割合は意外と少
ないことがお分かりいただけると思います。
もちろん、激しい活動をすればそれだけエネ
ルギーの消費量は増加しますので、その分は
2,000kcal にプラスして摂取しなければなり
ませんし、多く食べた分だけ食事誘発性熱産
生も増加します。

図１ １日に消費するエネルギーの割合
2,000kcal摂取した場合、基礎代謝に60～70％、身体
活動代謝に20～30％、食事誘発性熱産生に10～20
％使われる。
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4．消化管の内腔は体外である

食事をすると口の中に入った段階で食物が
体内に取り込まれたと考えがちですが、消化
管は口から食道、胃、十二指腸、小腸、大腸
から肛門に至る一本の管でありまして、全長
約 9 メートルにもなるその内腔は体の外なの
です。そこで食物は消化され、低分子の物質
となって吸収されます。内腔から腸管粘膜の
たった 1 層の粘膜細胞を通過して初めて栄養
素は体内に入ったことになります。

2,000kcal からなる食事は、その 60％が糖
質、25％が脂質、15％がタンパク質という割
合が平均的な摂取状況です。糖質は 1 グラ
ム当たり 4kcal、脂質 1 グラム当たり 9kcal、
タンパク質 1 グラム当たり 4kcal、というア
トウォーター係数を用いて換算しますと、糖
質は 300 グラムになりますし、脂質を 60 グ
ラム、タンパク質を 75 グラム摂取している
ことになります。

これらの三大栄養素は消化されて、糖質は
グルコース、ガラクトース及びフルクトース
として吸収されますし、脂質はトリアシルグ
リセロールとして吸収され、タンパク質はア
ミノ酸となって吸収されます。これらが体内
に入る栄養素の姿であります。

5．EBN のお手本となるアンセル・キースの
7 カ国研究

ミネソタ大学のアンセル・キース教授が中
心となって 1957 年に始めた疫学的追跡調査
は 7 カ国にわたる 16 の集団を対象として食
事と心臓疾患の関係について調べた大規模な
国際共同研究であります。対象となったのは

アメリカ、オランダ、フィンランド、ギリシ
ャ、イタリア、旧ユーゴスラビアと日本の約
12,000 人ですが、日本からは久留米大学の木
村登教授が田主丸（現福岡県久留米市田主丸
町）、および牛深（現熊本県天草市）の 2 つ
の集団について調査を行いました。25 年間
にわたって綿密な標準化をおこなって実施し
たこの研究は疫学的追跡調査の模範となるも
のであります。

その結果、冠状動脈疾患による死亡率が収
縮期血圧とコレステロール濃度との間に強い
相関関係が証明されました。また、クレタ島
やキルケラ島のような地中海の島々やユーゴ
スラビアやイタリアの地中海に面した地域で
血清コレステロール値が低く、冠状動脈疾患
による死亡率も低いことがわかり、地中海式
食事が一躍脚光を浴びることになりました。
一方、フィンランドやアメリカ、オランダな
どバターのような動物性脂肪を多く摂る地域
は血清コレステロール値が高く、冠状動脈疾
患による死亡率も高いことが明らかになりま
した。また、日本の九州北部の農村（田主丸）、
漁村（牛深）は共に血清コレステロール値も

図２ アンセル・キースの7カ国研究
1960年から25年にわたって、アメリカ、オランダ、
フィンランド，ギリシャ，イタリア，旧ユーゴスラ
ビアと日本の7カ国で行われた研究で、血中コレス
テロール値と冠状動脈疾患による死亡率との間に
相関関係があることが示された。
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低く、冠状動脈疾患による死亡率も低いこと
が示されました（図２）。

日本では古くから植物の種から得られた
植物油が食用に使われてきましたが、これ
はリノール酸やリノレン酸のような (n-3) 系
の多価不飽和脂肪酸が多く含まれておりま
す。サプリメントとして注目されている魚油
は EPA や DHA のような (n-3) 系の多価不飽
和脂肪酸が多く含まれております。オリーブ
オイルはオリーブの果実を搾って得られる油
で、脂肪酸の約 70％はオレイン酸という 1
価の不飽和脂肪酸からなっていることが特徴
です（図３）。植物油が種子から有機溶媒に

よって抽出されるのに対して、果実からこの
抽出操作無しで得られるエクストラバージン
オリーブオイルにはビタミンＥが多く含まれ
ていることと、バターやラードなどの動物油
と違ってコレステロールが含まれていないこ
とも特徴といえます。オリーブオイルには植
物ステロールが含まれていて、これらのこと
が血清コレステロール値を下げると考えられ
ております。

キース教授が注目したのは、地中海式食事
の特徴である、オリーブオイルの効用であり

まして、動物性の油よりも血清コレステロー
ル値を下げる効果が強いと考えて、地中海式
食事の普及に努めました。

6．食事ピラミッドにみる地中海式食事の特
徴

食事ピラミッドは食材を毎日食べるもの、
週に数回、月に数回食べるものというように
分類してピラミッド状に記した図のことで、
地中海式食事のピラミッドはクレタ島や南イ
タリアの伝統的な食事法を見てみますと、①
オリーブオイルを多用する、②穀物や豆を多
く摂る、③魚介類を食べる、一方で④肉は月
に数回で、赤身の肉を用いて脂肪を取り除く
調理法で食べる、といった特徴があります。
ワインは毎日グラスに 1 ～ 2 杯飲んでおりま
す（図４）。

アジア料理の食事ピラミッドも地中海式食
事に似ていて、植物油を用いることと、ご飯
を主食とすること、お酒を飲むこと、などが
違っております。

1960 年当時、地中海地域は成人の平均寿
命が世界最高でしたし、アジアでも沖縄は長

図４ 食事ピラミッド
地中海式食事のピラミッドとアジア料理のピラミ
ッドは使う油がそれぞれオリーブオイルと植物油
であること以外、良く似ている。

図3 食用油の特徴
食用油として植物油に加えて近年、オリーブオイ
ルと魚油が使われるようになったが、それぞれの
構成脂肪酸にはリノール酸、オレイン酸、EPA・
DHAという特徴がある。
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寿を誇っておりました。
2000 年 1 月にはオリーブ油の健康に及ぼ

す効果を科学的に検討する会議がロンドンで
開催されました。それまでになされた心臓疾
患や糖尿病、ガンや老化などに対する予防効
果について議論がなされました。

このような食事パターンと健康との関係を
25 年にわたる疫学的追跡調査で明らかにし
た 7 カ国研究が根底にあったので、地中海式
食事の効用を食育の中で広めることは EBN
に基づいた正しい教育だと思います。

7．飲むコラーゲンは有効か？

周到な疫学調査に基づく食の効用が広めら
れる一方、EBN に反するようなサプリメン
トがブームとなることもあって、食育に携わ
る者として憂慮の念を抱かざるを得ない事例
もあります。

その一例として最近目に付くのがコラーゲ
ンを飲料として販売するビジネスであり、30
数品目が市場に出回っております。

コラーゲンは体を構成するタンパク質全体
の約 30％を占め、その 40％は皮膚に存在し、
20％は骨や軟骨に存在しております。このコ
ラーゲンの合成を行うのは皮膚に存在する繊
維芽細胞や軟骨の軟骨細胞、骨を形成する骨
芽細胞などで、これらの細胞から分泌されて
から細胞の間を埋めて機能しております。ま
た、代謝が行われますので、合成される一方
で同じ量だけ分解も行われております。

コラーゲンを構成するアミノ酸の特徴は、
グリシンが多いことで、3 つのアミノ酸ごと
にグリシンが存在しております。次に多いの
がプロリンとヒドロキシプロリンで 21％を

占めており、その構造が持つ非柔軟性がコラ
ーゲンの硬さの基であるといわれておりま
す。ヒドロキシプロリンはコラーゲンに特有
なアミノ酸ですが、ヒドロキシプロリンはコ
ラーゲンのポリペプチド鎖が形成されてから
プロリンのヒドロキシル化によって作られる
のであって、ヒドロキシプロリンというアミ
ノ酸がコラーゲンの合成の際に取り込まれる
のではありません。

以上が私どもの生体内で機能を発揮してい
る生理的な内在性コラーゲンの合成のあり方
ですが、では、コラーゲンを飲んだ場合の消
化・吸収はどのようになっているのでしょう
か。摂取されたコラーゲンは胃や十二指腸か
ら分泌されるプロテアーゼというタンパク質
分解酵素によってばらばらのアミノ酸に分解
されてから小腸粘膜から吸収されます。コラ
ーゲンというタンパク質分子のまま吸収され
ることはありません。アミノ酸になってしま
えばコラーゲン飲料から来ようが、フカヒレ
のスープとして飲もうが、もやしのタンパク
質に由来したものであっても全て同等に扱わ
れます。

吸収されたアミノ酸は血中に入って全身の
細胞に配られますが、これをアミノ酸プール
と呼び、約 70 グラムのアミノ酸からなって
おります。コラーゲンはこのアミノ酸プール
から前述の細胞で取り込まれ、核の DNA 配
列に応じて一つ一つアミノ酸がつなぎ合わさ
れ、1 本鎖のコラーゲン繊維になったところ
でプロリンのヒドロキシル化と糖付加を受け
てから３本鎖のプロコラーゲンとして細胞外
に分泌されます。

従って、コラーゲンを飲んだからといって、
その成分であるアミノ酸が吸収されてコラー
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ゲンに再生される確立はほとんどゼロに等し
いといわざるを得ません。

ところで、某社の製品はコラーゲンを
5,000 ミリグラム /50 ミリリットル含有して
いて、値段は 15,750 円 /30 本ですから、毎
日飲むとすると 1 年間に 19 万円かかること
になります。前述のごとく平均的な食事では
1 日に 75 グラムのタンパク質を摂取してお
りますが、カロリーを変えずにコラーゲンを
5 グラム飲むとすれば、その分だけ他のタン
パク質を減らすことになります。挙句の果て
に飲んだコラーゲンが生理的なコラーゲンに
置き換わることが無いとすれば、この投資は
いったい何だったのでしょうか。

コラーゲン 10 グラムを含む飲料を毎日、
60 日間摂取させたところ、皮膚の保湿能に
変化は見られなかったという報告がありま
す。飲むコラーゲンの有効性については科学
的に十分検討されているとはいえないのが現
状であります。それでいて、新聞紙上には全
面広告が頻繁に掲載されて消費者の健康志向
に訴え、その結果として平成 21 年には出荷
量 5000 トンで年間 124 億円の売り上げがあ
るといいます。ゼラチンとコラーゲンは原料
や製造方法が似ているため、同じ企業が手が
けることも多いが、フィルム用ゼラチンの販
売量が 1,832 トンと 2001 年度から約 6 割減
った一方、食品原料用のコラーゲンの販売量
は 2008 年度に 4,556 トンと 2001 年度に比べ
て 5.6 倍に達しております。

フィルムが売れなくなったので余ったコラ
ーゲンを飲ませてしまおうという短絡的な発
想は、健康に害がないから良かろうという弁
解の余地はあるとして、製造販売している企
業の側でも承知しているものと思われます。

新聞の全面広告の中に小さな字で「コラーゲ
ンの研究を進めるうちに、大切なのは量では
なく『サポートする力』だということがわか
りました」とかかれておりますが、まさにコ
ラーゲンが有効なのではなく、添加されてい
るビタミン C が効果的だと認めている文章
であります。

前述したコラーゲンの細胞内における合成
の過程で、プロリンがヒドロキシル化され
てヒドロキシプロリンになる際にビタミン C
が必要になり、ビタミン C を欠いた食事を
続けていると正常なコラーゲン合成ができな
くなって壊血病を引き起こします。大航海時
代に壊血病が多発し、多くの水夫が死亡した
頃、レモンを与えたところ発症が抑えられた
ことからアスコルビン酸が有効成分であるこ
とがわかり、これがビタミン C の発見の端
緒になりました。

ところで、ビタミン C の摂取基準は RDA
が 100 ミリグラム / 日とされていて、しかも
ほとんどの人で不足していることは無いか
ら、高いお金を払ってビタミン C 添加のコ
ラーゲンを飲む必要は無いといわざるを得ま
せん。

8．ダイエット食品の有効性を聞かれたら

飲むコラーゲンは茶色いガラス瓶に入って
いていかにもサプリメント風でありますが、
ダイエット食品になるとテレビ等で紹介され
て全国的なブームになることがあります。

2004 年には「にがり」が糖や脂肪の吸収
を遅らせる効果があるなどとして流行しまし
たし、2005 年には「寒天」、2006 年には「白
インゲン豆」、2007 年には「納豆」、そして
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2008 年には「バナナ」が脂肪を燃焼させる
として朝食に食べる「朝バナナ」ブームが社
会現象となりました。

いずれも短期間で熱が冷めるように忘れら
れてしまいましたが、このような時に管理栄
養士として相談を受けた際の対応についても
授業の一環として教えなければならないと思
います。

個々の事象を自ら体験をし、研究するわけ
ではありませんから、知識の整理が必要で、
EBN に則って勉強した範囲で適切なる指導
をしなければなりません。これは意外と大変
なことなのです。

9．タンパク質の栄養価を調べる

コラーゲンは皮膚等の細胞内で合成されて
分泌され、その細胞の近傍で機能を果たしま
す。我々のからだのタンパク質は全て細胞内
でアミノ酸を一つ一つつなぎ合わせて合成さ
れていて、いわば自家生産の産物であります。
20 種類のアミノ酸から構成されております
が、そのうち 9 種類は必須アミノ酸で、食物
として摂取しなければなりません。食材には
タンパク質として含まれておりますが、この
必須アミノ酸の存在比率によって食材の栄養
価が大きく作用されます。

2 年生の栄養学実験では、4 種類のタンパ
ク質の栄養価をラットを使って調べます。牛
乳カゼインをタンパク質源とすると体重が順
調に増加して 140 グラムであったものが 7 日
後には 160 グラムになりました。小麦グルテ
ンでは体重の増加は見られず、小麦グルテン
にリジンを添加すると牛乳カゼインを与えた
ラットと同じように体重が増加しました。タ

ンパク質を全く与えないと体重は減少の一途
をたどり、7 日後には 110 グラムにまで痩せ
てしまいました（図５）。この実験は教科書
的には「リービッヒの桶」の理論として教え
ているものであります（図６）。この桶は、
水が最も欠乏している板の高さまでしか入ら
ないので、その量しか利用されないことを示
したものであります。小麦グルテンではリジ
ンが最も不足しているので、これを第一制限
アミノ酸といいます。図５ではグルテンにリ
ジンを添加することによってカゼインと同じ
栄養価を獲得したことを示しております。

図５ 食事タンパク質と成長
ラットにタンパク質として小麦グルテン、リジン
を添加した小麦グルテン、牛乳カゼインを用いた
群と無タンパク質食群を体重の変化でモニターし
てタンパク質の栄養価を比較した。

図６ リービッヒの桶
9種類の必須アミノ酸のうちで、最も不足している
アミノ酸がそのタンパク質の栄養価を決めている
ことを示した図で、小麦グルテンでリジンが一次
制限アミノ酸であることが説明される。
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この図 5 は学生が自分たちで餌を調製し、
毎日飼育しながら体重を測った結果ですが、
1 週間という短期間に図に示された変化が起
こることを体験して良い勉強になりました。
栄養価に対する理解も授業や教科書の記述か
ら学ぶよりも実験によって多くの知見を得た
ものと思います。このような体験を通じて
EBN の意味と大切さを理解してもらうこと
を期待しております。

10．トランス脂肪酸の分析から見つかった知
見の教え

天然の不飽和脂肪酸はシス（cis）型といわ
れ、水素（H）が二重結合を構成する 2 個の
炭素原子の同じ側にあるので、脂肪酸鎖とし
ては折れ曲がっているが、トランス（trans）
型になると水素（H）が反対側にあって、脂
肪酸鎖としてはほぼ直線になっております。
天然にもトランスバクセン酸が微量に存在し
ますが、多くは人工産物で、不飽和脂肪酸か
ら飽和脂肪酸を製造するための水素添加や、
不飽和脂肪酸を多く含む植物油の精製の際
に、副産物として生じます（図７）。

4 年生の卒業研究で、食材に含まれるトラ
ンス脂肪酸の分析をしたところ、面白い現象
が見つかりました。脂肪酸の分析は通常ガス
クロマトグラフィーという機器分析で行いま
すが、あるメーカーのマーガリンを分析した
ところ、エライジン酸だけではなく予想外の
トランス脂肪酸が複数存在することがわかり
ました。更に質量分析法により二重結合の位
置を調べてみますと、通常考えられているエ
ライジン酸だけではなく、二重結合の位置が
シフトした 3 種類のトランス脂肪酸が存在す
ることが明らかになりました（図８）。これは、
図９に示すような反応経過を経て二重結合の

図７ トランス脂肪酸
二重結合を飽和結合に変える水素添加という操作
の過程でトランス脂肪酸が生成する場合がある。

図８ 脂肪酸の分析
ガスクロマトグラフィーによりマーガリンの脂肪
酸組成を分析したところ、6種類のトランス脂肪酸

（X1～X4、Y1、Y2）が検出された。

図９ 水素添加による位置異性体の発生
触媒の存在下に水素添加すると、不安定な中間鯛
の段階で電子の移行が起こり、生ずるトランス脂
肪酸に位置異性体が生ずる機構。
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位置異性体が発生したことを意味しておりま
す。不安定な反応中間体の段階で電子がシフ
トしたことが窺われます。水素添加をする過
程で用いた触媒と溶媒の条件によってこのよ
うな副産物が精製したものと思われます。

この実験を行った学生は新しい現象を見
つけたということで､ 自分たちの力でも研究
ができるという自信がつき､ よい経験になり
ました｡ トランス脂肪酸の過剰摂取は L DL
コレステロールを増加させ心臓疾患のリスク
を高めるといわれ､ トランス脂肪酸を含む製
品の使用を規制する国が増えております｡ 食
材から抽出して分析した結果､ トランス脂肪
酸にも色々なものがあることや､ 生成の機構
がわかったことはエビデンスに基づく栄養学
の大切さを身をもって体験したわけで､ 卒業
研究が EBN の実践になったと思います。

11．コレステロールは夜つくられる！

食育では食餌の栄養バランスを良くする
ことだけではなく､ 規則正しく食べるように
も指導します｡ これは道徳の教えではなく､

体内の代謝が 24 時間を 1 サイクルとするリ
ズムを持っていて､ それぞれの時間に合った
合成と分解が行われているという事実に基づ
いた教育であります｡

体内にあるコレステロールの 70% ～ 80%
は食事からではなく体内で合成されます。肝
臓がその主たる合成の場ですが、コレステロ
ールが夜間に作られていることが知られてお
ります（図 10）。肝臓におけるコレステロー
ル合成の律速酵素である HMG-CoA 還元酵
素の活性は真夜中に最も高くなり、正午にも
っとも低くなります。肝臓におけるコレステ
ロールの濃度も酵素活性に比例して変動して
おります。

肝臓の代謝は 1 サイクル 24 時間で動いて
おりますが、この体内時計の裏づけとなる遺
伝子として period、Clock、cryptochrome などが
次々と明らかになり、総称して時計遺伝子と
呼ばれております。

コレステロールは食事からも 300 ミリグ
ラム程度が取り込まれますが、この摂取リズ
ムも毎日規則正しく保つことが体内時計によ
る肝臓の働きと協調させる上で大切なことで
あります。食物からの摂取量が多くなります
と肝臓における合成量が減り、血中のコレス
テロール濃度は一定になるように代謝調節が
行われております。食事も体内時計に合わせ
て、栄養素を規則正しく摂取することの大切
さが遺伝子レベルで裏付けられました。

12．食育は EBN に基づいて行おう

食育の概念は石塚左玄が 1896 年に「化学
的食養長寿論」の中で記した「体育智育才育
は即ち食育なり」の造語に始まりますが、そ

図10 コレステロールは夜つくられる
肝臓におけるコレステロールの合成は真夜中に最
高に達し、肝臓のコレステロール濃度も同じ日周
変動を示す。体内時計をコントロールする時計遺
伝子としてperiod、Clock、cryptochromeなどが明らかに
なっている。
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れから 107 年後の 2005 年には国会で食育基
本法が制定されて食育が国家事業として推進
されることになりました。

これを受けて内閣府に設置された食育推進
会議が策定した食育推進基本計画に基づい
て、国や地方自治体や学校などにおいて様々
な食育活動が開始されました。2007 年には
本学においても「椙山女学園食育推進センタ
ー」が設置され、その後 4 年にわたって活動
を行ってきました。学内外にたいする講演と
広報活動が中心でしたが、アンケート調査に
よる研究も始まっております。

食育と EBN ということは EBN に基づい
て食育活動することを意味しておりますが、
管理栄養学科の教員にとっては、卒業後には
食育を推進することになる若き学生に栄養学
を教えるに際して EBN を心がけなければな
らないという自戒の念が込められておりま
す。

アンセル・キースの 7 カ国研究に見られる
綿密な調査データに基づいた EBN のお手本
のような食文化がある一方において、数多の
サプリメントや食材のように根拠があやふや
なものや、本稿で取り上げた飲むコラーゲン
のように、宣伝されるような効果が期待され
ないことが科学的に裏付けられているものも
あります。食育の実践に当たっては、前者の
ケースを推進することはもちろん大切なこと
ですが、後者に対しては根拠を示してはっき
りと否定することも同じように必要なことで
あります。

13．食文化に学ぶ、それが理想の食育である：
エピローグ

地中海式食事が健康保持に良いからといっ
て、レストランでたまに食べただけでは効果
の程は期待できません。生涯にわたって、毎
日、ことさら意識することなく繰り返し食す
ることが効果を生むのであって、その結果と
して日本は世界に冠たる長寿国になりまし
た。容易に得られる食材を美味しく食べるこ
とが長続きの基本ですから、食育の原点はそ
の地域の食文化にあると思われます。数百年
にわたって地産地消で築かれたその土地の食
文化に学ぶことが究極の食育であって、この
際、EBN に沿って必要な栄養素を正しく摂
取する食習慣を教えることが大切だと思いま
す。

また、週に 1 回であっても家族そろって食
事を準備して共に食べることが食の大切さを
教える最善の策だと思います。ジャガイモと
タマネギ、そしてベーコンがあれば簡単にス
ープが作れます。オリーブオイルを加えて、
最後に家族の数だけタマゴを入れれば家族の
絆を繋ぐ一品の出来上がりです（図 11）。母
親の料理に添えて、日曜日の朝の父親の味に
してみては如何でしょうか。

図11 一家の絆を繋ぐ一品
ジャガイモ、タマネギ、ベーコンがあればオリーブ
オイルと卵を入れて家族の絆を繋ぐ一品の出来上
がり。
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芸術は常に流動的に発展している。その変
遷にあって、時には国境を越え海外へと発展、
異国の芸術の一部になる。一方、それらは翻っ
て起源地の芸術に大きな影響を与える。中国
書法は正にその典型である。

本文では書をめぐって、中国だけではなく、
主に漢字圏の受容を考察し、その上、非漢字圏
であるアメリカなどへの伝承を幅広い視野か
ら書の実態として検討したいと考える。そし
て、言語、文化、風土環境によって書の伝承と
発展の特質を考察し、書の将来像を指摘して
みようと考える。さらに、中国で長い伝統をも
つ書法は、どのように現代中国の書に影響を
与えたかについて考察し、その逆輸入にも触
れたい。

一、書の理念
古来、「以文会友」と言うように、文人がよく

集まって詩を吟じたり、揮毫したりして情趣
溢れる作品を作り上げた。「天下第一行書」と
称 さ れ る「 蘭 亭
序」（図 1）はその
結晶である。353
年旧暦 3 月 3 日、

「書聖」王羲之が文
人たちと蘭亭で集
まった際、書いた
詩集の序文であ
る。序文は蘭亭の
美しい山水を描写
し、人生の無常観

を吐露しただけではなく、その書風は文人の
優雅な気品を漂わせている。「蘭亭序」は歴代
書家の必修手本となり、書家たちによる「蘭亭
序」臨書は大量に残され、蘭亭に寄せた文人の
情緒があふれている。そして蘭亭精神は書壇
の共通理念となった。

1983 年 4 月 15 日（旧暦 3 月 3 日）は「蘭亭序」
の生誕 1630 年記念日で、中国書法家協会、浙
江分会、蘭亭書会は書の聖地「蘭亭」で「記念王
羲之蘭亭序一千六百三十周年大会」を開催し
た。同時に「蘭亭序の版本陳列」、「当代百家に
よる蘭亭序臨書作品」と「千人の書展」などを
併催し、それらは蘭亭史における最大の記念
会となった。この空前の大会には、現代の一流
文人書家が集って詩を吟じたり、揮毫したり
している。その後、毎年旧暦 3 月 3 日に蘭亭で

「蘭亭節」を開催することとなった。参加者の
中には伝統服を着る姿もよく見られ、近年来、
日本、アメリカなどからも大勢の著名な書家
が参加し、書の多彩化と国際化を物語ってい
る。

一方、日本の書道史を見ると、蘭亭理念の影
響は大きく、王羲之は平安時代に「手師」と称
され、尊敬された。蘭亭の行事も「曲水の宴」と
して伝えられた。曲水を設けた庭園などでそ
の流れのふちに出席者が座り、流れてくる杯
が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、
出来なければ罰として盃の酒を飲むという行
事である。それが、早くも 485 年に宮廷の儀式
として行われた。現在、福岡県太宰府天満宮、
京都市上賀茂神社、城南神宮、岩手県毛越寺な

中国書法の受容と変容
Inheritance and Development of Chinese Calligraphy

椙山女学園大学文化情報学部教授
鄭　麗芸

 Zheng Liyun  

（図 1）
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どで毎年開催されている。なかでも、太宰府天
満宮で毎年 3 月の第一日曜日に催される「曲
水の宴」は特に有名で多くの人達でにぎわう。
和服を着たり、和歌を詠んだりする日本的な
風情は、実に興味深い。

二、書の伝承
中日両国は、漢字圏にあるためさまざまな

交流が盛んであった。一方、非漢字圏である西
洋においては、書の伝承はとうてい簡単では
なかったと言えよう。次に、中国書法はどのよ
うに非漢字圏の人々に伝承されていったかに
ついて考察を進めていきたい。

これにはまず、最初の英語版である『中国書
法』を論述しなければならない。作者である蒋
彝（1903-1977）は中国江西省で生まれ、三十代
からイギリスやアメリカで生涯にわたって活
躍した書画家であり、教育家である。蒋彝は初
めてパンダを描いた画家であり、また「コカコ
ーラ」を中国語で「可口可楽」と訳したことで
広くその名を知られている。しかし、特筆すべ
きは、蒋彝は見事に絵画や言語の才能を『中国
書法』に活用し、非漢字圈へ書の伝承をし、大
きな成功を収めたことである。
『中国書法』の序に、ハーバート・リードが

次のように指摘している。「中国書法の美学を
総括すれば、優美な形象は優美に表現されて
いることである。」そして、その美の本質は「造
形活動の美にある。」（注 1）おおよそ、生命力の
ある優れた書の作品は必ず生動的な美感を伴
っている。例えば、唐代の懐素は「吾れ夏雲の
奇峰多きを観れば、輒ち常に之に師す。其の痛
快なる処、飛鳥の林を出で、驚蛇の草に入るが
如し」（注 2）と言って、狂草『自叙帖』（図 2）によ
くその美意識を表現した。また、その書の点画、

結構、章法に、中国
写意画の抽象美を
強く感受すること
が出来る。
「書画同源」と言

うように、書と画
との関係には歴史
的な発展過程があ
る。書と画は同じ
文房四宝を用い、
線質などその表現
の内容と形式の特
徴が共通であることもあって、密接に繋がっ
ている。そして、象形文字である漢字は、長期
の変遷によってその音、形が大きく変化をし
ている。『中国書法』では書法の基礎を紹介す
るだけではなく、蒋彝は画家の豊かな想像力
で、正統的な書法を伝承すると同時に、漢字に
ある図画性を再現し、文字の構成や書き方を
独特な見地で紹介した。そこから書と関連す
る芸術を応用し、斬新な美学の角度から独特
な書の鑑賞法が形成された。その具体的な例
文を見てみよう。（注 3）

（一） 顔真卿の楷書「足」（図 3）：まるで牧
師が穏
やかに
教会の
通路を
歩いて
いるようで、神聖で沈着な雰囲気である。
（二）鄧石如の篆書「有」（図 4）：人が左手で

体を支
えなが
ら、左
足で平

（図 2）

（図 3）

（図 4）
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衡を保っている。同時に、右手と右足は動いて
いる瞬間の静止美を現している。
（三）趙之謙の行書「界」（図 5）：雲の中を飛ん

でいるフク
ロウを喩え
て、下半
部の左右二画はまるで広げた の翼のように、
重点を保っている。
（四） 魏碑の隸書「心」：三点と右払いを形

成している。とても難しい構成であるが、船が
自然に流れているようで軽やかである。
（五） 蘇東坡の草書「意」：何か考えている

かのように座っている姿である。
蔣彝が中国書法における対称の中に非対称

を求める美的な原則を指摘し、新しい角度か
ら生命力溢れる解説をしたことで、アメリカ
やヨーロッパで見事に書が伝承され、大歓迎
を受けている。『中国書法』（英語版）は 1938 年
にイギリスのメシューエン出版社に初版され
てから、1955 年にメシューエン出版社とハ
ーバード大学出版社で第二版が出版され、さ
らに 1973 年にハーバード大学はその第三版
を出版し、以後、ずっと出版され続けている。

『中国書法』は書の教科書として非漢字圏で最
も権威のある位置を占めている。そして、
1986 年に訳された中国語版は中国で出版さ
れ、2008 年に訳された韓国語版は韓国で出
版された。まさに逆輸入ともいえ、これは『中
国書法』の魅力がますます広げられているこ
とを裏づけている。

確かに、『中国書法』の初版から 70 年を経た
今日、当初、漢字を知らない英语圏の读者を对

象としてきたが、今では多くの大陸、台灣、香
港の書画家が欧米で活躍し、その書も広く知
られるようになった。2006 年にニューヨー

クのメトロポリタン博物館で「筆墨：中国書
法芸術」と題した展覽会が開催され、现代と古
代の書作品が並べて展示され、書が西洋で新
しい段階に入ったことを示唆している。しか
し、いまなお蒋彝の大胆な西洋概念で書を解
釈する方法は私たちに大きな啓示を与え、一
昨年、蒋彝の伝記文学もアメリカロタガロト
大学で出版され、（注 4）『中国書法』は非漢字圏
から漢字圏へと更なる大きな影響を与えつづ
けていると言えよう。

三、書の創作
蔣彝は画家の想像力によって伝統の書を新

しく解説した。一方、日本江戸時代の池大雅
（1723-1776）は画家の想像力によって大胆に
個性豊かな創作を行った。次に、池大雅の書に
おける受容から変容へのあり方を検討してい
きたい。

松下英麿は『大雅の書』を次のように述べて
いる。「大雅は大字をもって、條幅を主な書写
形式としてその巨腕を自在に駆使しておる。
その書のフォルムや韻致は、ちょうど彼の描
く峯巒や峻嶺の稜線のごとく､ ときに柔かっ
たり、ときに剛かったり、また、細書のときに
は、樹叢の點苔の濃淡が醸す微妙なト―ンさ
ながらであって、書と画の同質同工は、日本で
は、大雅の作品にはじめてといってよいほど
典型的にみとめうるのは注意したいのであ
る。」（注 5）日本の文人画第一人者である池大雅
は豊かな想像力と敏鋭な観察力で、書に独創
的な新風を吹き込んだ。そ
の独創性は篆書のみならず、
隷、行、草の分野にまで拡が
り、再現性、暗示性、想像性、
抽出性を感じさせる。（注 6）

（図 5）

（図 6）



Journal of Sugiyama Human Research 2010106

第 4 回　人間講座「中国書法の受容と変容」

（一）草書「坐」（図 6）。
左腕を挙げ、右手は杯
を持とうとする瞬間
の動きを見せている。
片膝を立てて座る姿
で、中国では見られな
いものである。日本独
自の字形表現とも言
うべきであろう。
（二）草書「雲」（図 7）。

古文字の「雲」には雲の中に龍が隠れていると
いう伝説がある。池大雅の「雲」は古文字の表
現と違って、変化の墨象と連綿の末筆によっ
て神話の世界を牧歌的に描き出している。
（三）隷書「風」（図 8）。

首筆の入筆は枯筆で、
ここには風神が天界
から舞い下りる風勢
がある。その筆画の先
端までも風は吹き荒
れている。
（四）行草書「警風乱颭芙蓉水、密雨斜侵薜茘

墻」（図 9）。この書については中田勇次郎氏が
「この二句は躍動する風雨のすがたが画にう
かぶかのようで、大雅のもつ性格とよく合致
しているかのように感じられる」と適切な指
摘をされている。（注 7）「警風」が「芙蓉水」に吹
き荒れている様態に、自然の猛威を前にした
人間の卑小さ無力さすら感じさせる。

池大雅は書において豊かな造形性を示すこ
とが出来た。しかも日本的感性を発揮して、独
特の心象の形象化を実現するに至った。つま
り、自然の風物も一つの芸術的な刺激となっ
て、制作に動機を与えるのである。例えば「坐」
字において中国では見られない姿が表現され

ているのは、池大雅における民族性の表出と
も考えられる。池大雅にとっては、中国書法は
あくまで「移植芸術」であり、移植芸術として
その全てを吸収消化したが、同時に移植芸術
としての自由弛緩もあったからこそ、中国書
法の日本的受容が成立し、中国書法に日本的
感性が加味されることになった。

さらに現代に入ると、日本現代書の巨匠で
ある手島右卿が芸術性を帯びた少字数「象書」
を創立し、「飛」（図 10）、「崩壊」、「竹」などの名

（図 7）

（図 8）

（図 9）

（図 10）
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品を創作した。その「飛」は、天上の羽衣のよう
に、そよとの微風にも、ふわりと浮き上がって、
やがては霞に溶けこむ、のどかな軽やかな舞
い姿」である。（注 8）そして、書の故郷である中
国において、1985 年に北京革命歴史博物館
で日本人初の「日本手島右卿書法展」が開催さ
れ、翌年 1986 年に、訳本『日本現代書法』（原本

『現代書事典』）が上海書画出版社より出版さ
れ、中国の現代書壇にも大きな反響をまき起
こし、その影響力は言うまでもないであろう。

千六百年来、蘭亭の理念は延々と伝えられ
てきた。蒋彝の新鋭的な書の解説は非漢字圏
での書の伝承に大きな貢献を為し得、歴史的
な使命を果たした。また、池大雅や手島右卿は
中国の書を熟修し、日本的な超逸の書風を作
り上げた。これらの出来事は、現代書壇に生き
る私たちに、伝統をいかに摂取すべきか、また
新書風をいかに形成させるか等々、時空や国
境を超えて、多くの事を示唆してくれている
ような気がする。

注：
（１） Herbert Read（赫伯特 ･ 里徳）「『中国

書法』第二版 ･ 序」参照。蒋彝『中国書
法』（中訳本）、上海書画出版社 1986。

（２） 唐・陸羽「釈懐素与顔真卿論草書」『歴
代書法論文選』、上海書画出版社 1979。

（原文）素曰：「吾観夏雲多奇峰、輒常師
之、其痛快処如飛鳥出林、驚蛇入草。」

（３）蒋彝『中国書法』（中訳本）107-109 頁参
照、上海書画出版社 1986。

（4） Da Zheng: Chiang Yee-The Silent 
Traveller from the East．Rutgers 
University Press， 2010

（５） 松下英麿「池大雅の書」『大雅の書』5 頁、
中央公論美術出版 1970｡  

（６）鄭麗芸『文人逸脱の書』101-106 頁参照。
あるむ 2008。

（７） 中田勇次郎「図版釈文・解題」『池大雅』
（｢書道芸術｣第 19 巻）196 頁、中央公論
社 1975。

（８）手島右卿「「飛」における二種の表現」
『現代書事典―近代詩文書、少字数・象
書、前衛書－』102 頁、講談社 1870。
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平成 22 年度のプロジェクト活動としては、
チームでまとまった活動はしていない。私自
身 が 今 年 度 第 1 回 人 間 講 座 で の 発 表 や、
COP10 関連のイベントに参加し、多忙であっ
たことも関係している。個人的には、昨夏、同
志社大学で開催された総合人間学会に参加し、
この学会に入会したことが大きなできごとで
あったと思っている。2006 年に設立された
この学会のことは耳にしていた。

2006 年 1 月に椙山人間学研究センターは
第 1 回のシンポジウムを開催したのだが、そ
の時の演者は阿満利麿（明治学院大学：当時）、
小原秀雄（女子栄養大学名誉教授）、江原昭善

（椙山女学園大学名誉教授、椙山人間学研究セ
ンター客員研究員）の先生方だった。その頃に、
江原先生から総合人間学会の設立が近いこと
を知らされていた。小原先生も発起人の一人
だということだった。

昨夏に、同志社大学で大会があり、今西錦司
に関するシンポジウムが企画されているとい
うことで参加したのだった。シンポジウムも
面白かったが受付で旧知の土倉事務所（今西
先生の子分・用心棒を自任されていた故土倉
九三氏の事務所で、日本霊長類学会の事務も
依頼している）の所員に会い、その場で総合人
間学会への加入を申請したのだった。

総合人間学会の設立趣意書が手元にあるの
で、その全文を以下に引用しておく。

◆設立趣意◆

現代の人類は、高度の物資文明を発展
させながら、向かうべき目標を見失い、自
ら作り出したカオスの中に、当てもなく、
さまよっている感があります。諸国家は
自らの国益追求にのめりこみ、「人類益」
など眼中になく、諸個人もまた目前の利
益を追って、倫理なきマンモニズム ( 拝
金主義 ) を世界中にはびこらせている有
り様です。その結果、人類はいたるところ
で、自らの生存基盤であるエコシステム
を破壊し、自らの墓穴を掘りつつありま
す。人類はまた、大量の破壊兵器を作り、
非人道的な殺傷をくりかえして、他の生
物には見られない残酷な、同種間殺戮を
大規模に行っています。

さらに現代人は、急速に発達したバイ
オテクノロジーを使って、これまでは「神
の領域」とされていた遺伝子操作を行な
い、クローン人間まで作りかねない有り
様です。他面で現代人は、飛躍的にすすん
だ情報機器と情報システムを駆使して、
かつてない便宜を享受しながら、それら
の道具にふりまわされて自己を見失い、
新しい犯罪や複雑な人間関係に悩まされ
ています。

総合人間論プロジェクトの活動
A Report of the general aspect on humanity Project

 椙山人間学研究センター主任研究員
椙山女学園大学人間関係学部教授

渡邉　毅
 Tsuyoshi  Watanabe
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こうした状況に加えて人類は、地上の
覇者として、地球の表面をほとんど占有・
支配しながら、人口を激増させ、食料・水・
土地・森林・石油などの資源を浪費し、
それらの欠乏から、危険な “ 資源競争 ”
をまねき、難民を大量に発生させ、グロー
バルな社会的緊張や混乱を招来しており
ます。数えあげればきりがない、これらの

「世界問題」は、現代の人類をこれまでに
ない重大なターニングポイントに立たせ
ております。しかもこうした世界問題は、
本格的な解決を図らなければ、人類と文
明を危うくすることが確実であるのに、
その解決への方途も、共同作業もはなは
だ遅れています。今日における世界の閉
塞状況の根源は、まさにこうした人間の
矛盾した生きざまにあるといえましょう。

ところで、上例の諸問題にはそれぞれ
に特有の原因が考えられますが、その奥
には共通の原因として、人間の欲望と意
志と活動があって、これらの問題は全て
人間の「身から出た錆」と言わざるを得ま
せん。したがって、今日のグローバルな難
局に対処するには、人間というものの真
撃な自己意識の反省が不可欠と申せまし
ょう。現代人の直面する文明の矛盾は、ほ
かならぬ人間の自己疎外に根ざしている
と言っても過言ではないと思われます。
“ 汝自らを知れ ” と言う古代ギリシャの
神殿の託宜は、今日にあっては、総合的な
人間学の要請となっていると、私どもは
考えます。

なお、「自らを知る」という課題は、上記
のような文明論についての問題にとどま
らず、物事を考える全ての人々の生き方

に関わる問題であります。人間として地
上に生を享けた私たちは、自分かどこか
ら来てどこへ行く存在であるか。人間た
る自分は何者であり、どう生きるべきか
を考えないでいられません。自分とは何
かを考えないで、単なる生物として暮す
のでは、人間として生まれた価値は得ら
れないからです。ところが、生活が複雑に
なり、人々が日々の多忙な生活に追われ
ている現代では、大方の人々は過剰な情
報や仕事や目前の雑事の中に埋没し、自
らを省みて「生きる」ことの意味を深く考
える時間も持ちません。これも、現代人が
当面している、非常なパラドックスであ
り、一種の疎外現象であります。

こうした状況の中で、人間を全体とし
て見直し、文明のありようを根底から再
検討するために現代の科学と哲学の精華
を集め、自由で心ゆたかな共間剖議の場
を作ろうではなかろうか？－私どもはこ
のように考えて、新しい人間学の創造を
識者に訴え、本格的な共同研究を始めた
いと念願しております。いうまでもなく
これは、きわめて困難な課題であります。
20 世紀初頭すでに、鋭敏な識者たちは、
特殊科学がますます増大する反面で「人
間の本質」はむしろ蓋い隠され、今日ほど
人間が問題になった時代はないと指摘し
ました。この半世紀に物理学・生物学・
電子工学・脳生理学等々の諸領域で生じ
た “ 科学革命 ” は、旧来の世界観の変革
を促すような新知見をもたらした結果、
皮肉にも人間の統一的把握はいっそう困
難になっております。この傾向はこれか
らもますます強まり、人間に対する全体
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知は、積極的にそれを求めない限ります
ます遠ざかることになるでしょう。逆説
的ではありますが、それだからこそ、“ 人
間と世界 ” の全体像を得るための研究と
討義の場が、必須となっていると言わね
ばなりません。

もちろんこの仕事は、さしあたり研究・
討議の組織だけ考えても、大きな難事で
あります。方法上の観点からも、全体論的
把握には、検証不能の領域に踏み込んで
科学的認識の範囲を逸脱するという難点
もあります。しかし各学問分野が還元論
的な個別の研究にとどまって、人間と世
界の全体像を失う今日の問題状況の克服
をめざさない限り、人間学は決定的に破
産し、人間の自己認識も歴史の方向づけ
も断念されなければならなくなりましょ
う。つまることろ、各分野での個別の研究
を積み重ね、その中から人間認識に不可
欠な知見をもらさず拾い出し、それらを
体系的に整序する作業をくりかえすこと
で、全体像に接近するしかないでありま
しょう。

このためにまず、必要な諸課題を整序
し、それらについての具体的な研究プロ
グラムを作り、各方面から討議を行って
いくことが、当面の仕事となりましょう。
それにはまた、諸科学の分野から参加さ
れた人々の自由かつ闊達な討論の場を造
らなければなりません。私どもが総合人
間学会を発足させ、上記の志向を持つ凡
ての真撃な “ 学生 ( がくしょう )” たちに、
“ 開かれた学 ” の場を設けようと呼びか
ける所以であります。研究者・教師・文
学者・医師あるいは宗教家などの専門諸

家に限らず、老若男女を問わず、同じ志を
抱く全国の人士に、参加と御協力をお願
いする次第であります。

なお、第 2 期の学会役員・理事の名簿も紹
介しておくが、江原昭善、木村光伸、山極寿一
の 3 氏は霊長類学会の仲間であり、小原秀雄
氏は現在（第 3 期）の学会長の要職にある。

◆学会役員・理事（第２期）◆

役員
会長
　小林直樹（憲法学・法哲学）
副会長
　小原秀雄（動物学）
　柴田義松（教育学）
編集委員長
　長尾関周二（哲学）
編集委員長代行
　黒須三恵（生命倫理学）
事務局長
　藤江昌嗣（統計学）
事務局長代行
　杉山光信（社会学）

理事
　岩田好宏（教育）　植田和弘（環境経済学）
　内野正幸（憲法学）　江原昭善（人類学）
　小尾信彌（天文学）　木下康光（文学） 
　木村光伸（霊長類学）　黒須三恵（生命倫理学）
　古茂田宏（哲学）　西郷竹彦（文芸学） 
　齋藤寿一（医学）　坂本百大（哲学）
　佐藤節子（法哲学）　野家啓一（哲学） 
　林良博（動物学）　堀尾輝久（教育学）
　正木健雄（教育生理学）　松永澄夫（哲学） 
　見田宗介（社会学）　宮本憲一（環境経済学）
　山極寿一（動物学）　横湯園子（教育臨床心理学）
　吉澤五郎（比較文明学）
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椙山人間学研究センターとしては、総合人
間学会での議論、問題提起を参照しつつ、椙山
女学園における総合人間学を模索すべきでは

ないかと目下思案中である。
なお、極私的付言をしておくが、木村光伸氏

は名古屋学院大学の元学長・現学部長である
が、彼のお嬢さんは本学人間関係学部心理学
科の 4 年生で「父は必要か」との卒業論文も終
了し、厳しかった就職活動もクリアーし、4
月から新社会人としての活躍が期待されてい
る。

顧問
　大田堯（教育学）　林雄二郎（総合人間学）
　水田洋（哲学）
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「女性論」プロジェクト研究報告
A Report of the Women’s Studies Projec

女子学園におけるキャリア教育用教材開発に関する実践的研究

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授
 東　　珠実
 Tamami Azuma

椙山女学園中学校・高等学校教頭
 太田　ふみ子
 Fumiko Ohta

椙山女学園中学校教諭
小川　奈保子

 Nahoko Ogawa 

椙山女学園大学人間関係学部准教授
 小倉　祥子
 Shoko Ogura

椙山女学園大学国際コミュニケーション学部准教授
影山　穂波

 Honami Kageyama

椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授
 塚田　文子
 Fumiko Tsukada

椙山女学園大学人間関係学部准教授
 藤原　直子
 Naoko Fujiwara

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

１．緒 言
近年、キャリア教育に関する社会的関心が

高まっている。これには、フリーターや二－ト
など、若者の雇用問題が深刻化してきた背景
があるが、学校教育におけるキャリア教育に
ついては、1999 年 12 月の中央教育審議会答
申「初等中等教育と高等教育との接続の改善
について」の中で既に、「望ましい職業観・勤
労観及び職業に関する知識や技能を身に付け
させるとともに、自己の個性を理解し、主体的
に進路を選択する能力・態度を育てる教育」１）

という定義がなされ、その必要性が明示され
た。また、2004 年 1 月には、「キャリア教育の
推進に関する総合的な調査研究協力者会議報

告書」（以下、報告書という）において、キャリ
ア教育は「児童生徒一人一人のキャリア発達
を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを
形成していくために必要な意欲・態度や能力
を育てる教育」２）と説明され、さらに報告書を
わかりやすく示した「キャリア教育推進の手
引」３）の中では、キャリア教育を通じて育むべ
き能力として「人間関係形成能力（自他の理解
能力、コミュニケーション能力）」、「情報活用
能力（情報収集・探索能力、職業理解能力）」、

「将来設計能力（役割把握・認識能力、計画実
行能力）」、「意思決定能力（選択能力、課題解決
能力）」の 4 つが掲げられた。これらの能力は、
国立教育政策研究所生徒指導センター「職業



Journal of Sugiyama Human Research 2010 113

「女性論」プロジェクト研究報告

観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み
（例）」に基づくものであるが４）、こういった 4
側面からの能力開発が求められるキャリア教
育は、もはや単なる就職の準備のための進路
指導や職業教育には留まらない、生涯教育、全
人教育としての一面を有するものといえよう。

このようななか、特に大学のキャリア教育
については、2005 年 12 月に、社団法人国立
大学協会（教育・学生委員会）が「大学におけ
るキャリア教育のあり方－キャリア教育科目
を中心に－」を公表している。ここでは、大学
におけるキャリア教育の目標である「学生・
院生のキャリア発達」の具体的内容として、

「将来設計」、「キャリア・職業観の形成」、「職
業・専門能力の形成」、「職業・進路の選択・
決定」が挙げられた５）。さらに、最近では、就職
状況がますます厳しくなるなかで、文部科学
省が「大学の質保障と学生支援の推進」のため
の 2010 年度新規事業として「大学生の就業力
支援事業」を募集するなど６）、高等教育におけ
るキャリア教育が、大きな社会的課題となっ
ている。大学の設置基準においても、2011 年
4 月以降、「大学は、生涯を通じた持続的な就
業力の育成を目指し、教育課程の内外を通じ
て社会的・職業的自立に向けた指導等に取り
組むことが必要で、そのための体制を整える
こと」が求められている７）。

これらの状況を踏まえ、本研究では、女子学
園におけるキャリア教育を推進するために必
要な教材の内容について検討することにした。
筆者らは、これまでに女子学園に通う学生・
生徒が理想とするライフコースについて研究
し、女子学生、女子生徒の生活設計と就業選択
の関係についてＭ字型就労を志向するものが
相対的に多いことや、学年の進行に伴い、結

婚・出産後の就労継続や再就職に対する希望
が高まることなどを把握してきた８）。また、女
子大卒業生の卒業後のライフコースに関する
事例研究では、学生時代に考えていた理想の
キャリアスタイルを実現している者は、フル
タイム志向やＭ字型志向であった者の半数強、
専業主婦志向であった者の 3 分の１に留まっ
ていること、さらに「キャリア教育やインター
ンシップなどの就職関連の授業等を在学中に
学びたかったとする者が多い」ことなどを明
らかにした９）。このような先行研究の成果を
考慮すると、特に、女子学園におけるキャリア
教育のあり方を考える際には、女性のライフ
スタイルの特徴、家族形成及び将来の生活設
計とキャリア形成との関係を重視したアプロ
ーチが必要であると考えられる。そこで、本研
究では、上記の点を前提としながら、女子学園
においてキャリア教育を実践するための教材
に求められる諸要素を明らかにすることを目
的とした。併せて、それらの諸要素を踏まえた
女子学生・女子生徒のためのキャリア教育用
教材の試案についても提案することにしたい。

２．研究方法
本研究では、女子学園におけるキャリア教

育用教材に必要な諸要素を抽出するため、以
下の手順で研究を実施した。

① はじめに、既存の中学生・高校生・大学
生を対象とするライフデザインやキャリアデ
ザインに関する教材を収集し、その内容を分
析することにした。ここで分析対象教材とし
たのは、以下の 10 種類の教材である。
a. 小冊子

No.1：名古屋市教育委員会編「My future
未 来 を つ く る の は あ な た た ち 」
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（2000） 
No.2：名古屋市教育委員会編「男女平等ハ

ンドブック ライフデザイン」（2009） 
No.3：文部科学省生涯学習政策局男女共同

参画学習課「女子学生のみなさんへ
はたらく くらす 見つめよう私のラ
イフプランニング」（2010） 

No.4：吉田あけみ「女性学を学ぼう」（1993）
b. ワークブック

No.5：吉田あけみ「自己形成史をつくる」
（1994）

No.6：吉田あけみ「自分さがしの旅」（1994）
No.7：加藤容子・西出弓枝・小倉祥子「人

間論キャリアデザイン」（2009） 
c.  DVD

No.8：お茶の水女子大学「女性リーダー育成
プログラム紹介 DVD  migakazuba」

（2009）
No.9：お茶の水女子大学「女性研究者に適

した雇用環境モデルの構築 ロール
モデル DVD」（2009）

d. Web コンテンツ
No.10：人間関係学部 HP 内「人との関わり

のなかで活躍する女性たち」
http : / /www.hs . sug iyama -u . a c . j p/
messages/index.html
上記の分析対象教材については、中学生・

高校生レベルでわかりやすい中立的な内容を

もつ教材として No. 1、No. 2、女子大学の特
性を踏まえた大学生レベルの教材として
No.3、No.8、No.9、筆者らが執筆や編集に関
与した教材として、No.4、No.5、No.6、No.7、
No.10 を選定した 10）。また、教材の選定にあた
っては、多様な媒体を対象とするよう配慮し
た。

② 次に、10 種類の収集教材の内容を分析
した結果を総括することにした。ここでは、各
教材に共通する内容を把握し、女子学園にお
けるキャリア教育用教材に有効なコンテンツ
やツールなどを明確にした。

③ ②で抽出されたコンテンツを踏まえ、女
子学園での理想的なキャリア教育用教材の全
体像を明らかにした。さらに、それに基づく当
該教材の内容構成について提案することにし
た。

 
３．結果及び考察
１）ライフデザイン・キャリアデザイン関連

教材の内容
(1) 各教材の内容と特徴

10 種類の教材について、基本情報（教材タ
イトル、著者・制作者、発行・制作年月、教材
の形態、主な対象者）に加え、教材制作の趣旨、
内容構成について明らかにしたうえで、教材
の特徴を抽出すると、表１－１～表１－ 10 の
とおりとなった。
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表１－１　教材（No.1）の内容と特徴
教材タイトル My Future 未来をつくるのはあなたたち

著者・制作者 國信潤子・宗方比佐子・吉田あけみ／名古屋市・名古屋市教育委
員会（編集協力） 発行・制作年月 2000年3月

教材の形態 小冊子（主に解説）［全23ページ］ 主な対象者 中学2年生

教  材  制  作  の  趣  旨

名古屋市の中学生（2年生対象）に向けて、性別役割分業の固定意識を払拭し、自分らしく将来の生き方を描いてもらえるよう
に、「男女平等」について考えることをねらいとして本教材が制作された。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

―
（1）

はじめに ・本冊子の趣旨について解説。

―
（2）

エッセイ～いとうまい子「いつまでも自分ら
しく」

・女優のいとうまい子氏（名古屋市出身、「高校聖夫婦」など多数出
演）からの、「自分らしさを発揮できる人生」を送ってほしいという
メッセージを掲載。

―
（２）

真実と拓也
・みんなの進路は？

・「女らしさ・男らしさ」から「自分らしさ」へ～発想の転換を示唆。
・産業別雇用者数及び雇用者総数に占める女性の割合（名古屋市）の

グラフを掲載・解説。
―

（２）
真実と拓也
・女性のパイロットはカッコいい

・救急隊に憧れて消防士～女性消防士の事例を紹介。
・いつの間にか、好きな道へ～男性保育士の事例を紹介。

―
（２）

真実と拓也
・好きな仕事をする幸せ

・大好きな運転ができて、毎日が充実～女性市バス運転手の事例を
紹介。

・回り道をしてたどりついた看護の仕事～男性看護士の事例を紹
介。

―
（２）

真実と拓也
・働き続けてよかった

・女性建築士（真実の母）について紹介。
・女性の労働力率（国際比較）のグラフを掲載・解説。

―
（２）

真実と拓也
・仕事も家庭も大切

・「男は仕事、女は家庭」から「女も男も仕事と家庭を」～発想の転換
を示唆。

―
（２）

真実と拓也
・夢に向かって

・女子差別撤廃条約とは？～条約の趣旨や内容、関連法案（男女雇用
機会均等法、労働基準法の改正など）を解説。

―
（２）

向井千秋さんからのメッセージ「自分の可能
性を信じて」

・日本人初の女性宇宙飛行士、向井千秋さんへ「中学生の頃の夢」、
「今の働く女性の状況をどう思うか」などについてインタビューし
た内容を掲載。

―
（２）

未来の設計図 ・「こうなっていたい姿」、「そのためにやるべきこと」、「なりたい職
業」について、生徒たちに考えさせ、記入させるワークシートを掲
載。

・育児・介護休業法について説明。
―

（1）
素敵度チェック ・20項目による、男女共同参画社会への意識をチェック。

―
（1）

しっかり読めたかなクロスワード ・小冊子の内容をクロスワードで確認。

―
（1/2）

男女平等へのあゆみ ・1945年から2000年まで「名古屋市」、「日本」、「世界」における男女平
等へのあゆみを紹介。

―
（1/4）

男女共同参画推進室 ・男女共同参画推進室を紹介。

―
（1/4）

「男女共同参画プランなごや」 ・「男女共同参画プランなごや」を紹介。

―
（1）

参考図書 ・参考図書（2冊）、その他教材（4冊）、ビデオ教材（1本）を紹介。

教 材 の 特 徴

・職業選択について考えてもらう頁のボリュームが多く、男性職に参入してしる女性や、女性職に参入している男性の事例を紹
介するなど、性別による職業選択の幅を狭めないで欲しい（あきらめないで欲しい）というメッセージが強い。

・中学校の進路指導用に利用してもうらようにイメージして作成している。
・自分の男女共同参画社会への「意識度チェック（素敵度チェック）」が出来るワークがある。
・冊子後半に、内容を理解できているかをチェックする「クロスワード」がある。
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表１－２　教材（No.2）の内容と特徴
教材タイトル 男女平等ハンドブック ライフデザイン

著者・制作者 山田綾（監修） 発行・制作年月 2009年6月

教材の形態 小冊子（主に解説） ［全21ページ］ 主な対象者 中学2年生

教  材  制  作  の  趣  旨

“男女平等の社会は、自分を大切にしながら、ひとりの「人」として生きることができる社会であるとし、ひとりひとりの個性
が輝く社会、そして、それをお互いに認め合える社会になることを希求し、これからの社会を生きるための未来へのハンドブ
ック”として作成された。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

―
(1)

はじめに ・本冊子の趣旨について解説。

―
(2)

インタビュー
加藤晴彦さんが「仕事」をキーワード
に語る

・若い世代に人気のあるタレントの加藤晴彦氏（名古屋出身、中学生日記出
演）からの、仕事に対する姿勢についてのメッセージを掲載。

―
(5)

やりたい仕事があってもなくても将
来の仕事について考えてみよう

・様々な仕事を紹介。
・大人、特に女性の働き方を概観し、仕事をしながら、どのように育児や介

護に携わるのかについて考えてみることを提案。

―
(3)

家族とわたしたち ・父親の家事労働や生活の中の衣食住、親子やパートナーとの関係に目を
向けながら、家族について考えてみることを提案。

―
(4)

男女平等ってなんだろう ・男女平等について、人びとの意見や統計の数値をとおして、考え、理解さ
せる内容を掲載。

―
(2)

男女平等に関する法 ・日本国憲法、女子差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法、男女雇用均等
法、育児・介護休業法、ＤＶ防止法、次世代育成支援対策推進法等について
解説。

―
(2)

男女平等に関する年表 ・1945年から2009年までの男女平等に関する条約、法律、会議、その他の
様々な事業について、「世界」、「日本」、「名古屋市」のセクション別にまと
めた年表を掲載。

―
(2)

こんな本もあります ・推薦図書を紹介。

教 材 の 特 徴

・中学生・高校生のための、男女共同参画についてのハンドブックである。
・平易なことばで、解説がなされ、併せて、グラフや表、写真、イラストを掲載して、わかりやすい教材となっている。
・メッセージを伝える人物として、若者に人気のあるタレントを採用し、内容について受容し易い工夫がなされている。
・関心のある仕事について、周囲の人々にインタビューしたり、資料を集めたりして、内容を書き込むワークシートも収録して

いる。
・女性だけでなく、男性の視点からも語られ、バランスのとれた内容になっている。
・カラー印刷を使い、温かく、身近な雰囲気のハンドブックになっている。
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表１－３　教材（No.3）の内容と特徴
教材タイトル 女子学生のみなさんへ  はたらく くらす 見つめよう私のライフプランニング

著者・制作者 文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課 発行・制作年月 2010年３月

教材の形態 小冊子（主に解説）［全14ページ］ 主な対象者 女子大学生

教  材  制  作  の  趣  旨

文部科学省では、有識者からなる「女性のライフプランニング支援総合推進委員会」を設け、女性が主体的な働き方を選択
していくことができるように多様な選択肢の存在やワーク・ライフ・バランスに関する情報を提供し、長期的な視点で自らの
人生設計（ライフプランニング）をもてるよう女性のライフプランニング支援に関する事業を実施した。その推進のための小
冊子として、本教材が制作された。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

―
(1)

(はじめに)
インデックス

・文部科学省では、女性のライフプランニング支援に関する事業
を行っていることを解説。

―
(3)

入社１～3年目の女性に聞いた10の質問
「働くこと」ってなんですか？

・大学・短大卒の女性207名に、仕事とライフプランに関する10の
質問(「あなたにとって“働く”とは」、「今の仕事に満足している
か」、「モデルとなる先輩女性はいるか」、「結婚や出産したら仕事
はどうするか」など)に答えてもらった結果を、グラフ等で紹介・
解説。

―
(4)

女性のためのライフプランニング座談会 ・「女性のライフプランニング支援総合推進委員会」の3名の女性
委員（大学教授、男女共同参画課長、民間企業研究員）による座談
会の内容を掲載。

・Ｍ字型就労、出産による就業状況の変化などのグラフを参考資
料とし、長期的ライフプランニングの必要性などを解説。

―
(2)

生涯にわたり女性が学習するということ ・上記委員会の男性委員（大学教授）がライフプランニングにそっ
て生涯学習を行うことの意義を解説。

・生涯学習施設（男女共同参画センター、放送大学等）や関連のウ
ェブサイト（国立女性会館、女性と仕事の未来舘、内閣府男女共
同参画局）を紹介。

―
(2)

今、女性にとって働きやすい職場とは ・３名の女子大生が男性委員（ＮＰＯ法人事務局長）に女性の働き
方と職場環境に関する質問をし、女性が働きやすい企業の取組
みについて「ダイバーシティ」や「ワーク・ライフ・バランス」を中
心に学習する内容を掲載。

・企業の取り組みを紹介しているウェブサイト（均等・両立推進企
業表彰受賞企業一覧、両立支援のひろば）等や次世代育成支援対
策推進法で認定を受けた事業者の認定マーク（くるみん）を紹
介。

―
(1)

「女性のライフプランニング支援総合推進
委員会」から就職を控える女子学生の皆さ
んへ

・5名の委員からの、就職を控える女子学生に対するひと言メッセ
ージ（「勇気をもって乗り越えてほしい」、「将来を見据えたとき
に働いた経験が必ず人生のプラスになる」、「自分の上限や可能
性を決めつけないで上を目指してほしい」など）を掲載。

―
(1)

委員プロフィール ・5名の委員の氏名、現職、これまでに携わってきた仕事を掲載。

教 材 の 特 徴

・「女子学生のための」（対象の性別を限定した）キャリアデザインに関する教材である。
・「多様性（ダイバーシティ）」と「ワーク・ライフ・バランス」がキーワードとなっている。
・女性就労に関する問題点をグラフ等でわかりやすく解説している。
・女性有識者による「座談会」など、読みやすくするための工夫がみられる。
・身近な先輩（入社1～3年目）に対するアンケート結果を活用している。
・現役の女子学生が直接紙面に登場し、専門家に質問するという場面設定がある。
・女性のキャリアデザインについて自主学習できるよう、関連施設やウェブサイトが多数紹介されている。
・デザイン性にすぐれ、女子学生の興味をひきやすい配色、デザイン、レイアウトとなっている。
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表１－４　教材（No.4）の内容と特徴
教材タイトル 女性学を学ぼう

著者・制作者 吉田あけみ 発行・制作年月 1993年4月

教材の形態 小冊子（主に解説）［全52ページ］ 主な対象者 短大生ほか

教  材  制  作  の  趣  旨

日本において「女性学」が入ってきて10数年。女性学の入門書は多々刊行されているが、短期大学等の一般教養で使用でき、半
期で読みきるテキストが少ない状況のなか、少々浅くても広く学ぶことができるテキストとして、本教材が作成された。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

―
(1)

はじめに 本冊子の趣旨について解説。

第1章
(3)

女性学って何だろう 女性学の誕生について説明。
「女性学」、「女性」という言葉から連想するイメージを言葉や絵で表
すワーク。

第2章
(3)

女性問題と人権問題 女性問題は人権問題であることの解説。
人工中絶と女性の性的自己決定権に関する説明。
日常的に使用されている差別的な言葉を考えるワーク。

第3章
(4)

女らしさ男らしさって何だろう ジェンダー概念の解説。
「女/男らしさ」イメージや「らしくしなさい」と言われた経験に関す
るワーク。
自分がしたいこと、できること、他者にしてほしいことなどに関す
るワーク。

第4章
(6)

性別意識の社会化 ジェンダー形成、学校やマスメディアによるジェンダーの社会化の
解説。
教科書、テレビ番組、CM、歌詞などのジェンダー分析ワーク。

第5章
(3)

身近な差別に気づこう スポーツにおける平等、男女混合名簿の解説。
女性/男性によって得したこと損したこと、それらを考えるための
ワーク。

第6章
(7)

結婚 結婚制度、夫婦別姓選択制の解説。
シンデレラのその後のストーリーを考えるワーク。
結婚制度、形態を考えるワーク。

第7章
(3)

離婚 離婚のイメージ、規範、制度に関する説明。
離婚のプラスイメージ、マイナスイメージに関するワーク。

第8章
(4)

雇用機会均等法の正式名称は？ 男女雇用機会均等法、M字型就労の解説。
自分が就きたい職業に関するワーク。

第9章
(5)

1992年施行育児休業法 育児休業法の解説、母性神話、３歳児神話の解説。
子連れ出勤、父親の育児、出生率の減少を考えるワーク。

第10章
(2)

女性解放先進国の人々は今 アメリカ、スウェーデンの男女平等に関する社会的状況の解説。
アファーマティヴアクション、婚外子差別を考えるワーク。

第11章
(4)

開発途上国の女性たち インドの「ダウリー（持参金）」、女子割礼、売買春などに関する解説。
国際社会におけるジェンダー問題を考えるワーク。

第12章
(2)

セクシュアルハラスメントについて考えよ
う

セクシュアル・ハラスメント概念の解説
事例検討のワーク。

第13章
(2)

これから歩き出すあなたのために 現代社会における性による差別を理解した上で、自分がどう生きて
いくかを考えることを確認。
平等意識を考えるワーク、1年後の自分に手紙を書くワーク。

―
(2)

引用参考文献
より深く学びたい人のために

・引用文献（21冊）、推薦図書（46冊）を紹介。

教 材 の 特 徴

・半期の授業で女性学のテーマを網羅的に学ぶことができる内容となっている。
・自分の問題として女性学を学べるように、ワークを取り入れるなどの工夫されている。
・各章のテーマに関するワークが学生にとって興味関心をもって取り組めるものとなっている。
・各法律、婚姻届、離婚届、出生届などの資料が掲載されており、学生の関心を引き出す工夫がなされている。
・女性学に関する講義のテキストと同時にワーク集としても活用できる。
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表１－５ 　教材（No.5）の内容と特徴
教材タイトル 自己形成史をつくる

著者・制作者 吉田あけみ 発行・制作年月 1994年4月

教材の形態 ワークブック［全32ページ］ 主な対象者 短大生・大学1、2年生

教  材  制  作  の  趣  旨

本教材は、卒業後、成人後のキャリアプランニングのために、学生たちが現在までの自分の歩みを、特に人間関係と社会との
関係を踏まえて振り返り、未来の生き方を社会情勢の変化も視野に入れて考えることを意図して制作された。ここでは、そのた
めの作業を一章ごとにまとめ、最終的には自己形成史が完成するようにデザインされている。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

序章
(1)

なぜこのような作業をするのだろう ・自ら考えて自ら作業をしながら、自己形成史を完成に導くために、
ワークが企画してあることを説明。

・輝かしい未来を創り出すためにも今までを振り返ることが重要で
あることを示唆。

第1章
(6)

「私」をみつめよう ・現在の「私」をみつめるために、＜現在の「私」が好きなもの＞、＜現
在の「私」が嫌いなもの＞などを記述した後で、＜現在の私の環境
＞を図や絵で振り返るワーク。

第2章
(1)

近過去の「私」を振り返ろう ・過去１週間、過去１ヶ月、過去１年間で、それぞれ一番うれしかっ
たことと一番悲しかったことを記入し、さらにそれぞれの理由を
考えるワーク。

第3章
(2)

「私」ってどんな子どもだったのかな？ ・お母さん、お父さん、その他子ども時代を知る人に、「私」の子ども
の頃の様子を聞いてみるワーク。

・自分の人間関係も合わせて見つめ直すための章。

第4章
(5)

「私」の「資料」を探そう ・アルバム、母子手帳、通知表などの資料を見たり、そこにある情報
をまとめるワーク。

・自分の記憶をたどり、またその作業を通じて、周りの人々とコミュ
ニケーションをとるための章。

第5章
(5)

「私」調査に乗り出そう ・先生や友人に「私」を語ってもらうワーク。
・他者とのかかわりの中で我々は生きてきたし、現在も生きている

ことを確認するための章。

第6章
(1)

「私」の家族をみつめよう ・一番身近な集団である家族の中の「私」をみつめるための章。
・家族を動物にたとえて家族紙芝居を作るワーク。

第7章
(3)

「私」の時代背景を探ろう ・「私」の生きてきた社会情勢を知るために、誕生から現在までの社
会の動きを年表にまとめるワーク。

・社会的な存在としての「私」を確認するための章。

第8章
(2)

今一度自分をみつめよう ・私地図や満足度グラフ、私年表を作成するワーク。
・再度自分を見つめることを目的とした章。

第9章
(2)

未来をみつめよう ・「私」の希望を20コ書き出したり、10年後の自分に手紙を書くワー
ク。

・未来のキャリアプランを考えるための章。

第10章
(1)

自己形成史を仕上げよう ・これまでの作業で集めた材料を元に、構成を考え、表題をつけ、表
紙を作成し、自己形成史を完成させるように誘導・解説。

教 材 の 特 徴

・半期の授業で、順番に作業をすることによって、無理なく自己形成史がつくれるように工夫してある。
・この作業を通じて、ライフプランニングができるとともに、コミュニケーション能力の向上や資料収集力の向上、考える力、ま

とめる力、書く力などが向上することを期待している。
・大学の基礎教育などで活用することを想定して作成してあるので、大学で「学問する」、すなわち「学んで問う」の「問う」部分が

苦手な学生たちにとって、身近な問題である自分のことを問い直すことにより、問う力の向上にもつながるよう、たくさんの
ワークを盛り込んでいる。
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表１－６　教材（No.6）の内容と特徴
教材タイトル 自分探しの旅

著者・制作者 吉田あけみ 発行・制作年月 1994年10月

教材の形態 ワークブック［全24ページ］ 主な対象者 短大生・大学1、2年生

教  材  制  作  の  趣  旨

社会の中における自分、自分と他者との関係を見つめ直すことによって、自分自身を理解し、自分の人生をより肯定的に歩ん
でいくための一助とすることを目的に作成された。具体的な作業を通じて、自分の新たな可能性に気付き、次の一歩を踏み出す
きっかけとするために様々なワークが採用されている。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

1
(1)

今の私 ・記入日、記入時間、気分などを書き込むワーク。
・自分探しの旅のスタート。

2
(1)

過去の私 ・幼少時から、小学生、中学生、高校生とその時代ごとに、性格・友人・生
活環境を振り返り、過去の記憶を整理するワーク。

3
(1)

重要な他者 ・人間関係の中で生きていることを確認するために、自分にとっての
重要な他 者を書き出し、それぞれの理由を考えるワーク。

4
(2)

家族とのかかわり ・家族関係図と、私の家族図を作成するワーク。
・家族との関係を見つめ、家族との関係を再構築できるように誘導。

5
(4)

人とのかかわり ・自分の人間関係の特徴を振り返るために、交流分析を学び、エゴグラ
ムや対人関係図を描くワーク。

・自分にとってのより良い人間関係について考えるように誘導。

6
(2)

私の好き ・自分の好きなものを身近なものから選び出し、その理由を考えるワ
ーク。

7
(2)

私の嫌い ・自分の嫌いなものを身近なものから選び出し、その理由を考えるワ
ーク。

8
(3)

私を縛っているものは？ ・ジェンダーによる縛りなどを見つめ、それから自由になる方法を考
えるワーク。

9
(2)

私再考 ・私が大切にしているもの、うれしかったこと、自慢、悲しかったこと、
くやしかったことなどを再度考えるワーク。

・自分を見つめるように誘導。

10
(1)

私の未来 ・私の実現可能性のありそうな希望を書き出すワーク。
・具体的、肯定的に自分の未来をみつめ、ライフプランニングをするよ

うに誘導。

11
(1)

私の自画像 ・マイバースデイケーキや私のコラージュを作成する課題について説
明。

・今の私を表現するように誘導。

教 材 の 特 徴

・ただ単に、事実を記述するだけでなく、その理由をそのつど考えるようワークがたくさん盛り込まれているので、根拠をつけ
て説明するなどの力が、自分という身近な存在を材料にしてつくられるように企画されている。

・根拠を持って話すなどのビジネススキルの向上にもつながるワーク集である。
・自分を文章で表現するだけでなく、コラージュなどで表現するワークもたくさん含まれているので、多角的な表現力の開発に

もつながるものである。
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表１－７　教材（No.7）の内容と特徴
教材タイトル 人間論キャリアデザイン

著者・制作者 加藤容子・西出弓枝・小倉祥子 発行・制作年月 2009年度

教材の形態 ワークブック［全6ページ］ 主な対象者 人間関係学部1年生

教  材  制  作  の  趣  旨

椙山女学園大学の1年生必修科目である「人間論」の「キャリアデザイン」を担当する人間関係学部教員が、授業用（3回分）に作
成したワークブックである。

目　次 （内容構成）

章・項
（ページ量）

章・項のタイトル 主な内容

第1回
（1）

キャリアを学ぶ、これまでのキャリアを振
り返る

・「キャリアとは」キャリアの概念について学習。
・「4年生の話を聞いて、感じることを書こう」4年生をゲストに向かえ、

就職活動についての話を聞いた感想を記述するワーク。
・「4年生への質疑応答」4年生への質問などを書き出すワーク。

実習１
（1）

これまでの自分を振り返ってみよう ・小学校～大学・今を4区分し、①興味、得意、好きなこと、②苦手、嫌い
なこと、③どんな自分、についてそれぞれ記述するワーク。

・「自分ってどんな人間」「自分の人生でゆずれないものは」など、自分
自身を振り返り、自分を知るための材料をみつけるワーク。

＜自分らしさを見つける＞

第2回
（1）

将来のキャリアをデザインする ・学部を卒業した10人の先輩たちのストーリーを読み、どのように感
じるのかを書き出すワーク。

・卒業生ゲストを向かえ、先輩から話を聴取。

実習2
（1）

自分が将来望むキャリアを考えてみよう ・20～30歳代、40～50歳代、60歳以降の3区部で、①家庭、②仕事、③趣
味・余暇のそれぞれをイメージするワーク。

・難しい、不安だと思うことは何かを考慮。
・難しさや不安に対応するためには何が必要かを検討。
＜将来の夢を描く＞

第3回
（1）

学生時代のキャリアをデザインする実習 ・実習1、実習2をへて、今の学生時代をどのように過ごすかを検討。
・1年生、2年生、3年生、4年生のそれぞれにすべき、①学び、②体験、③対

人関係をイメージするワーク。

（1）

改めて、キャリアとは ・これまでの学びの振り返り

教 材 の 特 徴

・キャリアを職業キャリアだけでなく、広い概念でとらえ、どのように生きていきたいのかをこれまでの人生を振り返りながら
考えてもらうよう工夫している。

・3回の実習があり、講義の後半で自分の振り返りの時間をとっている。
・4年生の先輩から就職活動報告を聞き、近い未来の自分をイメージしてもらうよう工夫している。
・卒業生をゲストに招き、学生時代、就職体験などを聞き、卒業後の自分をイメージしてもらうよう工夫をしている。
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表１－８　教材（No.8）の内容と特徴
教材タイトル 女性リーダー育成プログラム紹介ＤＶＤ ｍｉｇａｋａｚｕｂａ

著者・制作者 お茶の水女子大学女性リーダーシップ養成教育研究センター 発行・制作年月 2009年8月

教材の形態 ＤＶＤ［10分（９分56秒）］ 主な対象者 お茶の水女子大学学生

教  材  制  作  の  趣  旨

お茶の水女子大学では、文部科学省特別教育研究経費に基づいて、2006年4月より4年計画で、女性リーダー育成プログラムを
展開。本教材は、同プログラムの趣旨を説明するとともに、その中核となる13回にわたる授業「お茶の水女子大学論」の取り組み
内容を紹介するためのＤＶＤとして制作された。

目　次 （内容構成）

章・項
（秒数）

章・項のタイトル 主な内容

―
(60)

イントロダクション
「ｍｉｇａｋａｚｕｂａ」

・お茶の水女子大学の校歌であり、女性リーダー育成プログラムのテ
ーマでもある 「migakazuba （みがかずば）」 の由来と精神について
解説。「みがかずば玉もかがみもなにかせん学びの道もかくこそあり
けり」 （1876年に昭憲皇太后より下賜された歌。自分の力を信じ、絶え
ず自らを輝かせる精神。）

・お茶の水女子大学では 「migakazuba」 の精神に基づいて “Make a 
Difference!”を実践する人間の育成を目指していることを解説。

・私のチカラ、再発見女性リーダー育成プログラム 「migakazuba」 と
提示。

―
(30)

羽入佐和子学長の話 ・お茶の水女子大学の歴史について簡単に説明。
・時代時代に合ったかたちで、女性が社会で活躍できるような「スキ

ル」を身につけてきたことが、お茶の水女子大学の教育の歴史である
ことを解説。

―
(133)

女性リーダー育成プログラムとは ・女性リーダー育成プログラムにおける「お茶の水女子大学論」につい
て解説。

・「お茶の水女子大学論」受講生のうちの3名に対し、「あなたにとって
のリーダー像」を尋ねたインタビューの様子を紹介。

・「お茶の水女子大学論」の授業風景と講義担当教員からのコメントを
紹介。

・「お茶の水女子大学論」の講座の3つのポイント（1. お茶の水女子大学
の歴史を知る、2. 将来のキャリアについて考える、3. お茶大を良くす
る企画を考えるグループワーク）を解説し、学生たちは、これらを意
識しながら、Creative、Communication、Organization のスキルを学
ぶことを説明。

―
(92)

ロールモデル講演会とロールモデル紹介 ・4名の卒業生のロールモデル講演会の様子を提示し、このうちの1名
（三菱ＵＦＪニコスコンプライアンス総括部勤務）について、講演会
の映像や、職場で働く様子及び、女性リーダーとは何かについてイン
タビューした様子を紹介。

・上記の卒業生の職場の上司からのコメントを紹介。

―
(122)

グループワーク 「お茶大のここをよくし
たい」

・グループワークの様子を映像で紹介。
・グループワークの感想などをインタビューした様子を紹介。
・グループワーク担当講師からのコメントを紹介。

―
(133)

プレゼンテーション発表会 ・プレゼンテーション発表会の様子を紹介。
・グループワークとプレゼンテーション全般に関する学生の感想を紹

介。
・担当講師とゲスト講師からのコメントを紹介。
・表彰式の様子を紹介。

―
(26)

エンディング
（羽入佐和子学長の話）

・（羽入学長の話の続きとして） この大学で学んだこと、自分の力に自
信を持って、さまざまなことに立ち向かってほしいというエール。

・エンディングロール「学ぶ意欲のある全ての女性の真摯な夢の実現
の場お茶の水女子大学」

教 材 の 特 徴

・ＤＶＤという教材の特性から、動画により視覚に強く訴え、見る人の興味を引く教材となっている。
・お茶の水女子大学の独自の精神 「ｍｉｇａｋａｚｕｂａ」 が、一貫したキーワードとなって、ＤＶＤ全体において見え隠れし

ている。
・プログラムの理念や精神などが、アニメーションを伴う図によって、わかりやすく解説されている。
・女子学生や卒業生などの「インタビュー」や「取り組みの様子」が多く紹介され、具体的でわかりやすい内容の提示がなされて

いる。
・担当教員や職場の上司などからのコメントを通して、プログラムの評価（良さ）を、説得力をもって伝えている。
・映像や静止画の色やデザイン、見せ方に統一性があり、美しい。
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表１－９　教材（No.9）の内容と特徴
教材タイトル 女性研究者に適合した雇用環境モデルの構築 ロールモデルDVD
著者・制作者 お茶の水女子大学 発行・制作年月 2009年3月
教材の形態 ＤＶＤ［30分（29分47秒）］ 主な対象者 女性研究者、大学院生

教  材  制  作  の  趣  旨

女性研究者支援プログラムの遂行について、実践の背景とロールモデルを提示し、研究と育児の両立の実現のための取組を
紹介したＤＶＤである。支援プログラムを利用する5名の理系女性研究者に焦点を当て、彼女たちの研究と育児との両立につい
て説明し、COSMOS(Career Opportunity Support Model from Ochanomizu Scientists)推進室が果たす役割についても解説し
ている。

目　次 （内容構成）

章・項

（秒数）
章・項のタイトル 主な内容

―
(120)

イントロダクション
お茶の水女子大学の歴史

・ＤＶＤ制作の趣旨説明。
・お茶の水女子大学には、女子教育をリードしていた歴史があること

を紹介。

―
(185)

お茶の水女子大学学長郷 通子 博士 ・学長である郷通子博士は、生物物理学を専門とする優れた研究者で(モジュー
ル概念提唱)、二児の母。

・研究の醍醐味は新しい発見の瞬間で、「研究者をやめることはない」と言及。
・優秀な同級生の中ですべてが能力を発揮できたわけではないことから、女性

研究者の雇用システム改革の必要性を提唱。

―
(120)

女性研究者に適合した雇用環境モデルの
構築（平成18年度文部科学省採択 女性研
究者支援プログラム）

・子育て世代の理系女性研究者を支援するシステム改革を提案。
・テーマは「雇用環境モデルの構築」。
・勤務時間9－5時を基本に帰りやすい勤務体制づくり。
・ワークライフバランスを重視した雇用環境改革を提案・実施。
・実験系研究者（時間空間の制約大)の子育て期の両立困難な状況を改善。

―
(139)

プログラム実施の背景 ・国立独立法人唯一の女性学長、女性教員の割合が半数に近づく状況。
・プログラムでは、小学生以下の子供を持つ5人の女性研究者をモデル

に支援メニューを提供。

―
(209)

古川はづき教授（物性物理学） ・モデルの事例紹介①（2008年第2子出産。研究と子育てが両立できるように
なった。大学隣接少人数保育施設「いずみナーサリー」に子供を預ける。仕
事に集中できることで精力的に実験に参加し、論文も発表できた。）

―
(148)

相川京子准教授（生物化学分子生物学糖鎖
科学）

・モデルの事例紹介②（2人目を出産してプログラムを利用。研究補助者のサポ
ートを受けている。研究は自分で作り上げる喜び。目の前にあるデータは地球
上で私しか知らないという、他にない満足感がある。5時には大学を出て保育
園にお迎え。ワークライフバランスを実践し研究成果を上げている。）

―
(207)

水村真由美准教授(身体運動科学) ・モデルの事例紹介③ （ダンスを理解する人を増やしたいと、バレリ
ーナから研究の道に。第2子を出産後、2007年12月に復帰。研究補助者
や院生のサポートを受ける。産休中も出産入院中も研究補助者から
連絡を受け、大学から離れていても研究から切れないでいることが
できた。一人でできる研究ではなく、人に支えられていると感じてい
る。サポート者（男性）は、産んだあとであれば、男性にサポートをつ
けることも女性支援になりうると感じている。）

―
(140)

近藤るみ講師（分子進化学集団遺伝学） ・モデルの事例紹介④ (2名の研究補助者と研究。補助者は遠慮なく頼
める欠くことのできない存在。二児の母で、大学のそばに居住し自転
車で通勤。何かあったら大学に子供が来れる。研究者は、女性に向い
ている職業だと思う。)

―
(242)

矢島知子助教（有機化学） ・モデルの事例紹介⑤ （研究補助者のおかげで最も研究時間の取れなかった
時期の3倍の時間を確保できるようになった。子供は幼稚園で、午後は両親
が保育。大学併設の子連れ可能の宿泊施設である大塚宿舎を時々利用。）

―
(65)

COSMOS推進室 ・COSMOS推進室が、研究と子育てを両立できる支援プログラムを推
進。

・支援メニューの効果検証、HP・情報バンクの管理と運営、メディア対
策、DVD制作、報告会の開催、交流会の開催、ロールモデル取材などを
実施。

―
(212)

エンディング
（郷学長の話など）

・科学技術分野での女性研究者の必要性。
・お茶大インデックス（研究機関の特徴に応じた女性の働きやすさ指

標）の普及。
教 材 の 特 徴

・理系女性研究者を対象としたロールモデルを提示している。
・女性支援プログラムにどのようなものかが必要であるのか、その一例を提示するものである。
・女性研究者視線の取組の重要性を指摘し、その必要性を訴えている。
・インデックスの構成要素を提示（組織の支援体制、勤務体制、女性研究者支援対策⇒研究教育支援、情報支援、次世代育成の取

組、意識啓発の取組）し、組織システムの改革を訴えている。
・資金の投入も必要だが、モデルの普及がお茶大の使命であるととらえている。後続の人たちへの道の提示が今後の発展につな

がる。
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表１－ 10　教材（No.10）の内容と特徴
教材タイトル ひととの関わりの中で活躍する先輩たち

著者・制作者 椙山女学園大学人間関係学部 発行・制作年月 2009年

教材の形態 Webコンテンツ［全5ページ］ 主な対象者 高校生（受験生）など

教  材  制  作  の  趣  旨

 椙山女学園大学人間関係学部のウェブサイトにおいて、主に、受験を控えた高校生に対する学部紹介のための情報提供ツー
ルとして制作されたコンテンツである。卒業生の活躍を通して、学部教育の方針や特徴について、具体的にわかりやすく提示し
たものである。

目　次 （内容構成）

章・項
ページ量

章・項のタイトル 主な内容

―
(1/2)

児童養護施設保育士
安藤美菜子さん（2006年3月臨床心理学科
卒）

・先輩紹介① (2年間のケースメソッドでの現地実習がきっかけで、様々な事情
で家庭生活を送ることのできない子どもたちと関わる仕事に。過去の傷を癒
し、未来へ踏み出す力を育むために、ぎゅっと抱きしめ愛情を伝える毎日。)

―
(1/2)

臨床心理士
渡邉智香子さん（1998年3月人間関係学科
卒）

・先輩紹介② （他大学の院で資格を取得。病院や学校でカウンセラーとしてク
ライアントの心に寄り添う毎日。決められた「枠」があるからこその純粋な信
頼関係の重要性を語る。大学院が設置された現在の椙山の環境が羨ましい。）

―
(1/2)

地域サークル主宰
早川尚絵さん（1996年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介③ （易学研究会で培ったコミュニケーション力、交渉力をもとに、
美術教師の夫とともに「サークル夢の樹」を立ち上げ、様々な年齢、職業の
方々と交流する地域教育の場を提供。さらに、通信教育で家庭教育学を勉強
中。）

―
(1/2)

検事
上山晶子さん（1991年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介④ （ケースメソッドで女性の社会進出を学び、自身の生き方・職業
観を考え、司法試験にチャレンジ、検事の道へ。自身の辛さを表現できない事
件の被害者の心の叫びに様々な角度から質問し耳を傾けることを心がけて
いる。

―
(1/2)

国際協力センタースタッフ
村上麻衣子さん（2003年3月人間関係学科
卒）

・先輩紹介⑤ （各々1年のイギリス自主留学とオーストラリア交換留学。相互
理解には言葉のみではなく生活習慣や文化を尊重し柔軟に対応することが
必要という認識のもとに、途上国の人材育成、アジアの青少年交流に取り組
む。）

―
(1/2)

中京テレビアナウンサー
本田恵美さん（1996年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介⑥ （教員との距離も近く多くの友人とキャンパスライフを楽しみ
資格も取得。自らの感動をもとに企画を練り、世代を超えたスタッフ、取材対
象、視聴者も含めた人々と力を合わせ、人を元気付けられる番組制作に携わ
っている。）

―
(1/2)

ＪＲ東海人事
小川真理子さん（2004年3月人間関係学科
卒）

・先輩紹介⑦ （多彩なジャンルの科目が全て人間関係とリンクしている人間
関係学科の学びの中で人間関係を多角的に捉える視点が培われた。職場で新
人研修を担当する際に、自ら問題を見つけ解決する力の育成に努めている。）

―
(1/2)

老人ホーム介護スタッフ
鈴村友海さん（2005年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介⑧ （単調になりがちな老人ホームの生活の中に、楽しいレクリエー
ションを企画、自ら趣味のフルート演奏も。感謝の言葉を励みに、日々の仕事
と介護福祉士の資格取得のための勉強を両立させて頑張っている。）

―
(1/2)

ＪＴＢ中部カウンター営業
矢野陽子さん（2001年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介⑨ （新人の頃の新幹線切符の手配ミス、誠心誠意対応してお客様に
暖かく受け入れてもらった体験を肝に銘じ、接客に励み10年。1学部でも充実
した図書館や就職支援を受けられる日進キャンパスの魅力を語る。）

―
(1/2)

㈱スズキ自販中部営業
田口薫さん（2003年3月人間関係学科卒）

・先輩紹介⑩ （車を求める様々なお客様の要望に沿うサービス、購入後の点検
や各種サービスに細やかな心遣いを心がける日々。新入生をサポートするチ
ュートリアルセミナーでの指導体験は、自分を振り返る良い機会であった。）

教 材 の 特 徴

・「人とのかかわりの中で活躍する先輩たち」 と題して、人間関係学部での学びで培った「人間関係力」 を活かして、仕事、家庭、
コミュニティなど様々な場面で活躍する先輩たちを紹介するウェブサイトである。

・本ウェブサイトは、以下の5つの話から構成され、各々2名ずつ全部で10名の先輩の活躍状況が写真入りで紹介され、学部での
様々な学びが具体的に紹介されている。

Story 1 「心理学の知識を仕事に活かす先輩たち」
Story 2 「女性として、しなやかに生きる先輩たち」
Story 3 「国や世代を超えて活躍する先輩たち」
Story 4 「人間関係力を仕事に活かす先輩たち」
Story 5 「お客様とのふれあいで成長する先輩たち」

・華やかなキャリアのみではなく、地味な仕事、営業職など、身近な人選がよい。
・資格も重要であるが、それのみではなく「人とつながる」 「人間関係力」をアップさせる様々な仕組み、環境が整っていること

がよく伝わり、学部選びを考える高校生に大変興味深く魅力的なものになっている。
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表２　キャリア教育用教材に共通にみられる内容

教材の種類

教材の内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M
y  

F
u
t
u
r
e

未
来
を
つ
く
る
の
は

あ
な
た
た
ち

男
女
平
等
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

女
子
学
生
の
み
な
さ
ん
へ

は
た
ら
く 
く
ら
す

見
つ
め
よ
う 
私
の

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

女
性
学
を
学
ぼ
う

自
己
形
成
史
を
つ
く
ろ
う

自
分
探
し
の
旅

人
間
論
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

お
茶
の
水
女
子
大
学

女
性
リ
ー
ダ
ー
育
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
紹
介
D
V
D

お
茶
の
水
女
子
大
学

女
性
研
究
者
に
適
合
し
た

雇
用
環
境
モ
デ
ル
の
構
築

ひ
と
と
の
関
わ
り
の
中
で

活
躍
す
る
先
輩
た
ち

コ
ン
テ
ン
ツ

男女平等
（男女共同参画）の

理念
○ ○ △ ○ △ △

男女平等
（男女共同参画）に

関する法律
○ ○ ○ ○

男女平等
（男女共同参画）に

関する年表
○ ○

女性と人権
（差別） ○ ○ ○

性別役割分業意
識・ジェンダー

（の払拭）
○ ○ ○

女性と仕事
（キャリア） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

仕事と家事・育児の両立
（ワーク・ライフ・バランス） ○ ○ ○ ○ ○

ロールモデルのキ
ャリア ○ ○ ○ ○ ○ ○

私（自分）をみつめる ○ ○ ○ ○
私と家族 ○ ○ ○
人とのかかわり ○ ○ ○ ○
ライフプランニング

（未来の設計） ○ ○ ○ ○ ○

女性と学び ○ ○ ○ ○
女子大学の歴史 ○ ○

ツ
ー
ル

グラフ ○ ○ ○ ○
写真 ○ ○ ○ ○
映像 ○ ○ ○
メッセージ

（インタビュー） ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○

ワークシート ○ ○ ○ ○ ○ ○
参考図書（推薦図
書）・関連ウエブ
サイト

○ ○ ○ ○ ○

注：１）複数の教材に共通にみられる特徴（コンテンツ、ツール）について掲載した。
２）該当する特徴が直接みられる教材に○、潜在的・二次的にみられるものに△を付した。

(2) キャリア教育用教材に共通する内容
次に、表１－１～表１－ 10 にみられる 10

種類の教材の特徴に基づき、女子学園におけ
るキャリア教育用教材に共通する内容を抽出
する。それぞれの教材について、コンテンツ及
びツールの２つの側面に注目し、10 種類の
教材のうち複数（2 種類以上）の教材に共通に
みられた内容を整理すると、表２のとおりと
なる。

教材のコンテンツについては、①男女平等
（男女共同参画）を志向し、女性の人権を守り、
性別役割分業意識の払拭を目指すもの、②女
性の仕事（キャリア）及び仕事と家庭の両立

（ワーク・ライフ・バランス）について考えさ
せるもの、③自分自身や家族、自分と関わる人
とのつながりについて認識を深めさせるもの、
④未来の自分の生き方、働き方を計画させる
もの、⑤女性と学びの必要について理解させ
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るものなどに大別される。男女平等や男女共
同参画に対する理解は、現代のキャリア教育
の前提となる考え方として重要であり、関連
法については、女子差別撤廃条約、男女雇用機
会均等法、育児・介護休業法などの理解を求
めるものが多い。また、女性と仕事（キャリア）
に関してはロールモデルのキャリアを提示し、
性別にかかわらず自由な職業選択をすること
や、育児期を中心にワーク・ライフ・バラン
スのとれた暮らし方を提案するなど、具体的
な事例によってメッセージを伝えようとする
ものが特徴的である。このほか、自分自身を知
ることが、キャリアデザインにおいて重要な
要素の一つになっている。ここでは、現在の

「私」の嗜好などから、その特徴を理解したり、
過去の「私」を振り返ったり、家族や周囲の人
からみた「私」について知るなど、自分とそれ
を取り巻く人間関係に焦点を当てたアプロー
チがみられる。過去を背景とした現在の自分
自身を正しく理解することはまた、未来の自
分の生き方や働き方を検討するために有効な
プロセスとなっている。このほか、女性と学び
に関しては、生涯学習の勧めや、資格取得が新
たなキャリアを切り拓く可能性のあることな
どが示唆されている。さらに、お茶の水女子大
学の教材にみられる女子大学の歴史は、女性
の社会における位置づけの変容や、今後、女性
に期待される社会的使命などを提示する教材
として興味深い。

教材のツールについては、グラフや写真、映
像などの視覚的ツール、ロールモデルとなる
身近な先輩、あるいは著名人からのメッセー
ジ、さまざまな課題を自ら考えるためのワー
クシートなどがしばしば採用されている。こ
れらは、伝えたい内容をわかりやすく具体的

に提示したり、学習者が主体的に問題と向き
合うことを補助するツールとして有効である。
さらに、参考図書や関連ウェブサイトなどを
掲載している教材も多く、それぞれの学習を
さらに深めるための資料の所在が明らかにさ
れている。

２）女子学園におけるキャリア教育用教材の
検討
(1) 女子学園における効果的なキャリア教育
用教材に求められる諸要素

次に、上記の教材に共通にみられたコンテ
ンツを手掛かりに、女子学園における効果的
なキャリア教育用教材に必要な諸要素につい
て検討した。その結果、同教材に含まれるべき
ものとして、以下の 4 つの時間的または空間
的要素（①～④）11）と、その背景となる基本理
念（⑤）を挙げることができた。
①長期的な時間的要素：過去から現在、未来

へとつながる時間の流れ
②短期的な時間的要素：仕事時間と私的生活

時間のバランス
③社会的な空間的要素：社会的存在としての
「私」と家族、社会を結ぶ関係性

④個人的な空間的要素：仕事、家事・育児、余
暇・学習などの諸活動

⑤基本理念：女子学園の歴史及び使命や、男
女平等、男女共同参画社会の理念
また、これらに基づいて、女子学園における

効果的なキャリア教育用教材の全体像を図示
すると、図１のように捉えることができた。
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ここで、左の図は、基本理念（女子学園の歴
史・使命－男女平等・男女共同参画）及び長
期的時間要素（過去－現在－未来）と社会的空
間要素（私－家族－社会）から構成される。ま
た、その中における私（自己）について、右の図
で、短期的時間要素（仕事・生活－ワーク・ラ
イフ・バランス）と個人的空間要素（仕事・家
事・余暇・学習活動）が検討されるべきこと
を示している。
(2) 女子学園におけるキャリア教育用教材の
提案

最後に、上で明らかにした女子学園におけ
るキャリア教育用教材に必要な諸要素やその
概念イメージを基に、実際の教材内容につい
て具体的に検討した。ここで、本学園の学生・
生徒を教育対象に想定した、女子学園におけ
る効果的なキャリア教育用教材の内容構成案
は、表３のとおりとなった。

本案では、序章で、本学園の歴史や現状、未
来に向けての動きなどを掲載し、学生・生徒
たちが女子学園での学びを通して、これから

のライフデザインやキャリアデザインを考え
ていくためのきっかけを提供する。そして第
１章では、社会における自分自身について見
つめ直し、「私」という人間の個性を自覚させ
るとともに、続く第２章では、現代家族につい
ての理解を深めながら、これからの自己と家
族形成について考えさせる。第３章、第４章で
は、自己の能力開発・能力活用という視点から、
学習、労働（キャリア）のあり方について、我が
国の現状を踏まえつつ検討する機会を与え、
第５章では、性役割を払拭し、性別にかかわら
ずワーク・ライフ・バランスのとれた生き方
が重要であることを示唆する。最後に、第６章
では、男女共同参画社会に対する理解を深め
ながら、自分自身の未来について考えさせ、特
に、仕事や家庭生活（家族形成）、自己実現など
の観点からライフプランニングシートを用い
て具体的な生涯設計をさせるという内容であ
る。

男女平等・
男女共同参画社会

の理念

女子学園の
歴史・使命

私
家族
社会

過去

未来

現在

仕事
キャリア
生活

（プライベート）

家事・
育児

ワーク・ライフ・
バランス

余暇・
学習

図１　女子学園における効果的なキャリア教育用教材の概念イメージ
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－椙山女学園を例として－

序章 知っていますか？　椙山女学園のこと

（１）椙山女学園の歴史－揺るがぬ女性教育への志－

（２）椙山女学園の現在－80,000人の大キャンパスー

（３）未来に向けて－地域に社会に開く椙山　女性の生涯教育機関として－

第１章 「私」をみつめよう

（１）社会の中で生きる「私」

（２）社会の変化と今の「私」

第２章 私と家族

（１）多様な家族形態

（２）自分の家族とその関係

第３章　私の学び

（１）学習機会の平等と生涯学習

（２）私の得意分野－「女子は理数系が苦手？」なのか－

（３）私の自分づくり－「これまで」そして「これから」の学び－

第４章 私と労働

（１）女性の労働をめぐる変遷

（２）日本の女性労働

（３）女性の雇用

第５章 私のワーク・ライフ・バランス

（１）ワーク・ライフ・バランス社会とは

（２）生活時間が仕事に偏る男性、家庭に偏る女性

（３）理想のワーク・ライフ・バランスを目指して

第６章 私の未来

（１）男女共同参画社会を生きる

（２）未来の設計－ライフプランとキャリアデザイン－

第１章～第６章においては、原則として「解
説」、「資料」、「ワークシート」を組み合わせた
展開をすることが効果的である。「資料」にお
いては、関連する法律やグラフ、ロールモデル
からのメッセージなど、学生・生徒たちが課
題について自ら考えるヒントになるような情
報を提供する必要がある。また、「ワークシー
ト」では、過去の振り返りや、自己の嗜好や未
来の志向についての自覚が容易にできるよう
な、わかりやすいテーマ設定を行うことが重

要である。

４．結語
以上のように本研究では、女子学園におい

て効果的なキャリア教育用教材を開発するた
めに、既存の教材の分析と、そこから抽出され
た諸要素に基づく教材（内容構成案）の提案を
行った。

本研究の成果を要約すると、次のようであ
る。

表３　女子学園における効果的なキャリア教育用教材の内容構成案
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① 既存のキャリア教育用教材のコンテン
ツは、男女平等（男女共同参画）を志向し、女性
の人権を守り、性別役割分業意識の払拭を目
指すもの、女性の仕事（キャリア）及び仕事と
家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）につ
いて考えさせるもの、自分自身や家族、自分と
関わる人とのつながりについて認識を深めさ
せるもの、未来の自分の生き方、働き方を計画
させるもの、女性と学びの必要について理解
させるものなどに大別され、そのツールには、
視覚的ツールやメッセージ、ワークシートな
どがしばしば採用されていることが理解され
た。

② 女子学園における効果的なキャリア教
育用教材には、長期的な時間的要素（過去－現
在－未来の時間の流れ）、短期的な時間的要素

（仕事時間と私的生活時間のバランス）、社会
的な空間的要素（私－家族－社会の関係性）、
個人的な空間的要素（仕事、家事・育児、余暇・
学習などの諸活動）及び基本理念（女子学園の
歴史・使命及び男女平等・男女共同参画の理
念）が必要であることが明らかとなった。

③ 本学園を事例に、学園の歴史・現在・未
来を序章とし、「私」をみつめる、私と家族、私
の学び、私と労働、私のワーク・ライフ・バラ
ンス、私の未来、を各章とするキャリア教育用
教材の内容構成案を提示することができた。

最後に、筆者らは、本研究の成果を踏まえて、
本学園の学生・生徒に対するキャリア教育用
教材を制作したことを付言しておく。次年度
以降、この教材を用いたキャリア教育を展開
していく予定であるが、男女共同参画社会に
生きる学生・生徒たちが、女子学園の歴史的・
社会的存在意義に目を向けながらも、性別に
かかわらず、自らの個性や能力を最大限発揮

できるようなキャリアデザインに取り組むこ
とができるよう支援していきたい。

注
 1）中央教育審議会「初等中等教育と高等教育との

接続の改善について（答申）」（1999年12月16

日）では、「学校教育と職業教育との接続の改

善のための具体的方策」（第6章第1節）におい

て、キャリア教育の必要に言及している。

 2）文部科学省 キャリア教育の推進に関する総合的

調査研究協力者会議「キャリア教育の推進に関

する総合的な調査研究協力者会議報告書」

（2004年1月28日）では、キャリア教育について

「一人一人のキャリア発達や個としての自立を

促す視点から、従来の教育の在り方を幅広く見

直し、改革していくための理念と方向性を示す

もの」としている。

 3）文部科学省「小学校・中学校・高等学校 キャリ

ア教育推進の手引き－児童生徒一人一人の勤労

観、職業観を育てるために－」（2006年11月）

 4）国立教育政策研究所生徒指導センター「職業

観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み

（例）」によれば、人間関係形成能力とは「他

者の個性を尊重し、自己の個性を発揮しながら、

様々な人々とコミュニケーションをとり、協

力・共同してものごとに取り組む」領域、情報

活用能力とは「学ぶこと・働くことの意義や役

割及びその多様性を理解し、幅広く情報を活用

して、自己の進路や生き方の選択に活かす」領

域、将来設計能力とは「夢や希望を持って将来

の生き方や生活を考え、社会の現実を踏まえな

がら、前向きに自己の将来を設計する」領域、

意思決定能力とは「自らの意志と責任でよりよ

い選択・決定を行うとともに、その家庭での課
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題や葛藤に積極的に取り組み克服する」領域と

説明されている。

 5）社団法人国立大学協会 教育・学生委員会「大学

におけるキャリア教育のあり方－キャリア教育

科目を中心に－」（2005年12月1日）、p.6の図

１に基づいている。「学生・院生のキャリア発

達」という目標は、さらに「社会への人材輩出、

社会での活躍」という発展的な目標につながっ

ていく。

 6）本事業には、442件の申請中180件が選定され、

本学も「トータルライフデザイン教育の構築と

推進」と題する取り組みで採択された。

 7）文部科学省「大学におけるキャリアガイダンス

－大学設置基準及び短期大学設置基準の改正

－」http ://www.kante i .go . jp/ jp/s ing i/

k inkyukoyou/pd f /02_ca ree rgu idance .

pdf#search='大学設置基準 就業力'

 8）東珠実・太田ふみ子・影山穂波・塚田文子・藤

原直子「学校段階別にみたライフスタイルの将

来展望－女子学園の実態調査をもとに－」『椙

山人間学研究』第3号、椙山人間学研究センター

（2008）、pp.54～67

 9）東珠実・太田ふみ子・小倉祥子・塚田文子・藤

原直子・吉田あけみ「女子大卒業生のライフコ

ースに関する一考察－25事例の分析－」『椙山

人間学研究』第5号、椙山人間学研究センター

（2010）、pp.124～126

10）これらのうち、No.8、No.9は、お茶の水女子大

学が当該プログラム等を紹介するためのＤＶＤ、

No.10は、本学人間関係学部が受験生等に向けて

発信している学部紹介用のウェブサイトである

が、本研究では、これらの媒体が女子学園でキ

ャリア教育を推進するための資料として有効と

考え、「キャリア教育用教材」として取り扱う

ことにした。

11）ここでは、生活は時間的要素と空間的要素から

成り立つと考え（村尾勇之編著『生活の経営と

経済』家政教育社（2008）参照）、時間的要素

以外の生活構成要素を、すべて空間的要素とし

てとらえている。
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１．平成 22 年度 ｢人間発達論｣ プロジェクト
研究体制について

本年は、「人間発達論」プロジェクト研究体
制に大きな変容が生じた年であった。人間学
センター長より、平成 22 年度研究員就任委嘱
を受けたのは、上記 5 名であり、5 名中１名
の交代（中村太貴生前附属小学校長→宇土泰
寛附属小学校長）ではあったが、附属幼稚園長

（椙山美恵子前園長→山口雅史園長）並びに附
属小学校長の交代という大波をもろに受け、
研究体制の再構築と研究の推進にかなりの困
難を感じた１年であった。

２．平成 22 年度研究活動報告
上記のような状況の中で、本年度は、２つの

研究活動を行った。
（１）一昨年度より２年間にわたって行ってき

た椙山女学園における「理想自己の育ちに
関する質問紙調査」を、韓国の小学生・中学
生・高校生を対象として実施するための、
韓国でのフィールドの確保と質問紙の韓国

語翻訳。
（２）附属幼稚園児を対象とした「理想の人間

（大人）像」に関するインタビュー調査。

３．韓国での「理想自己の育ちに関する質問紙
調査」実施に向けて

Seoul 神学大学の玄正煥教授の協力を得て、
質問紙の韓国語翻訳が完了した（資料 1 ～ 3）。
調査フィールドの確保は、継続課題である。

４．附属幼稚園児を対象とした「理想の人物
（大人）像」に関するインタビュー調査について
（１）問題の所在と目的

子どもたちが将来、どのような人間に『なろ
う』と思うかは、それぞれの子どもが持つ目標
としての人間像（理想の自己像）によって決ま
ると考えられる。したがって、本学園の「人間
になろう」という教育理念を実践するために
は、子どもたちが自ら成長・発達していく上
での理想とする人間像（理想自己）を、教師が
適切に援助しつつ、育てていくことが必要で

｢人間発達論｣プロジェクト研究報告
Project and Research Subjects for the Development of Human Nature

 椙山女学園大学教育学部教授
石橋　尚子

 Naoko Ishibashi

椙山女学園大学人間関係学部教授・椙山女学園付属幼稚園長
山口　雅史

 Masafumi Yamaguchi

椙山女学園大学教育学部教授・椙山女学園附属小学校
宇土　泰寛

 Yasuhiro Udo 

椙山女学園高等学校・中学校図書館長
佐久間　治子

 Haruko Sakuma

椙山女学園顧問・椙山歴史文化館長
椙山　美恵子

 Mieko Sugiyama
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ある。そこで、そのような教育実践の基礎とな
る資料を収集することを目指し、子どもたち
一人一人がどういう「人間になろう」と思って
いるのかの実態を把握するため、子どもたち
の持つ理想自己に関する調査を行いたい。

これまで、児童・生徒向け質問紙調査用紙
並びに教師向け質問紙調査用紙を作成し、附
属小学校 3 年生～ 6 年生 234 名、椙山女学園
中学校生徒 620 名、高等学校生徒 1,145 名、椙
山女学園大学教育学部生 102 名、椙山女学園
大学教育学部 1 年生 134 名、人間関係学部生
131 名、教師（幼稚園・小学校・中学校・高等
学校）111 名の計 2,477 名を対象に調査を行っ
てきた。その結果を踏まえ、本年度は、附属幼
稚園児を対象としたインタビュー調査の実施
と分析を試みる。

（２）調査対象者
椙山女学園大学附属幼稚園年長児 80 名（男

児 31 名，女児 49 名）。
（３）インタビュー調査項目
①大きくなったらどんな人になりたいですか。
②それはどうしてですか。どこが好きですか。

（４）調査結果
本報告書を作成している現時点では、まだ

充分なデータ分析を行えていないが、「なりた
い人」を基に分類したローデータ（Table 1・2）
を示し、若干のコメントを行いたい。

○男児はスポーツ選手、女児はケーキ屋さ
んという、幼児の一般的傾向と同様の結
果である。

○すでにジェンダー意識がはっきり見て取
れる。

→中高では、ジェンダーフリーを目指して
教育を行っているが、この幼児期の意識
がその後どのように変化していくのか、

その変化の過程と教育の効果を検証して
みたい。

○幼児が描く理想の人間（大人）像は、仕事
との結びつきが強い。

→小学校中学年の社会科で「働くこと（見え
る仕事・見えない仕事など）」を取り上げ
るが、それらの学習との関係で、今回の調
査結果がどのように変わっていくのか、
興味深い。

→中高や大学でのキャリア教育への発展を
考えるのは、少し無理があるだろうか。

→このような幼児の外見的な捉え方が、小
中高と進む中で、自己の内面へと思考が
深まっていくのであろう。

○「どんな人が好きですか」という質問をす
れば、もっと内面的な人間像が引き出せ
たかもしれない。

また、以下のような「どうしてそうなりたい
のか」という理由を基にした分類を試み、内面
的な理想像を読み取る作業も進めている。

①今好き・楽しい・面白い・きれい・かわい
い・かっこいい・やりたい ……………40名

②上手・速い・いっぱい知っている・前にし
た・上手になった・背が高いなど
  ………………[自分の得意なこと] 12名

③ひとを助ける・治す・守りたい・教えてあ
げたい・食べてもらいたい・ビックリさせ
たい ………………………[人のため] 14名

④父母・祖父など
[（普通の大人も含めて）身近な人の影響] 5名
⑤頭がよくなりたい …………………… 1名

そうなりたい理由の中に、理想とする人物像
の片鱗を見る事ができそうである。担任教師
へのインタビューなども併用し、丁寧に分析
していきたい。
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Table 1　幼稚園男児が「なりたいもの・人」とその理由
年齢 性 なりたいもの・人 理由
年長 Ｍ サッカー選手 かっこいい、習ってる、フォワードがすき

年長 Ｍ サッカー選手 1 位になりたいから

年長 Ｍ サッカー選手 サッカー楽しいから

年長 Ｍ サッカー選手 ボールを追いかけるのが好きだから

年長 Ｍ サッカー選手 今ｻｯｶｰやっているから

年長 Ｍ サッカー選手 シュート入るとうれしいから

年長 Ｍ サッカー選手 ＴＶに出れるから

年長 Ｍ サッカー選手 サッカー上手だから

年長 Ｍ サッカー選手と野球選手 ドラゴンズが好きだから

年長 Ｍ 野球選手 投げるスピードが速いから

年長 Ｍ 野球選手 中日のファン

年長 Ｍ 警察官 かっこいいから

年長 Ｍ 警察官 おもしろそう

年長 Ｍ 警察官、パンや 足が速い、おいしい

年長 Ｍ お医者さん ママを治したいから

年長 Ｍ 病院 人を助けたい

年長 Ｍ 救急隊員 人を助けたい

年長 Ｍ お父さん 優しいし一緒に遊んでくれるから

年長 Ｍ お父さん なんでもできるようになる

年長 Ｍ 車作る人 車が好きだから

年長 Ｍ 車屋さん 最初から決まっている

年長 Ｍ ゴセイジャー ( レッド） かっこいいから

年長 Ｍ ドラゴンボール（悟空） 強いから

年長 Ｍ 恐竜博士 恐竜の名前をいっぱい知っているから

年長 Ｍ 考古学者 いいかなと思った

年長 Ｍ お寿司屋 かっこいい

年長 Ｍ マクドナルドの店員 ハンバーガーを作りたいから

年長 Ｍ バスの運転手 家の人を乗せて喜ばせたい

年長 Ｍ 社長 おじいちゃんが社長だから、働くことがすきだから

年長 Ｍ 頭いい人 もっと頭良くなりたいから

年長 Ｍ わからない

５．おわりに
平成 19 年度から進めてきた｢学園一斉質問

紙調査｣も、本年の幼稚園児へのインタビュー
調査をもって一応の終結をみた。椙山人間学

センターをはじめ、学園関係者の皆様の多面
的なご支援とご協力に、厚くお礼申し上げま
す。



Journal of Sugiyama Human Research 2010134

「人間発達論」プロジェクト研究報告

Table 2　幼稚園女児が「なりたいもの・人」とその理由
年齢 性 なりたいもの・人 理由
年長 Ｆ ケーキ屋さん
年長 Ｆ ケーキ屋さん 皆にケーキ食べてもらいたい
年長 F ケーキ屋さん チョコが好きだからキャラクターのケーキを見たことがあるから
年長 F ケーキ屋さん おいしいケーキを作りたい
年長 F ケーキ屋さん かっこいいから
年長 F ケーキ屋さん ケーキが作りたいから
年長 F ケーキ屋さん ケーキ美味しいから
年長 F ケーキ屋さんピアノの先生 ピアノ習ってるから
年長 Ｆ ケーキ屋さん、タレント 皆のおいしいケーキを食べさせてあげたい
年長 Ｆ お医者さん 皆助けたい
年長 Ｆ お医者さん 助けたい
年長 F お医者さん 助けたい
年長 Ｆ お医者さん 皆の命をまもりたいから
年長 Ｆ お医者さん 人を助けたい
年長 Ｆ お医者さん 人を助けたい
年長 Ｆ 産婦人科の先生
年長 Ｆ 歯医者 虫歯治せるから
年長 Ｆ お花屋さん お花を綺麗に育てたい
年長 Ｆ お花屋さん バラのとげをきりたい、花が綺麗だから
年長 Ｆ お花屋さん お花がすきだから
年長 Ｆ お花屋さん 綺麗なお花一杯
年長 Ｆ お花屋さん 綺麗だから
年長 Ｆ プリキュア 好きだから
年長 Ｆ プリキュアピーチ ピーチが好き
年長 F プリキュアマリン 可愛いから
年長 F プリキュアマリン お料理が上手だから可愛いから
年長 Ｆ ＡＫＢ４８ アイドル、かわいい
年長 Ｆ ＡＫＢ４８全員 アイドル、かわいい、人気がある
年長 F アイドル 歌うたいたいから
年長 Ｆ きらきらアイドル ＡＫＢ４８
年長 Ｆ アナウンサー 頭よくなるから
年長 Ｆ ファッションモデル キッザニアでファッションモデルの仕事をしたから
年長 F モデル テレビに出れるから
年長 Ｆ モデル 背が高いし、綺麗な洋服が着れるから
年長 F ネイルサロンの人 爪に綺麗なのを塗りたいから
年長 Ｆ ネイルの人 マニュキアを綺麗にぬるたい、長い爪が好き
年長 Ｆ ネイルの人 かわいい、きらきらだから
年長 F マジシャン ママをびっくりさせたい
年長 Ｆ マジシャン、お花屋さん 怖いことしてびっくりさせる、綺麗な花が一杯だから
年長 Ｆ 学校の先生 () 頭良くなりたいから
年長 Ｆ 幼稚園の先生 教えてあげたい、外で遊びたい
年長 Ｆ ウエディングプライナー ままの結婚式で素敵だったから
年長 F お母さん 優しいから
年長 Ｆ カレー、ケーキを作れる人 カレーが上手に作れるようになった。ママより上手に作りたい
年長 Ｆ ジュエルペット 可愛いから
年長 F バレリーナ バレエが上手だから
年長 Ｆ 普通の大人 ケーキやさんは勉強しないといけないから
年長 Ｆ まだ未定
年長 Ｆ まだ未定
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≪小学生用≫　｢今の私・なりたい私｣に関する質問です。
問 1. あなたは今、自分をどのような人だと思っていますか。

下のそれぞれの人物像について、今のあなたに、どのくらいあてはまるかを、
 ｢そのとおり｣
 ｢だいたいそのとおり｣
 ｢どちらかと言えばあてはまらない｣
 ｢まったくちがう｣

の４つの中から１つ選んで、□ ( 枠 ) に○を書き入れてください。

番
号 人物像 そのとおり だいたい

そのとおり
どちらかと言えば
あてはまらない

まったく
ちがう

1 思いやりの気持ちを持っている

2 だれとでも楽しく話したり、遊んだりできる

3 小学生として、はずかしくない言葉づかいや行動ができる

4 学校のきまりや電車などでのマナーを守ることができる

5 友だちからたよりにされている

6 女の子らしい言葉づかいや行いを大切にする

7 自分の苦手なことや嫌いなことも、「がんばるぞ」という気持ちでい
ることができる

8 人が言っていることは、「そうだな」と思う

9 いろいろなことをよく知っている

10 自分のことは自分でやれる

11 自分が好きである

12 相手の気持ちを考えて行動することができる

13 意見や考えが自分とちがっていても、「そういう考えかたがあるんだ」
と思う

14 今、日本や世界でどのようなことが起こっているかを知ろうとする

15 正しいことを正しいと言える

16 友だちから好かれている

17 言葉づかいや行いが女の子らしいかどうかは気にしない

18 目標を持ってものごとに取り組む

19 どんなことにもまじめに取り組む

20 どんなことでもよく考えてから決める

21 やり始めたことは最後までやる

22 自分のことをほめたり、「がんばった」と思うことができる

資料1：小学生用
（日本語版）
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問２. あなたは、将来どのような人になりたいと思っていますか。下の 22 種類の人物像の中から、
あなたがなりたいと思う人物像を５つ選んで、□の中に○を書いてください。
さらに、その５つの中で、1 番なりたい人物像を１つ選んで、□の中に○を書いてください。

番
号 人物像

なりたい私
５つに
○をつける

５つの中で
１番に
○をつける

1 思いやりの気持ちを持っている

2 だれとでも楽しく話したり、遊んだりできる

3 小学生として、はずかしくない言葉づかいや行動ができる

4 学校のきまりや電車などでのマナーを守ることができる

5 友だちからたよりにされている

6 女の子らしい言葉づかいや行いを大切にする

7 自分の苦手なことや嫌いなことも、「がんばるぞ」という気持ちでい
ることができる

8 人が言っていることは、「そうだな」と思う

9 いろいろなことをよく知っている

10 自分のことは自分でやれる ⇒⇒ ⇒⇒
11 自分が好きである ⇒⇒ ⇒⇒
12 相手の気持ちを考えて、行動することができる

13 意見や考えが自分とちがっていても、「そういう考えかたがあるんだ」
と思う

14 今、日本や世界でどのようなことが起こっているかを知ろうとする

15 正しいことを正しいと言える

16 友だちから好かれている

17 言葉づかいや行いが女の子らしいかどうかは気にしない

18 目標を持ってものごとに取り組む

19 どんなことにもまじめに取り組む

20 どんなことでもよく考えてから決める

21 やり始めたことは最後までやる

22 自分のことをほめたり、「がんばった」と思うことができる

★最後に、あなたが卒業した園の名前を、○○幼稚園や○○保育園と書いてください。

ご協力、ありがとうございました。
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「지금의 자신 , 되고 싶은 자신」에 관한 질문입니다 .

질문 1. 당신은 지금 자신이 어떠한 사람이라고 생각하고 있습니까 ?

아래 내용에 대해 지금 당신에게 어느 정도 해당 되는지를 다음 네 가지의 답변 가운데 하나를 

선택하여 □틀안에 ○표시를 해주세요 .

 「정말 그렇다」

 「대체로 그렇다」

 「거의 그렇지 않다」

 「전혀 그렇지 않다」

번호 내용 정말 그렇다 대체로 그렇다 거의 그렇지 
않다

전혀 그렇지 
않다

1 남을 배려하는 마음을 갖고 있다 .

2 누구라도 즐겁게 이야기를 나누거나 놀 수 있다 .

3 초등학생으로서 부끄럽지 않은 언어 사용이나 행동을 할 수 있다 .

4 학교의 교칙이나 지하철 , 버스 등에서 공중도덕을 지킬 수 있다 .

5 친구로부터 의지의 대상이 되고 있다 .

6 남자 ( 여자 ) 다운 언어사용이나 행동이 중요하다 .

7 자신이 힘든 일이나 싫어하는 일일지라도 「힘내야겠다 !」라는 마음을 
가질 수 있다 .

8 남이 하는 말은 「그렇구나 !」라고 생각한다 .

9 여러 가지 일을 잘 알고 있다 .

10 자신의 일은 스스로 할 수 있다 .

11 자신을 좋아한다 .

12 상대방의 기분을 생각하면서 행동할 수 있다 .

13 의견이나 생각이 자신과 다를지라도 「그러한 생각도 있구나」라고 
생각한다 . 

14 오늘날 한국이나 세계에서 어떠한 일이 일어나고 있는가를 알려고 
한다 .

15 옳은 일을 옳다고 말 할 수 있다 .

16 친구들이 자신을 좋아한다 .

17 언어 사용이나 행동이 남자 ( 여자 ) 다운지에 대한 것은 신경 쓰지 
않는다 .

18 목표를 갖고 모든 일에 임하고 있다 .

19 어떠한 일일지라도 열심히 하고 있다 .

20 어떠한 일일지라도 열심히 생각해서 결정한다 .

21 일단 시작한 일은 끝까지 한다 .

22 자신의 일을 칭찬하거나 「열심히 했구나」라고 생각할 수 있다 .

資料1：小学生用
（韓国語版）
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질문 2. 당신은 장래 어떠한 사람이 되고 싶습니까 ?

       아래 22 가지 내용 중에서 당신이 되고 싶은 내용을 다섯 가지 선택하여 ○표를 해주세요 .

       그리고 이 다섯 가지 가운데서 가장 되고 싶은 것을 하나 선택하여 ○표를 해주세요 .

번호

1 남을 배려하는 마음을 갖고 있다 .

2 주의 사람과의 관계를 소중히 하고 있다 .

3 고등학생으로서 상식이 있는 행동을 한다 .

4 룰이나 매너를 가진다 .

5 타인으로부터 신뢰받고 있다 .

6 남성 ( 여성 ) 다움을 소중히 여긴다 .

7 어떤 일일지라도 긍정적으로 생각한다 .

8 남의 의견을 진지하게 듣는다 .

9 지식이나 교양이 풍부하다 .

10 남에게 의지하지 않고 행동할 수 있다 .

11 자신을 좋아한다 .

12 상대방 입장에서 생각을 할 수 있다 .

13 다양한 생각이나 삶의 방식을 인정 할 수 있다 .

14 사회에 대한 관심을 갖고 있다 .

15 옳은 일을 옳다고 말 할 수 있다 .

16 친구들이 자신을 좋아한다 .

17 언어 사용이나 행동이 남성 ( 여성 ) 다움에 구애받지 않는다 .

18 목표를 갖고 모든 일에 임하고 있다 .

19 어떠한 일일지라도 열심히 하고 있다

20 신중하게 생각해서 판단 할 수 있다 .

21 자신의 행동에 책임을 질 수 있다 . 

22 자신을 소중히 할 수 있다 .

 

끝으로 당신이 졸업한 어린이집이나 유치원의 이름을 적어주세요 .
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≪中学生・高校生用≫　｢今の私・なりたい私｣に関する質問です。

問２. あなたは今、自分をどのような人だと思っていますか。下のそれぞれの人物像について、あな
たにどの程度あてはまるかを、｢よくあてはまる｣｢どちらかと言えばあてはまる｣｢どちらかと言え
ばあてはまらない｣ ｢まったくあてはまらない｣ の４つの中から１つ選んで、該当する□ ( 枠 ) に○
を書き入れてください。

番
号 人物像 よく

あてはまる
どちらかと言え
ばあてはまる

どちらかと言え
ばあてはまらな
い

まったく
あてはまらない

 1 思いやりの心を持っている
 2 周囲の人とのつながりを大切にする
 3 高校生として常識ある行動がとれる
 4 ルールやマナーを守れる
 5 人から信頼されている
 6 女性らしさを大切にする
 7 何事も前向きに考えられる
 8 人の意見を素直に聞ける
 9 知識や教養が豊かである
10 人に頼らずに行動できる
11 自分が好きである
12 相手の立場に立ってものごとを考えられる
13 さまざまな考え方や生き方を認めることができる
14 社会への関心を持っている
15 正しいことを正しいと言える
16 友達から好かれている
17 女性らしさにこだわらない
18 目標を持って物事に取り組む
19 何事にも真面目に取り組める
20 よく考えて判断できる
21 自分の行動に責任を持てる
22 自分を大切にできる

問２- (1) あなたは、将来どのような人になりたいと思っていますか。問１の 22 種類の人物像の中
から、あなたがなりたいと思う人物像を５つ選んで、□の中に記号を書き入れてください。さらに、
その中で、1 番なりたい人物像の番号を○で囲んでください。

問２-(2) この 22 種類の人物像の他に、あなたがなりたいと思う人物像があれば、□の中に書き込ん
でください。

★最後に、卒業した園名 ( 幼稚園 ･ 保育園 )、小学校名、中学校名を書いてください。

園 小学校 中学校
ご協力、ありがとうございました。

資料2：中・高生用
（日本語版）
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「지금의 자신 , 되고 싶은 자신」에 관한 질문입니다 . 

질문 1. 당신은 지금 자신이 어떠한 사람이라고 생각하고 있습니까 ? 아래 내용에 대해 지금 

당신에게 어느 정도 해당 되는지를 다음 네 가지의 답변 가운데 하나를 선택하여 □틀안에 

○표시를 해주세요 .「정말 그렇다」「대체로 그렇다」「거의 그렇지 않다」「전혀 그렇지 않다」

번호 내용 정말 그렇다 대체로 그렇다 거의 그렇지 않다 전혀 그렇지 않다

1 남을 배려하는 마음을 갖고 있다 .

2 주위사람들과의 관계를 소중히 여긴다 .

3 고등학생으로서 상식 있는 행동을 할 수 있다 .

4 룰이나 매너를 지킬 수 있다 .

5 타인으로부터 신뢰받고 있다 .

6 남자 ( 여자 ) 다움을 소중히 여긴다 .

7 어떤 일이라도 긍정적으로 생각한다 .

8 남의 의견을 진지하게 듣는다 .

9 지식이나 교양이 풍부하다 .

10 남에게 의지하지 않고 행동할 수 있다 .

11 자신을 좋아한다 .

12 상대방의 기분을 생각하면서 행동할 수 있다 .,

13 다양한 생각이나 삶의 방식이 있다는 것을 인정할 수 있다 .

14 사회에 대한 관심을 가지고 있다 .

15 옳은 일을 옳다고 말 할 수 있다 .

16 친구들이 자신을 좋아한다 .

17 남자 ( 여자 ) 다움에 구애받지 않는다 .

18 목표를 갖고 모든 일에 임하고 있다 .

19 어떠한 일일지라도 열심히 하고 있다 .

20 어떠한 일일지라도 열심히 생각해서 판단할 수 있다 .

21 자신의 행동에 대해 책임을 질 수 있다 .

22 자신을 소중히 여길 수 있다 .

질문 2-(1). 당신은 장래 어떠한 사람이 되고 싶습니까 ?

아래 22 가지 내용 중에서 당신이 되고 싶은 내용을 다섯 가지 선택하여 ○표를 해주세요 .

그리고 이 다섯 가지 가운데서 가장 되고 싶은 것을 하나 선택하여 ○표를 해주세요 .

질문 2-(2). 이 22 가지 내용 외에도 당신이 되고 싶은 내용이 있으면 적어주세요 .

☆끝으로 당신이 졸업한 원 , 초등학교 , 중학교의 이름을 적어주세요 .

                       원                   초등학교                     중학교

資料2：中・高生用
（韓国語版）
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≪教師用≫　「生徒に期待する理想の人間像」に関する質問紙調査

本調査へのご協力を深く感謝いたします。お手数をおかけしますが、先生ご自身についての２つ
の質問（教職経験年数・性別 ) と、問１・問２へのお答えをお願いいたします。

 ★教職経験年数（他校での勤務年数も含みます )･･････（      ）年
 ★性別 ･･････（男性，女性）

該当する方を○で囲んでください

問１．先生は、生徒に、将来どのような人になってほしいと願って教育をされていますか。以下の 22
種類の人物像の中から、先生が目指されている人物像を５つ選んで、その番号を□の中に書き入
れてください。さらにその中で、1 番なってほしい人物像の番号を○で囲んでください。

 1. 思いやりの心を持った人
 2.  周囲の人とのつながりを大切にする人
 3.  社会人 ( 中学生 : 高校生 ) として常識ある行動がとれる人
 4.  ルールやマナーを守れる人
 5.  人から信頼されている人
 6.  女性（男性）らしさを大切にする人
 7. 何事も前向きに考えられる人
 8. 人の意見を素直に聞ける人
 9. 知識や教養が豊かな人
 10. 人に頼らずに行動できる人
 11. 自分が好きである人
 12. 相手の立場に立ってものごとを考えられる人
 13. さまざまな考え方や生き方を認められる人
 14. 社会への関心を持っている人
 15. 正しいことを正しいと言える人
 16. 友達から好かれる人
 17. 女性（男性）らしさにこだわらない人
 18. 目標を持って物事に取り組む人
 19. 何事にも真面目に取り組める人
 20. よく考えて判断できる人
 21. 自分の行動に責任を持てる人
 22. 自分を大切にできる人

問２．この 22 種類の人物像の他に、先生が、生徒になってほしいと願われる人物像があれば、お書
きください。

ご協力、ありがとうございました。

資料3：教師用
（日本語版）
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선생님이 아이 ( 원아 , 학생 ) 에 대해 기대하는 인물상에 관한 질문지 조사 – 2

본 조사에 협력하여 주심에 감사드립니다 . 바쁘신 가운데 죄송합니다만 , 선생님 자신에 대해서 

2 가지의 질문 ( 교직경험의 연수 , 성별 ) 과 질문 1, 질문 2 에 대답해주세요 .

 ☆교직경험의 연수 ( 다른 근무지도 포함함 ) 는 ? ………………… (              ) 년 
 ☆성별 …………………………………………………………………… ( 남 ,  여 )

질문 1. 선생님은 아이들 ( 영유아 , 학생 ) 에 어떠한 사람이 되기를 원하면서 교육하고 있습니까 ?

아래 22 가지 내용 중에서 당신이 되고 싶은 내용을 다섯 가지 선택하여 ○표를 해주세요 .

그리고 이 다섯 가지 가운데서 가장 되고 싶은 것을 하나 선택하여 ○표를 해주세요 .

1. 남을 배려하는 마음을 가지고 있는 사람 .
2. 주의 사람과의 관계를 소중히 하고 있는 사람 .
3. 사회인 ( 중학생 , 고등학생 ) 으로서 상식이 있는 행동을 하는 사람 .
4. 룰이나 매너를 가진 사람 .
5. 타인으로부터 신뢰받고 있는 사람 .
6. 남성 ( 여성 ) 다움을 소중히 여기는 사람 .
7. 어떤 일일지라도 긍정적으로 생각하는 사람 .
8. 남의 의견을 진지하게 듣는 사람 .
9. 지식이나 교양이 풍부한 사람 .
10. 남에게 의지하지 않고 행동할 수 있는 사람 .
11. 자신을 좋아하는 사람 .
12. 상대방 입장에서 생각을 할 수 있는 사람 .
13. 다양한 생각이나 삶의 방식을 인정 할 수 있는 사람 .
14. 사회에 대한 관심을 갖고 있는 사람 .
15. 옳은 일을 옳다고 말 할 수 있는 사람 .
16. 친구들이 자신을 좋아한다 .17. 언어 사용이나 행동이 남성 ( 여성 ) 다움에 구애 받지 않는 
사람 .
18. 목표를 갖고 모든 일에 임하고 있는 사람 .
19. 어떠한 일일지라도 열심히 하고 있는 사람 .
20. 신중하게 생각해서 판단 할 수 있는 사람 .
21. 자신의 행동에 책임을 질 수 있는 사람 . 
22. 자신을 소중히 할 수 있는 사람 .

질문 2. 이 22 가지의 인물상 가운데 선생님이 아이에게 기대하는 인물상을 적어주세요 .

資料3：教師用
（韓国語版）
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「日本・アジア文化と人間」
プロジェクト研究報告
2010 Annual Report
 Japan and the Asia culture, and a human being Research Project

椙山女学園大学文化情報学部教授
 鄭　麗芸

 Zheng Liyun 

Ⅰ………プロジェクトの趣旨

哲学・歴史・文化・文学などに関する本学
教員の研究蓄積を活かして本学の教育理念
「人間になろう」の学問的深化を図るととも
に、広く地域社会にその成果を発信し、日本
やアジアの文化・伝統などについて、「人間
研究」を基軸に多様なプロジェクト研究を期
する。

Ⅱ………平成22年度のプロジェクト・メンバー

飯塚　恵理人 文化情報学部教授
梅野　きみ子 大学名誉教授
大浦　誠士 国際コミュニケーション学部教授
荻野　恭茂 元文化情報学部教授・日本歌人クラブ所属
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
武山　隆昭 教育学部特任教授
鄭　麗芸 文化情報学部教授
冨田　和子 現代マネジメント学部助教
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
森本　伊知郎 文化情報学部教授
（以上、五十音順。◎はチームリーダー）

Ⅲ………研究活動

1)	 名古屋国文研究会（本学名誉教授梅野き
み子研究員主催）

名古屋国文研究会のメンバー（名古屋・
京都近隣からの女性研究者 20 名程）が、
4 月 3 日（土）、6 月５日（土）、7 月 3
日（土）、8 月 7 日（土）、8 月 28 日（土）、
9 月 4 日（金）、11 月 6 日（土）、12 月 4
日（土）、1 月 22 日（土）、2 月 19 日（水）、
3 月 5 日（土）、それぞれ午後 1 時 30 分
から 6 時まで、交流会館会議室に於いて、

『風葉和歌集』の注釈研究のための発表
会をした。その成果は、『風葉和歌集研究』
12 号、『同』13 号として発刊した。

２）『源氏物語』の注釈研究会（本学名誉教
授梅野きみ子研究員主催） 
12 月 15 日、梅野きみ子・乾澄子・嘉

藤久美子・田尻紀子・宮田光・山崎和子
の 6 名による、共著『源氏物語注釈八』

（584 頁）を風間書房から刊行した。
また、12 月 4 日（土）夕方 6 時から 8

時まで、交流会館の会議室において、次
の『源氏物語注釈九』刊行に向けての打
ち合わせをした。
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以上の両研究会は、名古屋地区のみならず、
関東・関西の研究者が、文献を厳密に調査す
る研究方法で、多くの文献を調査しなければ
ならず、一人では一生かかっても完成するこ
とは不可能である。しかし、プロジェクトを
組んで皆で協力すれば、大きな成果が期待で
きるという利点がある。また、そのどちらも、
日本文化の要をなす大きな作品であり、とく
に『風葉和歌集』は、未開拓の分野なので、
20年程の長期間にわたる研究が予想される。
そのような難事業遂行のために、全身全霊を
つくして取り組んでいる我々に対して、暖か
いご理解を示し、暖かく見守っていただける
ので、そのお陰で、本交流会館には、あちこ
ちの日本文化研究者が定期的に訪れている。

交流会館とは、卒業生が交流するための会
館であると同時に、関した研究者にとっても、
その名前の通りに研究仲間の交流ができて、
まことに有り難く楽しい。このようなすばら
しい椙山女学園大学に勤務できたことを、心
から御礼申し上げたい。

Ⅳ………人間講座

平成 23 年 1 月 27 日（木）に平成 22 年度第
４回人間講座としてわたしが 2009 年 9 月か
ら 2010 年 3 月まで米国ハーバード大学にお
ける研修成果を踏まえ、「中国書法の受容と変
容」と題して講演させて頂いた。講演内容につ
いては人間講座報告をご参照いただきたい。
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実践の背景
自然体験学習（Learning from Experiencing 

Nature、降旗ほか2009）は、環境教育のみな
らず教育一般で重視される分野の1つであ
る。例えば、学校教育法第二章「義務教育」
第二十一条の二では、「学校内外における自
然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重す
る精神並びに環境の保全に寄与する態度を
養うこと」と記されている（総務省e-Gov：
www.e-gov.go.jpの法令検索より2011年1月7
日に閲覧）。国立オリンピック記念青少年総
合センターが小中学生を対象にした調査によ
ると、それまでの自然体験活動が多い子ども
は、「問題解決能力がある」、「理科が得意
である」、などの正の効果と考えられる傾向
が報告されている。しかしながら、学校現場
等で意図的に行われる自然体験学習が、受け
た人の発達、特に学力形成にどのような影響
を及ぼすかについては未だ明確ではなく、今
後に残された研究課題となっている（降旗ほ
か2009）。

私は、自然科学を教育課程の中で学ぶこと
が少ない人文社会学系や保育者・幼稚園およ

び小学校教員の養成課程に所属する大学生を
対象とした自然体験学習の教材開発と、その
効果について実践を重ねてきている（野崎
2008a，2009，2010a，2010b）。それら実践
を積む中で、実践を行う場の重要性について
意識するようになった。自然体験学習に適し
た場の条件としては、1) 学生の安全確保が
容易であり、なおかつ冒険的な体験を味わう
ことができる、2) 徒歩で、あるいは公共交
通で30分程度の時間で回れる範囲に多様な自
然環境が見られる、3) 現地までの交通の利
便性が高い、4) 費用を低額に抑えることが
できる、5) 人の暮らしと自然環境との関係
が感じ取れる、等を挙げることができる。

この条件を満たす場として、私は学外で
実施する本格的な自然体験学習では、京都
大学理学部附属木曽生物学研究所を利用で
きる長野県木曽町を選んでいる（野崎2008a，
2010b）。そして、本報告で扱う大学に身近
な場としては、愛知県日進市に位置し、尾張
丘陵南部にあたる椙山女学園大学人間関係
学部周辺の里山を活用している（野崎2009，
2010a）。東部丘陵とも呼ばれる尾張丘陵南

「環境と人間」
プロジェクト研究報告
尾張丘陵南部の陸水環境を用いた大学生の自然体験学習
－椙山女学園大学人間関係学部（愛知県日進市）周辺の里山における実践－
Learning from Experiencing Nature for university students on freshwater 
environments in southern part of the Owari hills, Nisshin, Aichi, Japan: Activities 
in Satoyama -area gathered around the Nisshin campus of School of Human 
Sciences, Sugiyama Jogakuen University

椙山女学園大学教育学部准教授
 野崎　健太郎

 Kentaro NOZAKI  
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部は、かつて薪炭林、特に窯業（焼き物）の
燃料として利用されたナラ類、アベマキ、シ
イ・カシ類、アカマツを中心とした雑木林が
広がり（日進市2004，2005）、人の暮らし、
地域の産業と密接に関係した里山である。そ
して、その里山の中には、湧水、湿地、小川、
ため池といった異なった性質を持つ陸水環境
が存在している（高崎2002，富田2008，野
崎・倉澤2010）。

日本列島は生物多様性が豊かな地であるが
（鷲谷2010）、その豊かさは、人の生活と、
それに利用される身近な自然とのせめぎ合い
によって形成された里山環境が大きく寄与し
ている。例えば、野崎ほか（1998）、神松ほ
か（2000）は、両生類のカエルの多様性は、
多様な水環境が近接している里山でこそ維持
されることを指摘している。このような生物
多様性の維持に果たす里山の重要性が認識さ
れるようになり、2010年に名古屋で開催され
た第10回生物多様性条約締約国会議（COP 
10）で日本政府は、人間と生物多様性との新
たな関係の構築を目指す「里山イニシアティ
ブ（Satoyama  initiative）を提唱した（井田
2010）。したがって里山は、自然を尊重する
気持ちを育むことを目指す自然体験学習を
行うには格好の場である。私は、この場を
授業、卒業研究のため積極的に活用し、そ
の一部を広報誌で紹介してきた（野崎2008b，
2010c）。本報告では、これまでの自然体験
学習の実践で得られた尾張丘陵南部の陸水環
境の調査結果をもとに、この場が自然体験学
習に適していることを考察した。

実践で用いた陸水環境
調査地点として用いた陸水環境は6地点で

ある。全ての地点は、椙山女学園大学人間関
係学部の東側に位置する岩崎御嶽山（標高
130 m程度，北緯35度09分10秒，東経137度
02分36秒）の西側斜面と大学との間に点在し、
およそ500 m四方の範囲に収まる（図1）。

各地点の景観を図2a-fに示した。地点1は、
大学東側斜面の湧水である（図2a）。アカマ
ツの幼木が密集している場所より下部の粘土
と砂礫の層から透明な水が湧き出ている。地
点2は、岩崎御嶽山の北川の丘陵に開発され
た宅地、日進グリーンハイツ直下のため池で
ある（図2b）。ため池は谷筋に3つが連続し
ているが、本実習では真ん中の池を用いた。
ハスやヒツジグサが繁茂し、池水はやや褐色
を呈している。地点3は、岩崎御嶽山の中腹
にある小規模な池である（図2c）。周囲を常
緑樹の巨木で囲まれ、太陽光線が水面に直接
当たることはない。流入河川が観察されな
いことから水源は湧水であると思われる。水
は澄んでいる。地点4は、岩崎御嶽山南斜面
にある菊水の滝近くの湧水である（図2d）。
水は透明であるが、受け皿が赤い堆積物で覆
われ、鉄分が多く含まれていると考えられる。
地点5は菊水の滝である（図2e）。落差10 m
程度の滝である。水源ははっきりしないが、

図 1 調査地点の地図
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周囲のため池、湧水であると思われる。地
点6は、弁天池というため池である（図2f）。
中央に弁財天が祀られた小島を持ち、かつて
は菊水の滝とともに景勝地であったと記録さ
れている（日進市2004）。開放的なため池で
1日中、太陽光線が直射する。岸辺の四方は
コンクリート護岸とされ、自然状態の岸辺は
皆無である。池水は常に褐色で濁りを持つ。

調査方法
自然体験学習の実践は、私が2003年～2010

年に人間関係学部で担当していた、「環境調
査実習」、「ケースメソッドⅡ」、2009年以
降、教育学部で担当している、「ケースメ
ソッドⅡ」で行った。いずれの授業も2コマ
（90分×2）連続で実施した。調査は地点1～
6、または地点2～6、最後に地点1の順に行い、

a ）地点 1

C ）地点 3

b ）地点 2

d ）地点 4

e ）地点 5 f ）地点 6

図 2a）～ f）. 実習に用いた調査地点。a） 地点 1：椙山女学園大学人間関係学部運動場東側斜面の湧水，b） 地点 2：
日進グリーンハイツ直下のため池，c） 地点 3：岩崎御嶽山中腹のため池，d） 地点 4：菊水の滝付近の湧水，e） 地点 5：
菊水の滝，f） 地点 6：弁天池。
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表 1. 調査に持参する物品
物品名 数量 製造 型番/品名

野帳
（耐水紙の野外用ノート） 1冊/班 KOKUYO

LEVEL BOOK 
(WATERPROOF), 

セ-Y11
鉛筆（シャー
プペンシル） 2～3本/班

温度計 2本/班 佐藤計量器製
作所

棒状温度計
（-5～105℃）

パックテスト
pH 1箱/班 共立理化 WAK-pH

パックテストpH
（酸性雨用BCG） 1箱/班 共立理化 WAK-BCG

電気伝導度計 1台 東亜DKK EC METER, CM-
21P

手つきポリカップ
（1リットル） 1個/班

酸素びん
（100 ml） 14本/班 TOP

注射器
（1 ml） 4本/班 TERUMO SS-01T

物品名 数量 製造 型番/品名
溶存酸素
固定液Ⅰ

（MnCl2）
30 ml/班

溶存酸素固定
液Ⅱ

（NaOH）
30 ml/班

透視度計
（100 cm） 1台

プランクトンネット
（75mmの目あい） 1個 離合社

ピンチコック 2個
水質分析試料
用のポリびん
（100 ml）

7個/班

クロロフィル
分析用の試料
水のポリびん
（500 ml）

4個/班

プランクトン試
料用のポリびん

（100 ml）
4個/班

里山環境の巡検をしながら各地点で水質測定
を行った。2010年度からは、ケースメソッド
Ⅱの教科書として、日本陸水学会東海支部会 
編（2010）を採用した。

持参する物品は表1に示した。これらの物
品をプラスチック製の買い物かごに入れて運
搬した。野帳は野外での測量の際に用いられ
る小型ノートで、濡れても破れない耐水紙で
出来ている。野帳に記録する筆記用具は、濡
れても書くことができる鉛筆（シャープペン
シル）の持参を徹底させることが大切である。
酸素びん、ポリびん、注射器は、破損や紛失
に備え、予備を用意させた。

現場では、各地点の景観の特徴を野帳
に記録、水温、pH、透視度、電気伝導度
（Electric Conductivity：EC）の測定、溶存
酸素（Dissolved Oxygen：DO）の固定、水
質分析用の試料水の採取、地点2、3、6では
植物プランクトンのクロロフィル（光合成
色素）分析用の試料水の採取、プランクト
ン観察用の試料の採集、を行った。水質分析
用、クロロフィル分析用の試料水は、それぞ
れ100 ml、500 mlのポリびんに入れ、直射日
光に当たらぬように新聞紙等で包み大学に持

ち帰った。
持ち帰った試料水は、濁色度計（日本電色

工業株式会社、WATER ANALYZER、WA 
1）で濁度、色度を測定した後、BOD、COD
を測定する場合は、そのまま冷蔵庫（5℃）
に保存した。クロロフィル分析用の試料水は、
ガラス繊維ろ紙（ADVANTEC、GF-75）で
200～500mlろ過し、水中のプランクトンを
捕集した。プランクトンを捕集したろ紙は、
ろ過した水量を野帳に明記し凍結保存した。
プランクトン観察用の試料は冷蔵庫（5℃）
に保存した。

溶存酸素濃度（Winkler法）、クロロフ
ィルa濃度（UNESCO法）、水中の有機物
量の指標となるBOD（Biochemical Oxygen 
Demand：生物化学的酸素要求量）、過マ
ンガン酸カリウムを用いたCOD（Chemical 
Oxygen Deman：化学的酸素要求量）は、
日本分析化学会北海道支部会 編（1994）の
手順に従い分析した。プランクトンは光学顕
微鏡で観察した。
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各調査地点の水質
これまでの実践で得られた水質分析の結果

を表2に示した。そして、分析項目の中で値
の数が多い水温、電気伝導度、溶存酸素濃度
の結果を用いて調査地点の類型を試みた。図
3は水温と溶存酸素濃度との関係である。溶
存酸素濃度によって大きく2つに分類できる。
すなわち、溶存酸素濃度が高いため池・小川
（菊水の滝）と低い湧水である。地点2、6の
ため池は植物プランクトンや水草の光合成で
酸素が供給され、小川（菊水の滝）は、水の
流れによる攪拌で大気から酸素が溶け込むた
めに濃度が高くなると説明できる。一方、湧
水は光合成生物が生息せず、大気に触れるこ
ともない地中から出たものであり、酸素が供
給される機会が無いために濃度が低くなる。

続いて水温と電気伝導度との関係を図4に
示した。電気伝導度は、カルシウム（Ca2+）、
ナトリウム（Na+）、塩化物（Cl-）など無機
態イオンの総量を示している。したがって、
無機態イオンが少ない淡水域では、この値が
高い場合には人間活動からの排水の影響が考
えられる。あるいは無機態イオンを含む有機
物の分解が盛んであるとも言える。結果を見

ると、同じため池であっても地点2は電気伝
導度の変化が少なく、地点6の弁天池は電気
伝導度が大きく変化した。地点6は、水中の
懸濁物質（濁度）、植物プランクトン現存量
の指標となるクロロフィルa濃度、CODの値
が高く、富栄養化が進行した水環境と言える
（表2参照）。水温が生物活動に影響し、生
物の代謝によって水中の溶存物質の濃度が変
化し電気伝導度の結果に結びついたことが考
えられる。また地点6は開放的な立地である
ため、雨天の場合、雨水の洗い流しによる周
囲からの物質流入も多い、それが電気伝導度
の上昇に結びついていることも想定される。

湧水である地点1、3、4は、水の酸性度を
示すpHが4.6～6.0を示し、弱酸性の水質で
ある。竹中（2002）は、東海地方の湧水で
涵養される湿地の水質がpH 3～6、電気伝
導度1～5 mS/mを示し、酸性・貧栄養であ
ることを指摘している。日進市の天白川源
流域は、その出発点は湧水である。野崎・
倉澤（2010）は、天白川源流の水質を広く
調べ、自然状態が維持された湧水であれ
ば、pH 5～6を示し、主要な無機態イオン濃
度が低いことを明らかにしている。地点1は

0 
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図 3 水温と溶存酸素濃度との関係
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図 4 水温と電気伝導度との関係
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pH 4.6～4.8、電気伝導度4～5 mS/mで、竹
中（2002）、野崎・倉澤（2010）の指摘に合
致する。ところが地点3、4は電気伝導度が10 
mS/m以上になり、貧栄養であるとは言えな
い。岩崎御嶽山周辺は日進グリーンハイツな
ど山頂まで宅地化されている部分が多い、そ
こからの影響が示唆される。あるいは、森林

環境の差が要因である可能性も考えられる。
地点3、4の水源となる岩崎御嶽山には、地点
1が位置する椙山女学園大学人間関係学部の
敷地に比べて良く発達した森林がある。その
森林からの落葉、落果実が分解され無機態イ
オンを地点3、4の湧水に供給しているという
説明も成り立つ。さらには地中での滞在時間

図 5a

図 5c

図 5b

図 5d

図 5a）～ f）. 2010 年後期に教育学部「ケースメソッドⅡ」で行った実践風景。a） 地点 1 の調査，b） 地点 2 でプ
ランクトンを採集する，c） 地点 3 の水面を花粉が一面に覆っていた，d） 地点 3 から 4 へ移動の途中に岩崎御嶽山
頂で休憩，e） 地点 5 の菊水の滝から流れる小川，f） 地点 6 の弁天池での調査。

図 5e 図 5f
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の差を論じることもできる。野崎（2010d）
は、湧水の水源となる地下水の水質の特徴と
して、河川や湖沼の表面水に比べ、電気伝導
度や硬度（カルシウムやマグネシウムイオン
の量）が高いことを述べている。この理由は、
地下水が地中をゆっくりと流れるために（1 
m～数m/日）、周囲の土壌、岩石から無機
態イオンが溶け込むためである。愛知県豊田
市南部の深層地下水（深度60 m以上）を水
源とする水道水の電気伝導度は15 mS/mで
あり、この値は、本報告の地点3、4の値に近
い。すなわち、地点3、4の湧水は、地点1に
比べ、より長期間、地中に滞在していると考
えることもできる。

自然体験学習の場としての価値
水質の測定結果から、地点1～6は、それぞ

れ異なった特徴を持つ水域であることがわか
った。そして、各地点が近接していることか
ら、短期間で多様な水環境を体験できる場で
ある。図5a-fは2010年度後期の11月18日に教
育学部3年生7名と行ったケースメソッドⅡの
実践風景である。当日は9時に教育学部（名
古屋市星が丘）に集合し、調査道具を持ち、
9時20分に星が丘発のスクールバスで人間関

係学部へ向かった。9時50分ごろから調査を
開始し、12時に日進発のスクールバスで教育
学部へ戻った。およそ2時間で6種類の多様な
水環境の観察と調査を終えることができた。

翌週には先週採取した試料を用いてCOD
の分析（図6）、プランクトンの観察を行っ
た。図7～10に弁天池で観察されるプランク
トンを示す。2009年4月11日に採集した試料
には、マルミジンコ（Chydorus sp.）、ケン
ミジンコのノープリウス期幼生（Nauplius）、
緑藻のアオミドロ（Spirogyra sp.）、珪藻のオ
ビケイソウ（Fragilaria sp.）が多く見られた。
マルミジンコは2つの卵を体内に保持してい
た。

自然体験学習の大きな目的の1つは、自然

図 6. COD（Chemical Oxygen Demand：化学的酸
素要求量）の分析風景（2010 年 12 月 9 日）

図 7. マルミジンコ（（Chydorus sp.）の顕微鏡写真（200
倍）。

図 8. ケンミジンコのノープリウス期幼生（Nauplius）
の顕微鏡写真（200 倍）。
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の仕組みを理解する過程を学ぶことにある。
ところが自然環境の仕組みは、1つの指標で
は表現できないことが多い。本報告でも同じ
ため池、湧水でありながら水質、例えば溶存
酸素濃度、電気伝導度、pHの値に共通する
点、異なる点が見られることを紹介した。つ
まり自然環境の仕組みを知るためには、複数
の指標を用い、多面的に、そしてそれらを総
合的に組み合わせて考察することが欠かせな
い（村上・石田2010）。その出発点としては
多様な環境をなるべく短い期間に体験させ比
較させることが大切であると私は考える。萩
原ほか（2010）は、大学生への水環境教育の
1つの試みとして、河川景観を材料に用いた
実践を行った。受講生たちは、教員が同一河
川内に指定した7地点の異なる景観を短期間
に現地調査し、その比較から自然の多様さを
考察する。その結果、KJ法で区分された授
業前と授業後の学生の認識の変化について問
うたアンケートの自由記述からは、1) 多面
的な見方、2) 川への関心の高まり、3) 地元
の川への認識の変化、4) 川に対する施策へ
の気づき、という学びの成果が浮かび上がっ
てきた。この荻原ほか（2010）の結果は、先
に述べた私の意見を支持するものである。

本報告で紹介した6地点の水環境は、景観、
水質、生物などの指標が、それぞれ共通点、
相違点を持っており、大学生に自然の仕組み
を総合的に考えさせる自然体験学習の場とし
て価値が高いと評価できるであろう。
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図 9. 緑藻のアオミドロ（Spirogyra sp.）の顕微鏡写真
（200 倍）。

図 10. 珪藻のオビケイソウ（Fragilaria sp.）の顕微鏡
写真（400 倍）。
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「人間とは」その7

— 人間の教育権  —

椙山女学園理事長

椙山　正弘

教育の私事性
教育というものは、人間の社会生活に生起

する機能であるが、もともと日常生活のなか
で、親が子に、社会的価値を伝えるという、い
わば、私的に始まったものであり、本来私事性
の強い側面があったのである。それが、社会の
歴史的な発展とともに、私塾ができ、学校が生
まれ、教育は徐々に組織化されてくる。それと
ともに私事性の側面も薄れてくるが、近代以
前の社会においては、組織的な教育も、日本の
江戸時代の寺子屋での庶民教育の例外を除い
て、欧米などでは社会全般にいきわたらず、一
部特権的な支配階級だけのためのものであっ
た。

18 世紀以降、ヨーロッパにおいて近代国家
が成立発展してくるが、その背景には、自由、
平等の権利という思想があった。教育の面で
も、「権利（自由、平等）としての教育」という概
念が生まれ、それが、あらためて「私事性の組
織化」という教育の原点にたちかえった形で、
国家の機構や政策のなかに組み込まれ、公立
学校、公教育制度が成立していったのである。
こうして成立した当時の公教育は、無償性、義
務性、世俗性、機会均等、中立性などを原則と
した。

しかし、国家によって教育の制度化がすす
むと、教育制度は、当然、その国家体制が反映

されることになり、「私事性の組織化」という
面は薄れてくる。例えば、資本主義が高度に発
達し、独占、帝国主義段階に入ると、とくに、フ
ァシズムに向かった国においては、国家権力
により公教育が教化機関へと変貌し、好戦的

「愛国」的国民の育成をめざすこととなり、国
家教育権が前面に登場し、市民社会が理想と
した「権利としての教育」「私事性の組織化」と
いう概念はますます大きく後退してしまうの
である。

これに対し、民主主義をめざす論理は、教育
が国民個人の要求に基づくところから、教育
が本来そなえていた私事性を見直すことを促
した。今日でも家庭教育は私教育といってよ
く、私事性がきわめて強い。家庭教育の場合、
そこでは、親の教育権というものが問題とな
る。
「親権を行う者は、子の監護及び教育をする

権利を有し、義務を負う」（民法 820 条）という
規定は、もちろん民法という実定法の規定で
あるが、その論理は歴史的に実定法を超えた
自然法的、前法規的な概念であるといえる。親
が子を教育する権利、義務は、まさに私事その
ものである。しかし、最近、親による児童虐待
が増加していることから、本年 2 月に、法制審
議会は親権を 2 年を限度として停止する制度
の導入を江田五月法相に答申した。現行法で
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は父母から親権をはく奪する制度があるが
「効果が大きすぎて利用しにくい」という声が
児童相談所など地方から上がっていたためで
ある。親権という最も私事性の強いものの一
部を制限することになるのもやむを得ないと
いうわけである。

もう一つ、私事性がいかに重要であるから
といって、私事性の側面だけでは、今日の高度
に発展した社会における教育は成立しない。
では、「私事性の組織化」とは、今日の社会では、
どのように考えればよいだろうか。教育が組
織化されれば私事性は当然後退するが、「私事
性の組織化」という精神が生かされているか
どうかは、国民の教育権がどのように保障さ
れているか、ということにかかっているとい
えよう。

戦後日本における教育権の法制的構造は次
のようになる。

日本国憲法
第 11 条　国民はすべて基本的人権の享有

を妨げられない。この憲法が国民に保障
する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民
に与えられる。

第 26 条　すべて国民は法律の定めるとこ
ろにより、その能力に応じて、ひとしく教
育を受ける権利を有する。すべて国民は
法律の定めるところにより、その保護す
る子女に普通教育を受けさせる義務を負
う。義務教育はこれを無償とする。

憲法は、国民に基本的人権を「永久の権利」
として保障し、その国民が「教育を受ける権
利」を有し、その保護する子女に「普通教育を
受けさせる義務」を負うとしている。民法でい
う「親権を行う者」も、現憲法下では当然「国

民」であり、私的、個人的とみられる教育の権
利、義務も、究極的には国によって保障される
という法制的構造で、教育の「私事性の組織
化」がはかられているとみることができる。

教育を受ける権利
前述の憲法 26 条に明示されるように、「教

育を受ける権利」は国民すべてに保障される。
「教育を受ける権利」は略して受教育権といわ
れるが、その受教育権は、前にも述べたように、
もともと自由権、平等権から発想された概念
であった。20 世紀までにおける世界の教育
思想的到達段階を受けたわが国の戦後の新憲
法では、受教育権は、自由権、平等権だけでは
なく、第 25 条の生存権に続く第 26 条として、
生存権の一つ、つまりもっとも基本的な人権
としてとらえられている。

さらに受教育権は、労働権（憲法 27 条）、労
働基本権（憲法 28 条）へとつながり、その関連
で社会的生存権の一つとして積極的に考えら
れる場合もある。このような社会的生存権を
含む基本的人権は、その権利を保障するため
に「国民の努力によってこれを保持しなけれ
ばならない」（憲法 12 条）のであって、天与の
ものではないとされている。

そして、「教育を受ける権利」主体である国
民は、「個人として尊重され、その生命、自由及
び幸福追求の権利について（中略）立法その他
国政の上で、最大の尊重を必要とする」（憲法
13 条）とあるように、受教育権を含む基本的
人権は、憲法上「最大の尊重」が保障されるこ
ととなっている。
「教育を受ける権利」は、憲法では「能力に応

じて、ひとしく」有するとされている。「能力に
応じて」という表現は、少数のエリートと大量
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の労働力とに選別することを目的としたマン
パワー・ポリシー政策の理論的根拠とされた
り、あるいは、習熟度別学級編成など教育体制
の多様化による、事実上の差別化の根拠や臨
教審の「個性主義」論にしばしば利用されてき
た。さらに、今日、社会的、経済的不平等と結び
ついて、さまざまな教育上の差別が現に存在
しているのである。

もちろん国民は「個人として尊重」（憲法 13
条）され、「個人の尊厳」（新教基法前文）が重ん
じられるのは当然であって、個性の尊重が決
して否定されるべきではない。ただ、「個性」を
尊重するからといって、学習指導要領などに
より一定の基準のもとで進められてきた戦後
数育の成果が否定されてはならないと考えら
れる。だから憲法でいう「能力に応じて」とい
う表現は、差別を是認するものではない。そう
ではなくて、むしろ、憲法の「能力に応じてひ
としく」という精神は、新教育基本法では「ひ
としくその能力に応」ずる「教育を受ける機会
を与えられなければならない」のであって、い
いかえれば「人種、信条、性別、社会的身分、経
済的地位または門地よって教育上差別されな
い」（新教基法 4 条以下新を略す）とされ、教育
の機会均等が強調される趣旨となっている。

もちろん、教育の機会均等は、悪平等や画一
主義を意味するものではないが、だからとい
って能力による差別を認めるものではない。

「能力に応じた」という「能力」とは、個性が尊
重された個人の全面的発達をめざして、「ひと
しく」与えられた教育機会に、伸びる可能性の
あるすべての面の能力を伸ばすという、科学
的能力観に立ってとらえられるべきであろう。
受教育権は、基本的には、その教育目的いかん
によって、その価値はまったく異なるのであ

る。教育基本法では、教育目的として、憲法の
精神、教育基本法の前文を受けて、「教育は、人
格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び
社会の形成者として、必要な資質を備えた心
身ともに健康な国民の育成を期して行われな
ければならない」（教基法 1 条）とある。

そして、この目的を実現する教育の目標と
しては、「教育は、その目的を実現するため、学
問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達
成するように行われるものとする。」として 5
つの目標を掲げているのである。（教基法 2
条）なお教育基本法では、続いて｢生涯学習の
理念｣以下、「教育の機会均等」「義務教育」「学
校教育」｢大学｣｢私立学校｣｢教員｣「家庭教育」｢
幼児期の教育｣｢社会教育｣｢学校、家庭及び地
域住民等の相互の連携教育｣「政治教育」「宗教
教育」「教育行政」｢教育振興金計画｣ などが明
示されているが、すべて受教育権の内実的な
保障にかかわる事柄であるといえよう。

学習権・発達権
次に、受教育権は、学習権というとらえ方を

するといっそう明確になり、積極的な意識を
持つことになる。ルソーは『エミール』で、「わ
たしたちは学ぶ能力がある者として生まれ
る」と述べている。そして、人間はすべて学習
によってのみ、人間的に成長・発達していく
という。近年、学習権は、人間が自らより人間
的になるための権利、それはまさに人権とし
て、人間の生きるための社会的生存権の一つ
として自覚され始めてきた。

また、ここ一世紀の間に、学習権は子どもの
権利としてとらえられるようになってきてい
るということである。前に述べた 1924 年の

「ジュネーブ児童権利宣言」、1948 年の「世界
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人権宣言」、1959 年の「児童権利宣言」、1979
年の「国際児童年」、1989 年の「児童の権利に
関する条約」などの精神の流れのなかで、身体
的にも精神的にもまだ未熟な子どもというも
のが発達の可能態として、また固有の人権を
備えた主体として、より明確に位置づけられ
るようになってきているのである。子どもの
生来的権利である学習権という考え方は、前
に述べた家永教科書裁判・杉本判決で、初め
て判例として採用されている。つまり、「子ど
もは未来における可能性を持つ存在であるこ
とを本質とするから、将来においてその人間
性を十分開花させるべく自ら学習し、事物を
知り、これによって自らを成長させることが
子どもの生来的権利であり、このような子ど
もの学習する権利を保障することは国民的課
題である」という。

ところで、今日の学校教育では、落ちこぼれ、
いじめ、低学力、校内暴力、自殺、非行など、教
育現場の荒廃化が問題となっている。目を社
会に転ずると、親の失業、低賃金、雇用不安、離
婚、病気、事故などの要因により、家族の生活
の基盤をその根底から揺るがす養護問題があ

る。さらには、障害者（児）問題、同和問題があ
る。

これらの実態から、学習権の問題は、人間が
人間としてまっとうに生きる権利と、それを
保障する福祉の問題とかかわり、さらには、人
間の全面的発達にかかわる発達権の問題とし
てとらえられるようになってきている。さら
に子どもの学習権、発達権は、これらの実態か
ら、その保障のための運動論とも結合されね
ばならないとされるようになってきている。

要するに、教育権、受教育権は、基本的人権
の一つとして、さらには社会的生存権の一部
として確認されるが、その意義、内容が学習権、
発達権の問題として強調されるとき、その性
格がいっそう明白となる。そして、その権利は、
いま一度いえば「侵すことのできない権利」

（憲法 11 条・97 条）として確立されるために、
まさに「国民の不断の努力によって、これを保
持」（憲法 12 条）するようつとめなければなら
ないとされるのである。

参照　椙山正弘『人間教育の本質』1993 年、福
村出版 pp.115~120
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Dr Kajita , Ladies and Gentlemen

I am delighted to have been invited, 
along with my colleague, Laura Davison, 
to talk to you about girls’ schools in New 
Zealand and in particular, the education of 
girls and young women at  Queen Margaret 
College, the school where I am the Principal 
and Laura, the Director of International 
Students.

Our College is located in leafy Thorndon, 
the heart of Wellington, the capital city of 
New Zealand. We enjoy the proximity of 
embassies, Parliament, the National Museum, 
theatres and all the amenities of ‘the best little 
capital in the world’.

Our school was established 91 years ago 
as an independent Presbyterian girls’ school 
on the same site that we occupy today. We 
are a Pre-School (3 years) – Year 13 (18 years) 
school with a roll of 680 girls. 

The College’s goal is to:
 ……………be the preferred choice for girls’ 
education in the wider Wellington region.  It 

will achieve this by delivering excellence. Our 
girls will be passionate learners, resilient women 
and future leaders empowered to maximise the 
opportunities of a continually changing world 
in a respectful and truthful way.

We are authorized to deliver the 
International Baccalaureate Diploma and 
Primary Years Programme and are a candidate 
school for the Middle Years Programme. 
We believe that these programmes prepare 
our girls well to live in a technologically 
connected, diverse and ever-changing world. 
The high academic standard, progressive 
pedagogy, emphasis on service, sport and 
cultural activities as well as the liberal 
philosophy of the IB programmes fit well 

Queen Margaret College　講演要旨
Queen Margaret College Lecture summary

Educating Girls at College in Western Culture
Queen Margaret College

Principal
 Carol Craymer

Director of International students
Laura Davison
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with our College culture. 
This video provides an overview of the 

College and the special brand of education 
we deliver.	Our mission has always been 
to provide a holistic education where girls 
engage in a range of activities- academic, 
cultural, sporting, service and spiritual. An all 
round education supports girls in all stages of 
their growth.

Video
Education in the 21st Century – what are the 
challenges?

1 Changes in technology – the on-line 
generation, media influence

2 Changes in our understanding of the 
way the brain works 

3 Changes in society – family, women, 
diversity

Family - parents are increasingly busy 
and they have less time to talk with their 
daughters about real issues and values – too 
often conversations are more functional 
rather than affective. Parents themselves 
have less family support today, and they are 
sometimes unsure how to raise their children. 
Many families do not have the base of a 
traditional extended family with reliable, 
available grandparents who visit regularly and 
help with the children. There are also many 
single parents, first time parents and families 
who face personal or financial pressures. 

In all these situations the school helps 

fulfil the role of the traditional extended 

family by giving support, advice and care 

to students and their parents

It takes a village to raise a child 
- African proverb

 Why are girls’ schools best for girls?

 
Because the teenager years are critical in 

a young woman’s development, and girls 

must be provided with the best specialized 

opportunities if they are to achieve their 

best. Without the correct support and 

nurturing, girls talents and abilities can 

too often be overlooked 

The reasons girls’ schools are best for girls : 
• Girls learning and developmental 

needs are the only consideration – 
girls get all the attention and help.

• Teachers can run more effective 

lessons as they do not have to 
consider the needs of 2 different 
groups – boys and girls. 

• In a girls’ school, learning takes 

priority – social life is reserved for 
outside the classroom.

• In a girls’ school, girls are not 

distracted by boys they like – they 
are freer to be themselves, are less 
self critical and do not have so much 
pressure. School is a safe zone where 
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they can concentrate on their studies. 
• In a girls’ school, there is a more 

female atmosphere so girls feel 
supported and better able to express 
themselves. In fact, adolescent girls 

usually think better in girls schools 
because thinking, creativity and 
cognitive function all operate best in 
relaxed, safe and happy environments  
– conversely our thinking skills 
decrease when we are self - conscious, 
distracted or worried about being 
criticised – which girls often are when 
surrounded by boys.

• Girls become more proactive, more 

confident and ask more questions, 

creating  resilient, curious women 

who are not afraid of challenges and 

risk-taking. 

• In a girls’ school, girls can decide for 

themselves who they are – the media 
influence can be diluted.

• In a girls’ school, girls participate 

more readily in sports which 
encourages both leadership and team 
play. 

• In a girls’ school, the school culture 
offers strong female role models. 
They learn leadership skills and 
confidence.

So how do we put all this into practice at 

Queen Margaret College ?

 Our motto is

Passionate Learners     Resilient Women     

Future Leaders

Passionate learners

1.Connection 

For girls in particular, school, and life in 
general, is about Connection – it is about 

PEOPLE. Scientific studies show how, even 
very soon after birth, baby girls respond to 
faces more quickly than boys and are keen to 
connect. Girls need connection.

Research also shows very clearly that 
students who feel connected to home and 
school are more resilient, happier and more 

successful – especially academically. 

There is an old adage that is especially 
applicable to girls: “They do not care how 

much you know – until they know how 

much you care.”

Research also shows that, if a student, 
and particularly a girl, feels ignored by a 
teacher or believes a teacher does not like 
them, their performance will be significantly 
affected. Teacher expectations, connections 
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and praise are enormously important. 
Teach the student first and the subject 

second.

2.Pedagogy 

Aims of the lesson

• Lessons are less about absorbing large 
volumes of information and more 
about how to think, inquire, and 

evaluate. Students learn to problem 

solve and approach problems in 
different ways.

• While memorizing information is 
important, what is more important is 
knowing how to look at information 
critically and how to use is effectively. 
Decision making and interpersonal 

skills are emphasised.

Style of Lessons – varied and interactive. 

• Lessons require students to be active 
in their learning by responding 
to questions, giving opinions and 
evaluating situations. They rarely sit 
quietly taking notes. 

• Lesson style varies according to 
topic and the focus of the lesson, for 

example, critical thinking, debate 
or practising oral work in a foreign 
language.

• More real learning gets done in a 
lot less time as students are actively 
involved,  energised and challenged in 
their classes.

• Classes involve creativity, reflection, 
discussions and debate. This skill is 

especially important for girls who 
learn how to disagree with another 
person’s ideas without worrying 
that they will think it is a personal 
criticism.  

• In the classrooms, desks are often 
arranged so that students can see 
each other, work easily together and 
connect when they discuss issues.

Student centred

• Work is usually student-centred and  
involves collaborative work.

• Students lead their groups and 
sometimes the class, and give 
presentations. 

• And, as we all know, the best way to 
learn is usually to teach – so students 
teach each other  whether it be in 
chemistry or sports.

• Students become responsible for 

their own learning and style of 

learning.

Students work with teachers rather than 

just for them

• Our teachers also get feedback from 
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their students via student surveys – 
this allows for growth and reflection 
for teachers. This forms part of teacher 
appraisal.

• Students’ reflections. Students rate 
their own work, their contributions to 
class, effort etc., and work out what 
they need to do to improve. They then 
set their own goals which they discuss 
with their teachers.

• Students also peer review each other’s 
work and offer advice.

Resilient women

Resilience is the ability to face challenges, 
remain strong and focused, and to deal 
effectively with setbacks. It is about building 
personal and emotional strength – strength 
of character – a strong foundation of values 
and self belief that is necessary in all areas of 
life. We give our students both support and 
challenges to help them grow.

1   A Challenge – Camp

All students go on camp from an early 

age to ensure they become independent 
and can cope with new environments 
and different situations. Camps are at the 
beginning of year for students to bond 
together and so staff can get to know students 
in a new context. Camps become increasingly 
challenging as the students get older. Camp is 
about social and personal skills and building 
character.

They are about cooperation and 
• learning about each other, 
• learning from each other, 
• learning about oneself and self 

reflection.
After camp, students do reflections which 

form part of their Personal Goal Setting (for 
developing strengths). They also give awards 
to other students for team spirit, leadership, 
bravery etc., which creates a very positive 
group feeling.

The Yr 12 girls spend a week at the 
Sir Edmund Hillary Outdoor Pursuits 
Centre doing a variety of group and 
physical challenges. There are none of the 
usual teenage distractions like cell phones 
or facebook – we stay in a remote natural 
environment.

This is what the girls said they learnt:
• “Everyone is actually very different but 

everyone has something to offer me 
and vice versa. I learnt everyone also 
has difficult things to face in life, and 
they are neither above nor below me. 
We are all different yet surprisingly 
similar.”
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• “I realised I can push myself in ways 
I never imagined and I also loved 
having time to reflect on the more 
important goals I have for my life .”

2   To build emotional resilience the 

Spiritual aspect of life is explored and 

celebrated 

Modern Christianity is an important 
focus for the school and our Christianity is 
very tolerant and inclusive – we have many 
students of different faiths and our students 
also learn about their religions.	We have 
religious education classes and chaplain’s 
assemblies. Our students write and attend 
their own youth services at St Andrews 
Church. Students who do not attend church 
with their parents discover it is another 
welcoming, accepting place for them.
Students are given the chance to explore 
spirituality as a valid part of their lives – as a 
source of connection, comfort and strength.

3   To build resilience all girls are involved 

in Service and Charity work  

All our girls are involved in service in 
order to develop more compassion for, and 
awareness of, others.	Service gives a sense of 
perspective, connection and purpose. Service 
is linked to age groups and their curriculum, 
for example, year 9 girls study refugees so we 
invite Refugees to come and meet the girls 
and we then raise money for these families in 
order to help them settle effectively in New 
Zealand. 

4   To build resilience we have a strong 

support structure in our school

We know all our girls well so we can 
detect problems early and help.

5   Information Flow and Regular 

Meetings so we all keep in contact

• Students fill in personal surveys

• Goal setting by students 

• Camp debrief with students and 
awards given by students – peer 
appreciation is very important for 
teens and builds self esteem

• All teachers of a year group meet to 
discuss students once or twice  per 
term 
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• 3 times a week Form classes meet 

with form teachers 

• Deans meet weekly with form 

teachers

• Deans Meetings with year groups – 

twice a term 
• Deans awards for character
• Pre-holiday meetings and pre - exam 

advice  
• Talks on stress/balance etc., 

tidying rooms, how to deal with 
disappointment and failure, manners. 
Suggested readings re teen issues etc.

• Twice a year our Principal’s 

Commendations are given out. 
All teachers get to nominate 1 
student only for an achievement or 
improvement (preferably not to do 
with academic success more to do 
with effort and service) 

• Lectures for staff on how to notice 
warning signs of anxiety, depression, 
student health issues etc. 

• School nurse – briefs us on student 
health issues

6   To build resilience in our girls we work 

closely with parents – both fathers and 

mothers.

• We have a Year Level meeting with 
parents at the beginning of each year 
– to set the tone, meet everyone and 
where all expectations are outlined.

• All girls come with their parents to 
a special year level celebration, for 

example, Yr 8  mothers lunch, Yr 12  
fathers breakfast. 

• Our parents come to assemblies, 
music, cultural and sporting events 
as well as school dances and balls. 
Parents also act as team managers for 
sports and cultural activities and go on 
junior camps.

• We invite guest speakers to talk to our 
parents eg how to help your daughter 
with exam pressure, raising teenage 
girls etc and we also have parenting 
books and resources in our library.

7   To build resilience we have a strong 

support structure outside our school – in 

particular a strong connection with our 

brother school, Scots College.

Girls learn best apart from boys – but 
they also need to learn to relate sensibly and 

well to boys.

We have many informal and formal social 
occasions with Scots College – including 
Balls, barbecues, socials etc. We support each 
other at sports events against rival colleges. 
We have combined overseas study tours e.g. 
France, joint Drama and Music productions, 
field trips, charity events and church services

There is also the very popular “Quots 
events” (Queen Margaret Scots), a social 
competition where an overall award is given 
at the end of the year to the winning school.
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8   To build resilience we also encourage 

girls to move beyond their our city and 

country  by hosting students and going on 

exchanges. 

Exchanges are very important too as they 
create a new family in another country and 
culture.

We have exchanges to:

• Australia
• Chile 
• France
• Japan 
• Tahiti   
• USA 

They are an excellent way to prepare
students for the 21st century.

Future Leaders 

In all areas of school life, students 
practise leadership skills daily through:

• independence and taking 
responsibility,

• thinking and reflecting,
• communicating,
• being principled and open-minded,
• risk taking,
• discovering what motivates themselves, 

others and how to work as a team,
• goal setting,
• being mentored or mentoring.

There are also many specific leadership 

roles and training: Class captains, 
Librarians, QTechs (helping teachers with 
IT), Junior house leaders, Sports Captains, 
Music Directors,  Camps, Young Enterprise 
business groups , Global Young Leaders 
conferences, Head Girl and Deputy Head 
Girl conferences, Young New Zealanders 
Challenge, Spirit of Adventure  and Outward 
Bound, Mentoring younger students e.g. 
Yr 13 mentor Yr 7 Prefects, Committees, 
Houses, Year 13 leadership training, 
mentoring by Old Girls.

But most important is the underlying 

culture of leadership – from principal to 
staff to senior students to junior students.

It is a family within a school. There is no 
hierarchy amongst the girls, so genuine links 
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and affection are created.
The connection is real and lasting 

between the girls, the school and the wider 
school community.

To finish we would like to show you 

a speech by one of our senior girls. She is 

applying to be a prefect, and to become a 

prefect she must have the support of the 

whole school family – the students below 

her, the students in the year above and 

staff.

Thank you 
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椙山人間学研究センター活動概要

○椙山人間学研究センター構成員（敬称略）

センター長 椙山孝金
主任研究員 渡邉毅（プロジェクト統括）
客員研究員 杉浦昌弘
客員研究員 江原昭善
事務局（企画広報部企画課長） 竹田浩康
事務局（企画広報部企画課職員） 山田千恵子
事務局（センター事務室職員） 大浦詔子

○プロジェクト構成員
①『総合人間論』

プロジェクトリーダー渡邉毅主任研究員
 （人間関係学部教授）
研究員： 三井悦子（人間関係学部教授）
 山根一郎（人間関係学部教授）
 音喜多信博（人間関係学部准教授）

②『女 性 論』
プロジェクトリーダー東珠実
 （現代マネジメント学部教授）
研究員：影山穂波（国際コミュニケーション学部准教授）
 吉田あけみ（人間関係学部教授）
 藤原直子（人間関係学部准教授）
 小倉祥子（人間関係学部准教授）
 塚田文子（現代マネジメント准教授）
 太田ふみ子（高等学校教頭）
 小川奈保子（中学校教諭）
③『人間発達論』
プロジェクトリーダー 石橋尚子（教育学部教授）
研究員：山口雅史（人間関係学部教授 / 大学附属幼稚園長）
 佐久間治子（中・高図書館長）
 宇土泰寛（教育学部教授 / 大学附属小学校長）
 椙山美恵子（教育顧問 / 椙山歴史文化館長） 

④『日本・アジア文化と人間』
プロジェクトリーダー 鄭麗芸
 （文化情報学部教授）
研究員：加藤益幹（国際コミュニケーション学部教授）
 大浦誠士（国際コミュニケーション学部教授）
 梅野きみ子（大学名誉教授）
 二宮俊博（文化情報学部教授）
 季増民（文化情報学部教授）
 飯塚恵理人（文化情報学部教授）
 森本伊知郎（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）
 武山隆昭（教育学部特任教授）
⑥『環境と人間』
プロジェクトリーダー 野崎健太郎
 （教育学部准教授）
研究員：原暁子（高等学校教諭）
 村上聡（中学校教諭）

○平成 22 年 5 月 10 日（月）17:00 ～ 18:30
「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 1 回
人間講座」開催

テーマ：『＜日本人＞の多様性』
講師：渡邉毅 椙山人間学研究センター主任研究員

 椙山女学園人間関係学部教授

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：45 名

○平成 22 年 7 月 29 日（水）17:00 ～ 18:30
「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 2 回
人間講座」開催

テーマ：『アフリカ熱帯林における生物多様

（平成22年4月から平成23年3月まで）
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性―類人猿の生態から考える―』
講師：五百部裕 椙山女学園大学人間関係学部教授

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：38 名

○平成 22 年 9 月 18 日（土）
「第 21 回椙山フォーラム」開催（大学エクス

テンションセンターとの共同開催）
テーマ：『地域の中の COP10』
講師：稲村哲也氏（愛知県立大学教授・多文化共生研究所長）

「COP10 に向けての大学及び地域での
取り組み―文化人類学研究者の立場から」

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：
 稲村哲也氏（愛知県立大学教授・多文化

共生研究所長）

 香坂玲 氏（名古屋市立大学大学院准教授

  COP10 支援実行委員会アドバイザー）

 小林弘志氏（東山動物園長）
 飯尾歩氏（中日新聞論説委員）
時間：13:00 ～ 17:00
場所：椙山女学園大学文化情報学部棟 001 室
構成：第一部基調講演、第二部パネルディス

カッションⅠ、第三部 DVD 上映、
第四部パネルディスカッションⅡ

参加者：110 名
（告知・広報）

①中日・日本経済新聞折込 28 万部（8・22）
②新聞「催事告知欄」（無料）への原稿送付
（中日、毎日、読売、朝日）

③マスコミへの取材依頼（名古屋教育記
者会 16 社）

④教職員宛案内状送付（7・22）
⑤外部個人宛案内状送付（7･22）
⑥学園ホームページでの告知（7・29）
⑦センターホームページでの告知（7・27）

⑧名古屋市社教センターへのチラシ掲載
依頼（郵送チラシ 5 枚）18 センター
⑨名古屋市立図書館（各 5 枚）21 図書館
⑩近隣大学及び大学関連機関（各 5 枚）24 校

○平成 22 年 11 月 8 日（月）
・椙山人間学研究センター第 8 回運営委員会

持ち回り会議にて開催
メンバー：委員長（センター長） 椙山孝金

大学（主任研究員） 渡邉毅
大学（学長） 野淵龍雄
高校・中学（高校・中学校長） 梶田正巳
附属小学校（小学校長） 宇土泰寛
附属幼稚園（幼稚園長） 山口雅史
学園（学園事務局長） 高木吉郎
事務局（企画広報部企画課長） 竹田浩康
事務局（企画広報部企画課職員） 山田千恵子
事務局（企画広報部企画課職員） 大浦詔子

○平成 22 年 11 月 17日（月）17:30 ～ 19:00
「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 3 回
人間講座」開催
（椙山女学園食育推進センターと共同開催）
テーマ：『EBN（エビデンスに基づいた栄

養学）に沿った食育の勧め』
講師：脊山洋右椙山女学園大学生活科学部教授 /

椙山女学園食育推進センター長

場所：椙山女学園大学教育学部棟 B307 室
参加者：95 名

○平成 23 年 1 月 24 日（月） 17:30 ～ 19:00
・プロジェクト活動報告会議開催

○平成 23 年 1 月 27 日（木）17:30 ～ 19:00
「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 4 回



Journal of Sugiyama Human Research 2010 171

人間講座」開催
テーマ：『中国書法の受容と変容』
講師：鄭麗芸 椙山女学園大学文化情報学部教授

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：39 名

○平成 23 年 3 月
・『椙山人間学研究 2010』（第 6 号）発行（3 月

下旬完成予定）

■「椙山人間学研究センター打合せ会」開催日
（毎回議事録作成）
（参加：センター長、主任研究員、センター事
務室職員陪席：江原客員研究員）

平成 22 年 4 月 20 日
平成 22 年 4 月 22 日
平成 22 年 5 月 6 日
平成 22 年 5 月 14 日
平成 22 年 5 月 17 日
平成 22 年 6 月 10 日
平成 22 年 7 月 27 日
平成 22 年 9 月 9 日
平成 22 年 10 月 5 日
平成 22 年 11 月 4 日
平成 22 年 12 月 2 日
平成 23 年 1 月 13 日
平成 23 年 2 月 10 日
平成 22 年 3 月 11 日
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

（趣旨）

第1条　この規程は、学校法人椙山女学園
（以下「学園」という。）が、建学の精神
に基づく伝統に立って、その教育理念「人
間になろう」そのものを、より広くより深
く研究し、新たな人間についての知の開発
を通して、学園の教育研究、学術の振興に
寄与するとともに、研究の成果を広く学
界、一般社会及び地域に向けて発信する拠
点として設置する、椙山人間学研究セン
ター（以下「センター」という。）について
必要な事項を定める。

（センターの事業）

第2条　センターは、次の各号に定める事業
を行う。

（1）学園の教育理念「人間になろう」の調
査研究及びその教育実践の支援に関す
る事業

（2）新しい世紀に求められる「人間観」
（人文科学、社会科学及び自然科学等
における人間観の研究並びに学際的領
域の研究）についての調査研究事業

（3）学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク
に関する事業

（6）年報の刊行に関する事業
（7）人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会
への講師の派遣等に関する事業

（8）その他センター長が必要と認める事業

（センター長）

第3条　センターにセンター長を置き、セン
ター長 は、理事長の命を受け、セン
ターの事業を統括し、 所属職員を統
督する。

2　センター長の任期は2年間とする。ただし、
再任を妨げない。

（主任研究員）

第4条　センターに主任研究員を置く。
2　主任研究員は、各調査研究領域を統括し、

研究ネットワークを主宰する。

（研究員）

第5条　センターの事業遂行に必要な研究調
査を行うため、研究員を置くことが
できる。

（客員研究員）

第6条　センターの研究調査に関して、学園
外に 広く知識又は経験を求める必要
があるときは、客員研究員を置くこ
とができる。

2　客員研究員について必要な事項は、理事
長が 定める。

（事務室）

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。

（1）調査研究、委託研究、プロジェクト、
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

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）学園事務局長

（附　則）
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

（附　則）
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
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『椙山人間学研究』第６号をお届けいたしま
す。ご多忙中にもかかわらずご執筆いただき
ました先生方には、この場を借りまして衷心
より御礼申し上げます。ありがとうございま
した。

 平成 22 年度を振り返ると、気象的には全
国的にとても暑い夏となりました。名古屋は
９月末まで真夏のような暑さが続き、空気が
とても乾燥して、吸う空気が何か埃っぽい感
じを受けました。後にわかったことですが、気
象庁によれば 100 年に 1 度の異常気象であっ
たとのことです。このような異常環境の下、名
古屋では生物多様性条約第 10 回締結国会議

（ＣＯＰ10）が名古屋国際会議場を中心に 10 月
11 日から 29 日までの期間で開催されました。
椙山女学園では、この機会を捉えて「環境」に
ついて知ってもらおうと、早くからＣＯＰ10
パートナーシップ事業に参入してきました。
2008 年 11 月 22 日に「地球環境問題への視点
と提言に向けて―生態保全に人間のできるこ
と―」と題してシンポジウムを行い、今年度は

「地域の中のＣＯＰ10」と題して、会議開催の直
前に講演会とシンポジウムを行っています。
ＣＯＰ10 支援実行委員会のホームページを見
ますと、会議が終わった今でも、数は少ないで
すが、ＣＯＰ10 パートナーシップ事業が行わ
れています。今年度行ったシンポジウムで、自
分たちが住んでいる名古屋で生物多様性条約
の国際会議が行われることの意義と自分に関
係なくない環境への関心について語っていた
だきましたが、とても重要な視座であると思
います。ごみ問題を市民レベルで解決できた
名古屋市民にふさわしいイベントであり、自
然の叡智をテーマに開催した愛・地球博を成
功させた愛知県民であるから生物多様性の国

際会議が行われたのではないでしょうか。今
後も異常気象が、異常でなくなるほど恒常化
する危険性は充分あると思います。誰が加害
者で誰が被害者かがわからない環境問題は、
とても困難な課題ですが、一人ひとりが自分
に関係なくない問題であるという認識を持っ
ていれば、少なくとも愛知県内ではこの複雑
困難な生物多様性や環境問題への関心を持続
できるのではないかと思います。

 椙山人間学研究センターが発刊するこの
『椙山人間学研究』には、人間にまつわる様々
な考察が行われています。生物多様性を守る
ことも人間の叡智を結集しなければなりませ
ん。発展途上国の資源を破壊して、先進国がそ
の資源を利用して豊かに暮らしているという、
いわゆる南北問題にしても、生物多様性の観
点から考えれば、人間以外の生物の生息環境
の破壊が、ひいては発展途上国と先進国の両
方にボディブローのように影響してきます。
一つの固体が失われることは、その生物の連
鎖により人間の考えつかない悪い事態を招く
恐れがあります。これからは、各個人がグロー
バルな視点を持って人間の行為について考え
る時代にしなければならないのではないかと
思います。

この『椙山人間学研究』を是非ともご一読い
ただき、ご自分なりの人間理解を深めていた
だき、新たな時代への指針としてご利用いた
だきたいと願っております。

センター事務室
竹 田 浩 康

編 集 後 記
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