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『進展的展開のその先に･･･』
椙山人間学研究センター長

椙山　孝金

椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間
学研究第 7 号』をお届けいたします。平成 17
年度に本センターが設立されて 7 年目にあた
る平成 23 年度 1 年間の活動成果の集大成に
なります。

椙山人間学研究センターでは、建学以来の
伝統と共に教育理念「人間になろう」を深く追
究し、脈々と受け継がれる教育理念の具現化
と次世代を築く新たな人間についての知の開
発、人間に纏わる教育、研究における知の拠点
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女子学園であるその有
益性を最大限活用し、各校の教育成果の還元
や共同作業ばかりでなく学校の枠を超えた教
員同士の連携という様々な繋がりによって支
えられ、学園の知的シンボルとして認識され
ております。また、フォーラム、人間講座など
の講演会の開催、年誌『椙山人間学研究』の公
開などを通じ、知見を発信することで社会貢
献の一助となるべく努めて参りました。今年
度はセンター設立 7 年目にあたり、草創期か
ら成長期へと移行しつつあります。本年度の
研究成果を振り返り、改めて成長期と呼ぶに
ふさわしい質の高い研究活動を成し遂げるこ
とができたのではないかと感じております。

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。

文部科学省の「大学生の就業力育成支援事
業」において、椙山女学園大学の「トータルラ
イフデザイン教育の構築と推進」が採択され
ました。そこで今年度第１回の人間講座では、
この取り組みの中核を担っている後藤宗理本
学看護学部教授による『青年心理学からみた
キャリア教育』を開催しました。後藤先生は、
まず青年心理を述べる前に「青年期とはどの
ような時期なのか」「青年期の課題とは何か」
という青年期そのものの定義を示され、青年
心理学を語る上で古典的理論とされるスタン
リー・ホールの「疾風怒濤」やエリクソンの「ア
イデンティティ」、クルト＝レヴィンの「マー
ジナルマン」といった用語を用い、理論的枠組
みをわかりやすく紹介されました。その後、コ
ールマンの「焦点理論」やアスティンの「IPO
モデル」を元に後藤先生を中心に研究がすす
められている「職業社会化過程の構造」につい
て、数々の統計資料とそこから推測される現
代の青年の状況と共に詳しい解説が行われま
した。現在、90％以上の中学生が高等学校へ
進学し、大学へも 50％台まで進学率を伸ばし
ている一方で、大学入試の多様化が進み、人生
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において直面する大きな問題が先送りされる
ことにより、これから迎えるであろう試練を
乗り越えていくのに相当な苦労を伴うのでは
ないかと危惧していました。後半では、本年１
月に中央教育審議会から出されたキャリア教
育の答申を軸とした本学でのキャリア教育の
ひとつである「わたしの履歴書」など実際の取
り組みを紹介されました。キャリア教育とは
自己理解や人間関係の形成、論理的思考力な
どの能力を身に付けるしかけ作りであり、自
分の生き方を見つめ、将来に向けて生きる力
として自身が伸びていく手段となるのではな
いかと最後に結ばれました。

第 2 回人間講座では、本学人間関係学部教
授であり、椙山人間学研究センター主任研究
員である渡邉毅先生による『起源からみた人
間家族の特徴 』を開催しました。渡邉先生は
チャールズ ･ ダーウィンが「種の起源」を著し
た後の世界と日本における家族起源論の系譜
を説明され、特に戦後の日本での今西錦司氏
をはじめ文化人類学者を中心とした霊長類の
社会構造について、チンパンジー社会やニホ
ンザル社会を例に挙げて紹介されました。性
別やオスの移出入などといった単純なエレメ
ントから群社会を構造化し、単位集団の基本
的な 4 構造を示した上で、プレバンド仮説と
ファミロイド仮説の比較や群れの継承性を検
証しました。諏訪元氏によってエチオピア・
アフォール地方で発見されたラミダス猿人は、
近年東京大学の三次元ＣＴスキャンを使用し
全身骨格が復元され、ヒトとチンパンジーと
の関係性がより明確となり、そのお話はひと
きわ参加者の関心を引いていました。後半で
は、人間家族の特徴についてレヴィ・ストロ
ースの「女性の交換」を用いて、系統的父系型

の枠組みであることを前提とし、日本での局
地的な母系型社会の踏襲やその特性を紹介さ
れました。今後、少子化や高齢化社会に突き進
む日本の現状の中、長男長女の結婚難に表れ
ているように、これまでの父系制度の維持は
難しいと予測され、男性の意識改革の必要性
を説くと同時に、新しい家族構造として「妻方
同居婚」の提議をされました。

第 3 回人間講座は京都大学霊長類研究所統
合脳システム分野准教授で、本学人間関係学
部非常勤講師も務められている大石高生先生
の『脳とこころ―脳の進化から考える― 』を
開催しました。大石先生はまず我々のこころ、
脳は「進化」によって形作られてきたと定義さ
れました。脳の中の前頭前野という領域が脳
の他の領域をも制御する最も高次な中枢であ
り、この部分に事故により損傷を負ったため
に性格（人格）に変化を来たしたというアメリ
カの実例を元にして、脳がこころを生み出し
ているという結論を導き出されました。また、
人間の大脳皮質の約 30％を前頭前野が占め
るのに対し、類人猿は 10％以下しかなく、人
間の特徴は、大きく発達した前頭前野を持つ
動物であり、ヒトの進化に伴って脳が拡大し
ているともお話されました。後半では、スライ
ドによる視覚体験を通して脳の情報処理能力
を体感し、より理解が深まりました。また、相
手の心を推測する働きが備わっているのは人
間だけであること、自分の表情が感情に影響
を及ぼすお話はひときわ参加者の関心を引い
ていました。

本年度最後となる第４回の人間講座では
『森の民ピグミーの生活から―日本モンキー
センターとアフリカ学―』として財団法人日
本モンキーセンター長、京都大学名誉教授の
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市川光雄氏をお迎えして、先生の豊富な経験
と研究に基づいた内容のご講演をしていただ
きました。市川先生は日本におけるアフリカ
研究は人類進化研究を目的とした霊長類調査
を起源としており、戦後の本格的な調査は日
本モンキーセンターからの派遣調査隊であっ
たという歴史をご紹介されました。市川先生
はいくつか選択肢のある人類進化研究の中で、
長年、現生狩猟採集民の研究に携わっておら
れ、当初の目的である人類社会の進化の過程
を解明する調査研究から、アフリカを現代の
諸問題について共有する所として、開発貧困
問題、少数民族問題、環境問題など現代の課題
が凝縮した社会と先住民の研究へとシフトし
てきたその背景と課題を現地の画像を多用し
ながら実例をお話されました。熱帯雨林の保
全と先住民の関係性もそのひとつで、生物多
様性の保全と民族や文化といった文化的多様
性の共存をいかに推進していくかという課題
に対して、市川先生は森の多様性に依存した
生活と文化の中で人間が活動することによっ
て森林環境を維持できるのではないかという

「資源と生命が循環する生活」を提唱されまし
た。また、日本ではまだあまり知られていない
ブッシュミート問題や、ゾウ狩り文化などの
問題についても「森林減少・劣化からの温室
効果ガス排出削減（ＲＥＤＤ）」からの公正な
利益配分を行うことを前提として、先住民の
森林に対する権利の尊重と保護、そして持続
的な利用の主体となる体制の構築が必要では
ないだろうかと締めくくられました。アフリ
カでは森を「森は全てを与えてくれる父と母」
とイメージしており、先住民を「森の子ども」
としているそうです。現地の画像の中でムブ
ティ・ピグミーの赤ちゃんや子どもたちが森

の恩恵を一身に享受しているかのような大変
無垢な表情をしていたのが印象的でした。

今年度の「第 24 回椙山フォーラム」は基調
講演に独立行政法人国立科学博物館人類研究
部人類史研究グループ長の篠田謙一氏をお迎
えし、『ＤＮＡからたどる我々の先祖たち』と
題して開催しました。第 1 部に篠田氏による
基調講演、第 2 部では篠田氏とセンター主任
研究員で本学人間関係学部教授の渡邉毅氏に
よるパネルディスカッション、第 3 部として
フロアからのご質問を含めての質疑応答とい
う構成で行われました。

篠田氏は、まず現生人類の起源に関して多
地域進化説とアフリカ単一起源説、20 万年
前のミトコンドリア・イヴで有名な論文『ミ
トコンドリアＤＮＡとヒトの進化』について
講演の導入としてご紹介されました。その後、
篠田氏が長年研究に携わってこられたミトコ
ンドリア研究からは遺伝的近縁関係を把握す
ることができ、クラスター分析で世界の人類
をグループ化すると、人類は肌の色や人種、民
族で区別されたものではなく全て遺伝子によ
って決定され、結論として人類はアフリカで
誕生したという事実を示しているそうです。
次に話題は二重構造説を中心にした日本人の
起源に移りました。二重構造説というのは、縄
文の社会に弥生人が入り、混血が行われて今
の日本人ができているという考え方で、日本
人には縄文と弥生の二層性があり、原日本人
である縄文人、その社会に弥生時代に渡来人
が朝鮮半島から入ってきて混血して日本人が
できたという学説です。この二重構造説によ
ってアイヌ集団、本土日本集団、沖縄南西諸島
の集団に分けられ、独自の文化と進化を築き
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ました。北海道では弥生の影響を受けなかっ
た代わりに 6 世紀から 10 世紀あたりにカム
チャッカを発祥とするオホーツク文化が持ち
込まれ、独特の発展を成します。アイヌ同一民
族においても道南、道東、道北と遺伝的な地域
差が生じているのもこの文化の影響があると
いわれているそうです。沖縄は中国・台湾先
史文化、先島文化、フィリピン新石器文化、沖
縄本土での南首里城を本拠とした琉球王国の
繁栄によってグスク時代が確立し、アイヌと
も本土日本とも異なる進化を遂げます。篠田
氏は最後に「ひとつの列島、2 つの国家、3 つ
の民族」という言葉を挙げられ、それぞれの地
域がいろいろな歴史的な経緯を経て現在の日
本があり、複眼的なアプローチを持つことが
日本人や日本人の成立を理解する近道になる
のではないかと締めくくられました。講演で
は未公開画像なども発表していただき、脈々
と流れる時間の波に身を浸しながら過ごす大
変有意義なフォーラムとなりました。

平成 23 年、わが国日本は未曾有の災害、東
日本大震災を経験しました。凄惨な被災地の

様子に戦慄が走り、避難所生活の人々を目に
するたびに今でも胸が潰れる想いがします。
このような感覚を覚えるのは私だけではない
でしょう。3.11 を境に社会が求める人間や人
間性は大きく変わる可能性を孕んでおり、今
後、椙山人間学研究センターからより一層深
化した知識を発信していく使命を重く感じて
います。そのような時流だからこそ、私たちは
多角的な人間追究と知の拠点を志す椙山人間
学研究センターの存在意義を余すところなく
発揮すべきであり、進展的な展開のその先に
は椙山女学園が目指す不同不二の「人間学」の
確立があると信じてやみません。本センター
は、これからもスタッフ一同、本学園の教育理
念「人間になろう」、至誠天通の想いを胸に秘
め、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 24 年 3 月 20 日
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第24回椙山フォーラム
テ ー マ ： 『 DNAからたどる我々の先祖たち 』
日　　時 ： 平成23年11月12日（土）　13:00～17:00
基調講演 ： 篠田謙一 氏（独立行政法人国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ： 篠田謙一 氏（独立行政法人国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長）
 　渡邉　毅 氏（椙山女学園大学人間関係学部教授・椙山人間学研究センター主任研究員）
場　　所 ： 椙山女学園大学文化情報学部メディア棟001室

【総合司会】
渡邉毅主任研究員：定刻を回りました。国立
科学博物館の篠田謙一氏をお招きし、第 24 回
椙山フォーラム『ＤＮＡからたどる我々の先
祖たち』を開催いたします。開会にあたり、最
初に本学園理事長の椙山正弘より開会のご挨
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『ＤＮＡからたどる我々
の先祖たち』というタイトルのもと椙山人間
学研究センター主催の第 24 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
勢の皆様においでいただきまして、誠にあり
がとうございました。

さて、本学園は「人間になろう」ということ
ばを教育理念として掲げており、人間教育を
進めております。人間の原点を探るには最も
重要なものは体であり、体のもとは個々の遺
伝形質を発現するひとつとしてＤＮＡがある
とされています。最近、ＤＮＡ研究はめざまし
いものがあるとされていますが、それによっ
て多くの疑問が解明されてきました。先程、お
配りした資料にありますように人類学では縄
文人と次の弥生人との関係が長年にわたって
議論されてきました。そして今、ＤＮＡ研究か
ら問題は結着しました。弥生人の中に渡来人
の人々が含まれ、そのＤＮＡも現代日本人が
受け継いでいるのです。このような現状のも
と、このフォーラムでは縄文人の多様性と現
代日本人の遺伝的対応性に焦点を当てて議論
いたします。本日のフォーラムにおいてこう
した我々の先祖を探るという事も本学園の

「人間になろう」という教育理念の一貫として
行うものであり、皆さんにもご理解をいただ
ければ幸いでございます。これを持ちまして
本日のフォーラムの開会のご挨拶をさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。

渡邉主任研究員：それでは早速、本日のフォ
ーラムの基調講演に移りたいと思います。
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まずは基調講演の演者、篠田謙一氏をご紹
介させていただきます。現在、独立行政法人
国立科学博物館人類研究部において人類史研
究グループ長を務めておられます。偶然、彼
とは大学および指導教授が僕と同じ先生のも
とで学んだということから、一般には弟弟子
という位置になります。篠田氏は長年にわた
って、実は解剖学教室に所属し、かなりの苦
労をされていました。現在は国立科学博物館
に移られて様々なＤＮＡを扱いながら研究の
ウィングを広げていらっしゃいます。今秋で
しょうか、東京新宿ありました国立科学博物
館の分館がつくば市に移転し、移転の作業で
お忙しい日々を過ごされている中、やっとつ
くば市に居を構えながら、本日はお越しいた
だきました。解剖学教室の時代に思い切って
分子人類学ＤＮＡ研究に舵を切られ、その結
果、人骨に残るＤＮＡを取り出す技術および
そのシークエンスを決めた上で、縄文人骨の
特徴といったことなどに従事されています。
近年、現代人一人ひとりが母方の先祖のミト
コンドリアのＤＮＡを調べることによって母
方の先祖がどのような所にいた人々なのかと
いうことがかなりはっきりと分かる時代にな
りまして、最近、篠田氏にはテレビの世界に
ひっぱりだこで、いろいろな著名人のＤＮＡ
を調べて、この人の先祖はどこにいたのか、

ルーツがどこか、というようなことを発表さ
れています。国立科学博物館において、分子
人類学ＤＮＡ研究を手広く展開しながら、4
年くらい前になりますか、ＮＨＫブックスか
ら『日本人になった祖先たち』という本を出
版され、僕はこれを読んで感銘を受けたとい
うか、感動しました。それは我々の師匠であ
る池田次郎先生という先生が実は長年の論争
で、東京大学の鈴木久教授が「変形説」「移
行説」という縄文から弥生にかけては遺伝的
な変化はなく、いわば生活環境、生活様式が
変わったことによって形態的な変異があった
とする立場を取り、圧倒的にこの立場が優勢
でした。それに対し篠田さんも含め、池田先
生は「混血説」という考え方に立ちながら、
縄文から弥生にかけては混血があったと主張
していました。最終的にはこのＤＮＡ研究が
決め手となって、明らかに弥生という時代に
多くの渡来系の人々がやってきて、土着、縄
文系子孫との間に混血を行って現代日本人が
形成されたというシナリオがほぼ出来上がっ
たという状況にあります。

今日はそういう中で、最先端のデータやＤ
ＮＡをどうやって調べるのかも含め、どのよ
うな結果が得られているのか、我々のルーツ
としてはどのような地域にいた人々が該当す
るのかという話題を提起していただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。

基調講演
「ＤＮＡからたどる我々の先祖たち」
篠田 謙一 氏（独立行政法人国立科学博物館人類研
究部人類史研究グループ長）

■はじめに
ただいまご紹介にあずかりました国立科学
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博物館人類研究部の篠田でございます。本日
は「ＤＮＡからたどる我々の先祖たち」という
タイトルでお話させていただきます。

タイトルスライドでどんな写真を出そうか
というのは常に悩むところで、いつもは自分
の写真を出さないようにしていますが、今日
は特別にこんな写真を用意しました。

【資料1】【資料1】

これは日本から見ると地球の反対側になりま
すが、チチカカ湖という南アメリカ大陸のボ
リビアとペルーの間にある湖の畔で撮った写
真です。見にくいのですが後にチチカカ湖が
写っています。ここは標高が 4000 メートルぐ
らいのところですので、口をパクパクしなが
ら写っている写真です。最初になぜこんな写
真をお見せするのかというと、私の隣にいる
人は、現地で私が泊っていた宿屋の亭主で、ア
イマラ族という南米の先住民の血を引く人だ
からです。これはチチカカ湖に浮かんでいる
太陽の島という所で撮影したのですが、この
太陽の島に住んでいるアイマラの人々という
のは、実は今から 2 万年くらい前にベーリン
グ海峡を渡って南米大陸に入ったモンゴロイ
ドの子孫です。ですから、遺伝子を調べるとこ
ういう人と私たちとの間の関係というのが分
かってきます。繋がりというものが分かって
くるわけですね。今までそういうことはほと

んど分からなかったのですが、現在では、かな
り正確に分かるようになってきました。現代
の遺伝学、ＤＮＡの分析技術の進歩によるも
のです。私たちは彼らと同じ遺伝子を持った、
地球のほぼ反対側に住んでいる人なのだとい
うことが分かったのです。ですからこの写真
は人間がみんなネットワークになっているこ
とをお伝えする写真なのです。

また、敢えてなぜこの写真を選んだのかと
いうと、もうひとつ理由があります。実はこの
写真を撮影した日付の方も重要なのです。今
日はもう 11 月中旬ですのでそろそろ今年 1
年を回顧するということがあると思いますが、
当然ながら、2011 年は 3 月 11 日の大震災が
今年 1 年の最大のテーマになろうかと思いま
す。その時に何を自分はしていたのだろうと
いうのが問題になるのではないかと思います。
その時、私は寝ていました。なぜ寝ていたのか
というと、私はこの島にいたのです。これはち
ょうど 3 月 11 日の午前 8 時に撮影した写真
です。午前 8 時というのは震災の前かと思わ
れるかもしれませんが、ボリビアと日本は時
差が 14 時間ありますので、日本は午後 10 時
くらいの時間になります。つまり、彼と私が写
真を撮っていたのは地震が起こった後だった
んですね。この島はテレビもラジオも何もな
いところなのですが、彼が携帯電話を持って
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いまして、彼の携帯電話に私がいつも使って
いる旅行社から日本が大変なことになってい
るという電話が来て、その電話を繋いでくれ
たのです。写真はその直後に撮影しました。

私たちは遺伝子のネットワークで繋がって
いるということをＤＮＡの研究が明らかにし
たのですが、その時に感じたのは、情報ネット
ワークは世界中の人を既に完全に結び付けて
いるということでした。私たちは情報ネット
ワークで繋がり、人間が持っている遺伝子の
ネットワークでも繋がっているという社会を
生きているんだということをまざまざと感じ
た瞬間でした。それから慌ててその島を出て、
対岸のボリビアの街に行ってテレビを見まし
た。そうすると最初に流れた映像はＣＮＮだ
ったのですが、名古屋の映像でした。名古屋が
揺れているという事をやっていて、アナウン
サーはどう聞いても仙台で地震が起こったと
言っているのに、どうして名古屋の映像が出
ているのだろうと不思議に思いました。実は
東京のスタジオが全然使えなかったという理
由から、海外に最初に発信されたのが名古屋
だったんですね。名古屋でも結構揺れている
映像がでていましたので、これはとんでもな
いことが起こっているんだな、と感じました。
博物館にすぐ連絡をしたら、職員は帰宅でき
ない状況になっていましたが、とりあえずの
無事という事がわかりました。

今日はこのような情報ネットワークではな
くて、もう一方の遺伝子のネットワークの話
をさせていただきます。どのようにこのネッ
トワークの存在が分かってきたのかというお
話と、我々日本人の先祖を中心としてお話し
たいと思います。長いお話になりますが、よろ
しくお付き合い下さい。

■現生人類の起源とＤＮＡ
最初に私たち人類というのはどうやって出

来上がってきたのかというお話を大まかにお
さらいしていきたいと思います。これは私よ
りも渡邉毅先生のご専門なのでごく簡単に説
明します。

我々人類というのはアフリカで生まれて、
アフリカで育ったということが化石の証拠か
ら分かっています。これには遺伝子の証拠も
あります。我々に一番近縁な生物というのは
チンパンジーです。そのチンパンジーと現代
人の私たち人類が別れたのがだいたい 700 万
年くらい前だと言われています。700 万年前
から 200 万年前までの 500 万年間に、私たち
人類に繋がるような化石というのは全てアフ
リカから出てきています。ですから、我々人類
というのは大もとをたどればアフリカで生ま
れたということが明らかなわけです。

ところが、200 万年を超えますと、人類は
アフリカを飛び出します。赤道中緯度地方か
らアジア、ヨーロッパにかけて、様々な地域で
我々人類に繋がる化石が出てきます。つまり
この頃、人類はアフリカを出て行ったという
事がわかるのです。200 万年前以降、こうい
った地域へ人類の先祖が進出したということ
になります。そうしますと今の私たちに繋が
る人というのは、どういう人なのだろうとい
うのが気になります。

長い間、この図のように考えられてきまし
た。人類はアフリカで生まれて世界の各地に
出て行ったわけですが、例えばヨーロッパに
出て行った人たちはネアンデルタール人、あ
るいはアジアに出てきたのは北京原人、ある
いはジャワ原人といった人類になっていきま
した。こういう、世界の各地にいた人類が、そ
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れぞれの地域で独自の進化をして現代人が出
来上がっていった。その間に各地の人類の間
には遺伝的な連絡があって全体として現代人
ホモサピエンスに進化していったのだと考え
られていました。これは多地域進化説と呼ば
れているセオリーです。ネアンデルタール人
はヨーロッパ人に、北京原人の子孫は我々東
アジアの人間になると考えていたわけです。

ところが 80 年代から化石の証拠の解釈も
変わってきたり、あるいは一番大きいのはＤ
ＮＡの仕事なのですが、その研究によってこ
のセオリーは大きく変わる事になります。ど
う変わったのかといいますと、200 万年前に
アフリカから人類が出て行ったところまでは
同じですが、ネアンデルタール人はやがて現
在のヨーロッパ人に繋がることなく絶滅し、
北京原人の子孫というのも我々東アジアの人
間にはならなかったと考えているのです。私
たちの由来はというと、遥か後の時代になっ
てもう一度アフリカから出てきた人たちが世
界中に広がっていき、現在のホモサピエンス、
現代人になったのだと考えるようになったの
です。

この 2 つの学説の大きな違いは何かという
と、我々人類、地域に住んでいる人類の歴史が
どのくらい古いのかということなのです。例

えば資料 2 左図の多地域進化説で言えば 200
万年前以降連綿と人類がそれぞれの地域で続
いていて、今の私たちにつながるのですが、資
料 2 右図のアフリカ単一起源説では、後から
アフリカを飛び出した人たちが、残りの人類
を駆逐する形で世界に広がっていったという
ことになります。従来説に比べて、非常に新し
い時代に我々は誕生して、世界に広がってい
ったということになります。その学説の変更
の最初のきっかけを作ったのが『ミトコンド
リアＤＮＡとヒトの進化』というタイトルで
イギリスの科学雑誌『Nature』に 1987 年に発
表された論文です【著作権に抵触するため資
料はありません】。この写真はこの学説が

『News Week』で紹介された号の表紙ですけ
れども、現代人と言うのは 20 万年前のひとり
の女性に戻っていくのだという論文の主旨を
説明するものです。今までのセオリーですと
100 万年前くらい前に戻るはずだったものが
非常に新しいところに戻っていくというこの
論文が出て、大論争が引き起こされました。

現在では，この学説は定説となっているの
ですが、それを証明する最新のＤＮＡの仕事
にこんなものがあります。これは 2008 年に発
表された論文で、どういうものかといいます
と、人間の核のＤＮＡ、今日のこれ以降のお話

【資料2】【資料2】

【資料3】 【資料3】 
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の中心はミトコンドリアＤＮＡのお話になり
ますが、核のＤＮＡが世界中のヒトを対象に、
それぞれの集団の中でどれくらいのバラつき
があるのかを調べたデータなのです【資料 3：
ヒトの遺伝的多様性】。こちら（グラフの左側）
は一番バラつきがある集団で、集団の中でバ
ラつきがないのはこちら（右側）になります。
人類集団にはバラツキが多いものと少ないも
のがあるのですね。それで、バラつきの多い集
団はどこにいるかというと、すべてアフリカ
にいるんです。それがだんだんとアフリカか
ら離れるに従って、地域集団の持っている遺
伝的な多様性、いわゆるバラつきが少なくな
っていくということが分かってきました。こ
のことが何を意味するかを考えてみましょう。
もしアフリカを飛び出した人類が古い時代か
らずっとそれぞれの地域に住んでいると、こ
のバラつきはどの地域でも同じになります。
バラつきは突然変異がその集団内に溜まって
いくことによって起こる現象ですので、長い
間地域集団が同じ歴史を持っていれば、バラ
つきが全て同じになっていくはずなのです。
しかし、実際に調べてみるとそうではない。ア
フリカが一番変異が大きく、アフリカを離れ
るほど小さくなっている。これは後でもう少
し詳しくお話しますが、アフリカで人類が誕
生したことも表しているのです。多地域進化
説が正しければ、このようなグラフにはなり
ません。

それから、となりの図【資料 3：全ゲノムを
用いた遺伝的系統樹】ですが、これは地域集団
同士、遺伝的に似たもの同士をくっ付けてい
くという手法で書かれたものです。アフリカ
人がいて、アフリカ人から出た枝が中近東の
人になって、その先にヨーロッパ人がいる。ヨ

ーロッパ人から外れたところに、今度は中央
アジア、南アジアの人がいてそれから私たち
東アジアの人がいます。その向こうにアメリ
カ先住民がいる。実はこのように近縁関係を
描いていくと世界地図と同じ形になっている
んですね。アフリカを出て中近東に行き、一方
はヨーロッパに行く。また一方では南アジア、
インドを通って東アジア、その東アジアの先
にアメリカ大陸に人が到達するというそのよ
うな絵が描けるのです。つまり、これは人類が
こういう形で世界に広がっていったというこ
とを遺伝的に証明しているという話になりま
す。このことは、最近様々な遺伝学的証拠、Ｄ
ＮＡの分析をすることによって分かってきま
した。

では、ＤＮＡ分析で人類の歴史を知るとい
うのはそもそもどうやるのでしょうか。私が
研究しているのはミトコンドリアＤＮＡです
けれども、それを説明します。ここからは理科

の勉強になります。これは人間の細胞です。こ
んな格好をしていて中央に核があり、周りに
細胞質というものがあります。細胞は生物の
機能的な最小単位でして、おおよそ細胞が 60
兆個集まってひとりの人間が出来上がってい
ます。中央の核にはＤＮＡが入っていて、これ
が人間の設計図です。周りは細胞質といいま

【資料4】【資料4】
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して、その中にいろんな細胞内小器官があっ
て、さまざまな細胞の機能を担っています。そ
の中のひとつにミトコンドリアがあります。
このミトコンドリアは実は独自のＤＮＡを持
っています。人間の細胞の中には、核に体の大
きな設計図のＤＮＡ、それからミトコンドリ
アにはミトコンドリアを作るためのＤＮＡ、
あまり大きくないのですが、そういうものが
入っています。

ミトコンドリアのＤＮＡは全部で 1 万
6500 個のＧＡＴＣの文字が繋がっています。
核の方には人間 1 人分のゲノム、30 億塩基
対が入っていますから、こちらはミトコンド
リアの 20 万倍ぐらいの非常に巨大なＤＮＡ
を持っている事になります。

ミトコンドリアのＤＮＡは小さいので、解
析技術が発達していない今から 10 ～ 20 年前
でも分析しやすかったということがあります。
1 万 6500 というのはどのくらいの文字数か
と言いますと、400 字詰めの原稿用紙で 40
枚ですよね。ですので、ＧＡＴＣを 40 枚分書
くとミトコンドリアＤＮＡの塩基配列を全部
記載できるのです。この間、気が付いたことが
あります。今日も 90 分ほどお話させていただ
きますが、90 分私がお話したものをテープ
起こしにすると約1万7000字ほどになります。
つまり、だいたいこのスピードで 90 分お話し
すると 1 万 6500 文字くらい話していること
になります。一方、この核の方にある、人間の
体全体のＤＮＡの方は 30 億塩基対ですから
それの 20 万倍です。90 分の 20 万倍ですの
で 34 年分になりますね。ですから私はこのス
ピードで 34 年間お話したらおそらく人生が
終わってしまうと思いますが、もちろん聞い
ている方も危ないのですが、それくらいの差

があることになります。これでミトコンドリ
アのＤＮＡは非常に小さいものだということ
がお分かりになるかと思います。ですから、最
初から分析がしやすかったのですね。

■現在のＤＮＡ分析から見えてくるもの
今現在では、核の方のＤＮＡの分析も随分

進んでいまして、かなりいろいろなことが分
かるようになってきました。それで最初にど
うやってＤＮＡを調べるのかという説明をし
ます。任意の日本人 3 人を選んできて、この 3
人のＤＮＡを調べてみるというお話です。だ
いぶ前にＮＨＫで爆笑問題のおふたりが出演
されている『爆問学問』という番組に出たこと
があります。それまで私はＮＨＫでは『サイエ
ンスゼロ』など非常に堅い科学番組には何度
か出演させていただいたのですが、この番組
に出たとたんバラエティー番組以外から声が
掛からなくなって、最近はそればっかりにな
ってしまいました。そのような意味では記念
碑的な番組と言えますね。その時に爆笑問題
のおふたりとわたしを含めた出演者 3 名のＤ
ＮＡを調べました。

現在、ＤＮＡを取る方法というのは非常に
簡単でして、ブラシみたいなものを口の中に
入れて口の粘膜を何回か擦ります。口腔粘膜
がブラシの先端に付いてきますので、これを
分析するとその人が持っているＤＮＡ全てを
調べることができます。ある種の化学処理を
して機械にかけると、このようなグラフが出
てきます。私が調べたミトコンドリアＤＮＡ
の塩基配列です。ここにＧＡＴＣ ･･･ とずっ
と並んでいます。一人分全部調べると 1 万
6500 文字並ぶデータが出てきます。【個人情
報に抵触するため資料はありません】今、一番
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上が私のミトコンドリアＤＮＡの配列ですが、
一行目が太田さん、二行目が田中さんです。こ
れをずっと見ていくと、点で書いてあるのは
同じ配列という意味です。このように一行目
は全く一緒です。ところが二行目になると太
田さんだけがこの部分がＣになっていること
が分かります。さらに見ていくとこの部分が
わたしはＡですが、太田さんも田中さんもＣ
ということがわかります。このように一人ひ
とりのＤＮＡを取ってきて塩基配列を並べて
比較すると、あちこちに違いがあるというこ
とが分かります。

ミトコンドリアＤＮＡは母から子へ伝わっ
ていきますので、お母さんから子どもへ伝わ
った時に、読み間違いが起こって、このように
配列が変わっていくのです。これを突然変異
といいます。子どもの頃にやったことがある
と思いますが、学校で子どもをずらっと並ば
せて、前から「○○」と囁いて次々と後に伝え
ていくという伝言ゲームがありますよね。あ
のゲームでは最後になると最初の言葉とはと
んでもなく違う言葉になっています。あれは
人から人に伝わっていく時に所々で間違いが
起こるわけですね。そのような間違いが母か
ら子どもにＤＮＡが伝わっていくときに時々
起こります。これは何十世代に 1 回の割合で
起きますが、そういう事が蓄積していくので、
私たち一人ひとりが持っているＤＮＡが随分
違ってくることになります。

スライドの話に戻りますが、私と太田さん
は 45 箇所違いがありました。田中さんと私は
44 ですが、太田さんと田中さんは 37 箇所し
かありませんでした。この違いをグラフにす
ることができます。３人を結ぶ線は、違いが少
ないと短く、多いと長くなります。この違いは、

３人の先祖をさかのぼっていったときに、ど
ちらが先に同じ先祖に繋がるかということを
示しています。この場合は、太田さんと田中さ
んは先に先祖が繋がって、それに私の先祖が
繋がってくるという形になります。

つまりＤＮＡからの違いを調べると言うこ
とは、簡単に言ってしまえば、人間の近縁関係、
遠い近いをグラフ化できるということです。
今、これを 3 人で比較をして、太田さんと田中
さんの方が先祖は近いですよ、ということが
この結論になります。これだけでは何も面白
くはありませんが、今度はこの操作を世界中
の人でやってみます。

世界中から 50 数名の方を集めてきて、ミト
コンドリアＤＮＡの近縁関係を調べた人がい
ます。今から 10 年くらい前の仕事ですが、こ
のような絵が描けました。世界中の人の共通

祖先があって、近い者同士をくっ付けていく
と、このようなグラフができます。これをクラ
スター分析といいます。このクラスターとい
う言葉は、あのクラスター爆弾と同じですが、
元 「々房になる」という意味でして、束ねてい
ってまとまりができていって、それが繋がっ
ていくということを表しています。この研究
では、世界から人を集めて分析すると、人々が
いくつかのグループになっているということ

【資料6】【資料6】
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が分かりました。図から大きなグループが幾
つかあり、その大きなグループもその中にも
幾つか細分化されて小さいグループがあるこ
とが分かります。これは世界中の人の遺伝的
な近さを表しているわけですから、遺伝子で
分類すると世界中の人がいくつかのグループ
に分かれるという事を示しています。世界の
人がグループに分けられるということぐらい
当たり前の事だ、分かっていますよ、と皆さん
思われるでしょう。普通はどのように分ける
かというと、例えば、アジア人は黄色人種、あ
とは白人、黒人というように別けられるだろ
う。そうする当然、このようなＤＮＡのグルー
プもどれかは黒人のグループでどれかは白人
のグループ、あとは黄色人種のグループであ
ろうと予想できます。ところが、全然その通り
ではないのです。これがＤＮＡの分類の話の
肝です。

実は、このように孤立しているいくつかの
分類群、グループは全部がアフリカ人だけで
できていたんですね。あと、この一番大きなグ
ループは更に 3 つに分かれていますけれども、
この 3 つのうちの 1 つはアフリカ人、もうひ
とつはアジア人しか入っていないグループ、
残りのひとつはアジアとヨーロッパ人が混在
しているグループになりました。つまり、遺伝
子で分けると、あの白人、黒人、黄色人種とい
う枠とは全く違う分類の仕方が人間に関して
できるんだということが分かります。それで
は一体これが何を意味しているのでしょう。
実は先程の核ＤＮＡ分析のお話と同じ結論に
なります。これは、人類がアフリカで生まれた
ということを示している図なのです。長い間
住んでいると当然、地域の集団はそこで長い
世代を重ねるわけですから、親から子へ伝わ

る回数が多くなります。そこに住んでいる集
団は遺伝的多様性、つまり変化がたくさん集
積することになります。歴史の新しい集団、あ
まり歴史のない集団はその中での違い、個体
同士の違いが小さくなります。図ではアジア
人とヨーロッパ人とはこのポイントで一緒に
なりますね。この 2 つのグループはここで一
緒になりますから、あまり全体としての変異
が大きくないということになります。

ミトコンドリアＤＮＡの突然変異はどのく
らいの間隔で起こるか、ということが別の方
法で推定できていまして、集団が一緒になる
点がだいたいいつ頃になるかということが計
算できます。アジア人とヨーロッパ人が一緒
になるのは 6 万年から 7 万年前ということが
分かっています。さらに一番最後のひとつ、つ
まり全人類の共通祖先の誕生はだいたい 14
万年前から 20 万年前ぐらいではないかと言
われています。そうすると、世界中の人をずっ
と辿っていくと、みんな最後は 20 万年前ぐら
いに収束してしまう、つまり、逆に言うと人類
の歴史というのはそんなものだという話にな
ります。

アフリカで生まれて、アフリカにずっと住
んでいるものですから、アフリカ人同士とい
うのはすごく違いが大きいのですね。この小
さなグループの中のひとつのアフリカ人、戻
るところのヨーロッパ人、アジア人と同じと
ころにくるのですが、この人たちの先祖のあ
る人たちが、アジアに行ったり、ヨーロッパに
行ったりしたということが図から分かってき
ます。つまり世界中の人たちがどのような近
縁関係になっているのかということを知ると、
それがそのまま人類がどのように世界に広が
っていったのか、あるいはどこで人類が生ま
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れたのか、ということが分かるという話にな
ります。これが、遺伝子を使って私たちが先祖
を手繰っていく時のやり方になります。

2000 年には 53 人のデータがしかありませ
んでしたが、今から 3 ～ 4 年前になりますと
世界から 3000 人くらいのデータが揃って参
ります。それを使って今と同じグラフを書い
てみたのがこちらの図になります（資料 6）。
私はこれを書くのに 3 日くらいかかりました。
基本的には最初の研究と同じような結果が出
ています。この図で世界中の人というのはそ
れぞれ一番先端の丸になります。それぞれ一
番近い人同士をくっ付けていって、計算上の
先祖ができて、その先祖が次の先祖にくっ付
いて ･･･ という形で、どの点も最終的に左上
の黒丸に収束していきます。これが世界で最
初の人物ということになります。色分けして
いるのは地域です。緑で書いているのは全部
アフリカ人です。つまり、最初の人に近いのは
全部アフリカ人となるんですね。このアフリ
カ人のあるひとりからひとつのタイプの二つ
の大きな枝が出ていまして、青で書いてある
のはアジア人のグループで、アジア人をたく
さん出しているグループがここにあります。
赤がヨーロッパ人で、その根本はアジアとヨ
ーロッパの両方に枝を出しているグループに
なります。基本的には先程の図と同じ形にな
っていきます。アフリカ以外では図が先端の
方で星状に広がっていますね。広がった花火
みたいになっています。このような形になる
のは、集団がある地域に少人数で入って、そこ
でどっと人数を増やした場合です。ですから
世界に広がっていった人類がそれぞれの先の
ところで集団の数を増やしていって、その小
さな多様性が増えていったということなりま

す。
アフリカではそのようなパターンが見えな

いのは、長いことアフリカに住んでいたので、
そのような形が崩れてきたせいだと考えてよ
いのだろうと思います。ですから、この図から
もアフリカに長くいて、アフリカから出た人
類が世界に広がっていったということが見え
てくるわけです。

もちろんわたしたち日本人も、この図の先
端のどこかに入るわけです。ここにいる皆さ
んも必ずそうなのですが、私はこのあたりに
入ります。先程の太田さんと田中さんはこの
位置にいて、このような関係になっているん
ですね。

日本人の先祖を手繰っていくと、先にヨー
ロッパ人の先祖とぶつかるグループと、その
ままアフリカまでいく人と 2 タイプいること
になります。だいたい人口比で 6：4 で直接ア
フリカにつながる側が多くなります。不思議
な気がしますが、それが遺伝子の示している
我々の系統になります。ヨーロッパ人という
のはそういう意味で変異が少ないですよね。
図のこのあたりに収まってしまいます。それ
に比べてアジア人は非常にたくさんの変異を
持っている、いろんなパターンがいるという
のがわかります。この図は世界中の人々のＤ

【資料7】【資料7】
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ＮＡを使って作った家系図です。人類の家系
図といって良いでしょう。

この家系図を詳細に調べることによって、
それぞれのタイプ、これを専門用語でハプロ
グループと言いますが、そのタイプがどこに
いるかということから、人類が世界にどのよ
うに広がっていったのかということを大まか
に類推ができていまして、だいたいこのよう
になると言われています（資料 7）。

いまから 20 万年前、おそらく東アフリカで
生まれた人類は、10 万年近くアフリカだけ
で住んでいるんですね。そして今から 6 万年
から 7 万年くらい前になるとアフリカを飛び
出します。どこからアフリカを出て行ったの
かというのはいろいろな議論がありますが、
一応、遺伝学的にはアラビア半島を渡って、わ
りと早い時期にインド、南アジアですね、それ
から東南アジアの海岸線を越えていきながら
オーストラリア大陸に入っていったのであろ
うと言われています。オーストラリアには非
常に古い現代人の人骨が出て参ります。他の
地域よりも古い時代のものが出てくるのでわ
りと早く行ったのだろうと考えているのです。
アフリカからオーストラリアまでを 2 万年く
らいかけて動いて行きます。その途中で、おそ
らく 4 万年くらい前に南の方からアジアに人
が広がり、日本にも入ってくる、現在、日本で
一番古いといわれている人骨が、およそ 3 万
7000 年から 3 万 2000 年前の沖縄の地層から
出土していますので、その頃なのだろうと考
えています。一旦アジア大陸を北に上がって
から、また逆に日本列島に戻ってくる集団も
いたのでしょう。

2 万年を超えたところで南北アメリカ大陸
に入っていって一挙にこの世界に広がってい

く、一方、4 万年くらい前になると、ヨーロッ
パにも人が入ってきます。ヨーロッパに人が
入るのは少し遅れますが、ここにはご存知の
通りネアンデルタール人がいまして、そのた
めになかなか現生人類が入っていけなかった
と考えています。こうして今から 1 万数千年
前ぐらいまでには、アフリカを飛び出した人
類が世界中に広がっていったのだというのが、
ＤＮＡの分析から得られている人類の世界拡
散の大雑把なシナリオになります。

南太平洋、大きな太平洋にはかなり遅れて
人類が入ってくることになります。一桁違う
時代の話になるのです。ここに人類が進出す
るのは、およそ 3000 年くらい前と考えられて
います。数万年前に世界中に広がっていった
のに対して、南太平洋に人が入ってくるよう
になるのは大幅に遅れます。おそらく中国南
部や台湾からスタートして、フィリピンを越
えてメラネシアを越えて 1000 年くらいかけ
て広い太平洋全域に人が入っていったと考え
ています。この拡散をもって人類が世界中に
分布したことになります。このような拡散を
初期拡散と呼んでいます。

最終的にはハワイであるとか、イースター
島であるとか、ニュージーランド、といったと
ころに人類が入っていくのは今から 1000 年
くらい前です。実際はもうちょっと新しいか
もしれません。日本でいうと、平安時代や鎌倉
時代、そういった時代にようやく人が世界中
に広がっていくわけです。それ以降、ご存知の
通り、15 世紀くらいになりますとヨーロッ
パは大航海時代を迎えます。ヨーロッパ人は
大きな船を使って世界に探検に出掛けます。
1492 年にコロンブスが南北アメリカ大陸を
発見します。それ以降もマゼランが世界を一
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周するような大旅行をします。その数百年ま
えにタッチの差でこのような所に人類がアジ
アの側から入ってきていますので、マゼラン
が南太平洋を彷徨うと、どこの島にも人類が
住んでいるということに気付くわけです。で
すから、ヨーロッパ人による新大陸の発見、あ
るいは南太平洋の発見というのは人類の初期
拡散が全て終わっていることを再認識した旅
行だったということになります。

このように人類が広がっていった時に、世
界には私たちと違う人類が住んだ場所があり
ます。アジアには、北京原人ないしジャワ原人
が住んでいましたし、ヨーロッパにはネアン
デルタール人が住んでいました。では、その人
たちと私たちの関係はどのようなものなのだ
ろうということが当然問題になります。ここ
数年間、ＤＮＡでこのようなシナリオが描け
るようになってから、私たちはもっと前にア
フリカを出て定住していた人類を駆逐して広
がったのだろうと考えていました。例えば北
京原人の子孫は我々と競争に負けて子孫を残
さなかったのだろう、あるいはヨーロッパで
はネアンデルタール人が絶滅して、ヨーロッ
パ人の先祖であるクロマニョン人が、ヨーロ
ッパに住んだのであろうというように考えて
いました。しかしつい最近、昨年のことですが、
こんな論文が出て考え方が変わりました。

アメリカの有名な科学雑誌『Science』につ
いにネアンデルタール人のＤＮＡを全部解析
しましたという報告が載ったのです。先程言
ったように、ミトコンドリアのＤＮＡと核Ｄ
ＮＡでは、90 分の講義と 34 年間の講義ぐら
い量が違うのですが、この研究では核の方が、
しかも古い骨から分析することができたので
す。その記念碑的な論文がこれになります。読

んだ時に驚愕したのは、このプロジェクトを
遂行した研究者が 56 名もいたことです。普通、
論文というのはせいぜい 3 － 4 人で書くもの
ですので、60 人近い人間をかき集めて論文
を書くというのは、人類学の分野では相当異
例なことになります。逆に言うとそうしなけ
れば、これほどのビックサイエンスでなけれ
ば、このような仕事が出来なくなったという
ことで、人類学者としては残念なところがあ
ります。時代はこのようなところにきている
ということなのですね。

この研究では、ヨーロッパの様々な遺跡か
ら出てきたネアンデルタール人の骨の分析を
します。スペイン、ネアンデルタール渓谷のド
イツ、クロアチア、中東のあたりの骨を調べて、
実際にできたのはクロアチアのビンデジャと
いう洞窟から出てきた 3 万 8000 年よりも少
し古い時代のネアンデルタール人の人骨 3 体
だけなのですが、この 3 体のＤＮＡを全て調
べるという仕事です（資料 8）。

【資料8】【資料8】

そこで分かったことが図にまとめてありま
す。これは人類の系譜で、この部分が私たち現
代人です。このようにアフリカ人、パプアニュ
ーギニア、中国人、フランス人というように別
れていくのですが、実は私たちの系統とネア
ンデルタール人はあるところで混血したのだ
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ということがＤＮＡの分析で明らかになった
のです。つまり私たちは世界に広がっていく
ときに、あちこちで先行した人類、旧人類を滅
ぼしていったと考えていたのですが、あると
ころでは遺伝子の交雑が起こっていたという
ことがこの仕事で明らかになりました。人類
が世界に広がっていく時に何が起こったのか
というのは実はまだ分かっていませんが、こ
ういう交雑のようなことも起こったのだとい
うのがわかったのです。私たち日本人の中に
もネアンデルタール人と同じ遺伝子が 4％ぐ
らい入っていると彼らは見積もってます。で
すから、現生人類の世界展開というのはそれ
ほど単純な話ではなかったのではないか、と
いうのが現在進行形で行われている仕事にな
ります。

以上をまとめてみましょう。ＤＮＡを調べ
て世界の人の近縁関係を調べることによって
人類がどうやって世界に拡散して言ったのか
というシナリオは描ける、つまりストーリー
を作ることができるわけです。アフリカで生
まれ、長い間ずっとアフリカにいました。ある
時、ごく少数の人間がアフリカを飛び出しま
した。一方でアジアに行った人がいます、もう
片方ではアジアとヨーロッパに行ったグルー
プがいました。ということが分かってきたの
です。

しかし、ＤＮＡを調べてもどうしても分か
らないことがありまして、それは、どうして世
界中に広がったのかということです。私たち
はどうしてアフリカから飛び出したのだろう、
どうしてアジアに行ったのだろうということ
は実はＤＮＡからでは分かりません。これは
もっと色々な学問との間で共同研究をしなく
てはならない問題なのです。ＤＮＡが何もか

も全部分かるというわけではありませんので、
ＤＮＡでそういった拡散のシナリオを描いて、
ではなぜ人類が広がっていったのかというこ
とを考えてみるのが私たちの目的になります。

そのために私は今、こんなことを考えてい
ます（資料 9）。それは人類の拡散というとい
ろいろなフェーズ、段階があるのだろうとい
うことです。一番最初の初期拡散、アフリカか
ら出ていって世界中に広がっていくことです
が、この時に私たちはどのような生活をして
いたのでしょう。実は、狩猟採集民なんですね。
このときはまだ自然に頼って、木の実を採っ
たり動物を獲ったり、あるいは貝や魚を獲っ
たりして生活していました。そういう人たち
が拡散するときに何が原因となるでしょう。
気候が変動したり、地形が変わったりした時
にどのように人類が対応したのだろうという
ことが一番問題になると思います。あるいは
1 万年よりも新しい時代になると人類は農耕
を始めます。世界の各地で人類は農耕を始め
ますが、農民になった人類というのはどうや
って広がるのかを考えます。それから、もっと
後の時代のヒトの移動の原因はなんなのだろ
うと考えます。そこには例えば、政治的要因も
あるだろうし、環境要因でも何も作物が作れ
なくなった時に動いたのかもしれませんね。

【資料9】【資料9】
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あるいは世界には資源が偏在していますから
必ず資源を動かすために、トレード、貿易が行
われるわけですね。どのような時代と場所で
も貿易は必ず起こりますから、そういったも
のが起こったときに、人と物がどうやって動
いたのであろうと考えます。更に、大航海時代
以降、人間はどうやって動いているのであろ
う、今は当然経済活動で人が動くわけですよ
ね。貿易でも何でも関税を取り去って、人や物
を自由に動けるようにしようというのがトレ
ンドですから、そういう形で人間が動いてい
って、その結果、何が起こるのであろうといっ
た点で人類史全体を考える必要があります。

逆を言うと今の私たちというのは、ここに
いる日本人というのは過去のこのような様々
なイベントによって突き動かされていった人
間が集まってできている訳です。当然ですが、
今で終わりではないですから、この後 100 年
200 年経ったときに私たちの社会はどうやっ
て動いているのだろうというのを過去を見な
がら類推していく、予想していく、あるいは反
面教師にするということをやっていくことが
必要です。そのための基礎資料を提供すると
いうのが現在、私たちのやっている仕事とな
ります。

■日本人の起源～縄文と弥生の関係性～
さて、それでは、ここから日本人のお話をし

ていきたいと思います。日本人の成り立ちを
考えるときに、私たちが必ず使うのが人骨で
す。

日本の歴史をおさらいしますが、先程、日本
列島に人が入ってきたのがおそらく 4 万年く
らい前だろうとお話しました。それが時代区
分では旧石器時代にあたります。これ以降、土
器を作らない時代がずっと続いて、今から 1
万 5000 年くらい前に縄文時代が始まります。
簡単に言えば縄文土器を作り始めるわけです
ね。その縄文時代が 1 万 2000 年間くらい続い
て 3000 年前あたりから弥生時代が始まる。こ
れが 1000 年くらい続いて、その後歴史時代と
なっていきますから私たちの歴史というのは
この図のような形で区切れます（資料 10）。

旧石器時代は非常に長い時代なのですが、
実はこの時代の人骨はほとんどなくて、顔が
分かっているのはかろうじて沖縄の港川人ぐ
らいなのです。港川人というのは 1 万 8000 年
から 2 万年くらい前の骨だと言われています。
残念ながらこのほかにあまり人骨がないので、
旧石器時代の日本人がどのような人だったの
かというのがほとんど分かりません。それに
対して、縄文時代となるとかなり人骨が出て

【資料10】【資料10】 【資料11】【資料11】
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きます。
写真にあるのが縄文早期、縄文晩期人、そし

て弥生時代となります（資料 11）。骨から日本
人の起源を考える時は縄文と弥生の関係とい
うのが問題になってきます。これは縄文時代
の女性の骨です。こちらは弥生時代のいわゆ
る渡来系弥生人と言われている山口県の豊浜
町から出てきた女性の人骨です。骨を見慣れ
ている人はすぐ分かるのですが、相当顔かた
ちが違います。一番ハッキリと分かるのが、眼
窩、目を入れている孔の形です。この形ですね。
縄文時代は割りと角ばっているのに対して、
弥生は丸くなってきます。また弥生時代は全
体的に面長の感じでして、一方、縄文人は鼻腔
の部分が鼻の付け根が凹んでいて全体的に寸
が詰まったような顔になるのが特徴になりま
す。

骨ばかり見ていても面白くないので、こん
なことで違いを表現することもあるんですね。

【著作権に抵触するため資料はありません】現
代の女の子で少し縄文的な子を選んでみまし
た。こちらは弥生的なイメージで、今から 5 －
6 年前に国立科学博物館でおこなった『縄文
ＶＳ弥生展』という展覧会を行なった時作っ
たポスターです。このモデルを選ぶのがすご
く大変だったのですが、こちらは縄文人とい
うよりアイドル系かな、と思うような顔です。
プロゴルファーの宮里藍さんの顔は縄文人そ
のものだと思います。あのような顔が縄文の
顔だと考えていただいていいかと思います。
弥生人は北アジアの典型的な顔つきです。身
長も大きさも随分違いますが、こんな感じに
なります。余談になりますが、展覧会ではポス
ターと図録も作りましたが、外国人の人類学
者にお土産で持っていくと喜ぶんですよね。

でも、どっちが美人だと思うか、と問うとアン
グロ・サクソンの人類学者はみんな弥生を指
し、これがアジアの顔だと言うんですね。日本
人に聞くとだいたい縄文と言って、弥生は怖
すぎるのではないかとか、いろんな事を言う
んですね。美的な感覚が違っていてむしろヨ
ーロッパ人から見ると弥生が典型的なアジア
の顔と捉えるようです。なかなか面白い発見
でした。

この縄文と弥生の違いを今どう考えている
のかというお話に移ります。先程渡邉先生か
ら私たちの恩師池田先生がおっしゃっていた
混血説のご紹介がありました。実は学史的に
は池田先生が先に混血説を唱えたのですが、
池田先生は非常に奥ゆかしい方であまり大き
な声で言われませんでした。それに対しても
のすごく大きな声で言った人がいまして、そ
れがこの方です。東京大学の埴原先生です。彼

【資料12】【資料12】

が唱えた二重構造説というのが現在、学会で
の定説になっています。これは渡来人の混血、
つまり縄文の社会に弥生人が入ってきて、混
血して今の日本人ができているという考え方
で、この説自体は随分昔から言われてきたこ
とですが、それを最も大きな声で最後に言っ
た人ということです（資料 12）。

二重構造説とはどのようなものかと言うと、
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日本人には二層性があり、二つの層、縄文と弥
生ですね、原日本人である縄文人、その社会に
弥生時代に渡来人が朝鮮半島から入ってきて
混血して日本人ができたという学説です。埴
原先生はこれを更にアジアに拡大してお話を
されていて、この原日本人というのは南方系
の人々だと規定します。つまり縄文は南方系
の人で、渡来系弥生人は北方系の民族集団だ
と言われるわけです。考古学的には実は逆で
して、縄文人の持っている文化要素は北の要
素が強くて、渡来系弥生人の要素は米を持っ
て来ますので、どちらかと言えば中国や南の
方の風習だというので、考古学者との間では
非常に大きな論争が起きました。二重構造説
は 1991 年に立てられた学説でして、埴原先生
は弥生人が朝鮮半島から 100 万人も入ってき
たと言われました。でもそうなると朝鮮半島
には人がいなくなるのではないかと心配にな
るのですが、そのように主張され、非常に有名
になった学説です。

現在でもこの学説は定説として人類学者の
中では受け入れられています。これは私たち

【資料13】【資料13】

の博物館で出している日本列島集団の成立の
シナリオの二重構造説を説明しているパネル
です。縄文時代、日本全国に均一な縄文人が住
んでいました。だいたい顔はこんな顔です。そ

れが弥生時代になると大陸から水田稲作耕作
と金属器を持った人たちが九州地方に入って
くる。この人たちが稲作を進めながら、在来の
縄文人と混血を進めていって日本全国に広ま
っていくというのが日本人の成立のベースに
なっていくわけです。一方、沖縄と北海道とい
うのはなかなか稲作が入りませんでしたので、
元々の縄文人の形質をもった人が住んでいる
ということです。実は北海道に関しては、オホ
ーツク海沿岸に、5 ～ 10 世紀くらいにオホ
ーツク文化を持った人たちが入って来たこと
が分かっています。ただ、彼らは 10 世紀以降、
忽然と姿を消して、その骨も出てこなくなる
ので、北海道の人たち、先住民の縄文人はアイ
ヌの人たちに移行したのであろうと考えられ
ています。現在の日本列島というのは歴史時
代を通じてこの稲作を持った渡来系弥生人が
全国的に広がっていくその過程の中で出来上
がっていった。北海道と沖縄の人たちは姿か
たちが似ており、縄文系の血を引いた人が残
っている、というこれが日本人の起源に関す
る人類学の定説といわれている二重構造説と
いう考え方です。

2 ヶ月ほど前に日本文明政策委員会という
所から突然メールが来て、一週間後に行くか
らこの話を聞かせてくれと言われて、このよ
うな説明をしました。テレビで放映するから
と趣意書に書いてありまして、そこにはＣＣ
ＴＶと書いてあったので、どこのケーブルテ
レビ局が何を言っているのかと思っていたら、
これは驚いた事に中国中央電子台という中国
の放送局でした。中国のＮＨＫだったんです
ね。さすがに高飛車に物を言ってくるもんだ
と思いました。さかんに北海道のアイヌの成
立を聞かれて、アイヌの成立というのは南と
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北に分かれた集団の一方で…という説明をし
ました。でもなかなか南の話に触れたがらな
いのですね。これは尖閣列島の問題があって、
こっちも昔から日本人がいたという話は中国
のテレビ局でやるのは難しいのかなと思いま
した。

ですが私も何度も何度もこの説明をしてい
るのですが、実はちょっと腑に落ちないとこ
ろがありました。どこが腑に落ちないのかと
ずっと考えていたんですけれども、最近、よう
やく自分で分かってきました。要するにこの
学説の一番の肝は日本列島に住んでいる集団
の成立をひとつの原理で説明できるというと
ころです。つまり、ベースの日本列島に住んで
いる人の所に大陸から入ってきて、それが混
血して、混血が進んでいる所と進んでいない
所に差があるから、今日本列島が多層集団に
なっているということなんですね。けれども、
これをよく考えると真ん中と外側という見方
をしているんですね。これは東京大学の先生
が東京から物を考えると必ずこう見えるとい
う例なんですけれども、真ん中がいて、周辺が
いる。周辺が似ていると考えていますが、列島
集団、私たち日本列島に住んでいる集団をこ
の原理だけで説明できるのか、というのがず
っと自分の頭の中に残っていたのです。それ
で、最近は何とかそれを再考しようと考えて
います。埴原先生もお亡くなりになって、この
埴原先生は大変怖い先生で、生前こんなこと
を言うと大変なことになったのですが、とり
あえずほとぼりも冷めてきているので、現在
このようなことを考えています、というのが
これからのお話です。

ＤＮＡから日本人の成り立ちを考える場合
は、これまでの日本人の起源という考え方は

単純には成り立ちません。どのように考える
のかというと、アフリカからヒトが出て世界
中に広がっていったのだけれど、その中の一
部が日本人の起源だという考え方です。当然
のことですが、日本人の起源だけを切り離し
て考えるのではなくて、日本人の起源を考え
る時には、その前に東アジアでどのようにヒ
トが広がったのか、その中の誰が日本に入っ
てきたのかが問題ですし、それをもっと遡る
とどうやって東アジアにヒトが入ってきたの
だろう、という話になって、もっともっと戻っ
ていくと最後はアフリカに辿り着くのですね。
ですからアフリカからどうやってヒトが世界
に広がっていったのかというとても大きなシ
ナリオが出来た時の一部の章がおそらく日本
人の起源という形で語られるのだろうと思い
ます。今日は、日本人の起源をそのような文脈
の中で聞いていただきたいのですが、まず、最
近非常に面白い仕事が発表されましたのでご
紹介します。

これはミトコンドリアＤＮＡではなくて、
核のＤＮＡのお話です。核のＤＮＡを一人ひ
とり比べるとどれくらい違うのかというと、
およそ 300 万箇所ぐらい違っているというこ
とが分かっています。それをスニップといい
ます。要するに一人ひとりはそれくらい違う

【資料14】【資料14】

(Yamaguchi-kabata et.al.2008)
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ということですね。その中の 14 万箇所、ひと
りについて 14 万のＤＮＡを調べて日本中で
比較したという研究が 2008 年に出てきます。
この研究では日本全体をいくつかの地域集団
に分けて比べています。

まず日本人の集団とその対象集団を比較し
ます。具体的には中国人とヨーロッパ人とア
フリカ人を比較対象にしています。それをあ
る種の数学的な手法を使ってどのくらい違っ
ているのかというのを図に描いてやると、日
本人と中国人はグチャっと固まります。ヨー
ロッパ人は中央上部あたりにいて、アフリカ
人は左下あたりにいます。随分遺伝的には違
っていることが分かります。面白いのですが、
日本人 7000 人のＤＮＡを調べると、ふたりぐ
らい全体から離れている人がいるんですね。
これがどういうことが分かりますか？これは
明らかに混血です。ヨーロッパ人と日本人の
中間にいる人が混血で、その少し下の方はお
そらくクオーターだと思います。日本人およ
そ 7000 人ということは、今の日本の人口は 1
億 2000 万人くらいいますので、だいたい 1 万
数千人にひとりずつ日本列島から任意で選ん
でくるとこのような図が描けますということ
なんですね。中国人とほとんどひとつのよう
に固まっています。これは分かりにくいので、

ヨーロッパ人とアフリカ人を外して日本人と
中国人の固まった部分を細かく見て行きます。

この中で一番固まっているグループが日本
列島の集団になります。この日本列島集団の
中には青で示した集団と赤の集団の 2 つが存
在することがわかります。この小さいかたま
りは、文献データから採ったものです。全部赤
の集団に入ります。日本人はこのような形で
分布していて、中国人と少し離れることが分
かります。更に実は日本人は 2 つのグループ
からできていることが分かったのです。これ
をもっと詳しく見ます。先程見た地域ごとに
どうなっているのかという図を拡大するとこ
うなります。

【資料16】【資料16】

左図が沖縄のデータです。沖縄の人は上部
のかたまりにはほとんどいないのに対し、少
し離れた下部に山ほどいるんですね。つまり、
沖縄集団というのは日本人の集団の中で比べ
ると少し違うということが見えてきます。右
図は東海地方のデータを持ってきました。東
海地方がとても面白いのは、構成員全員が本
土日本人の枠の中に入るんですね。他の地方
はそうではありません。これをお見せすると
お分かりになると思いますが、これは九州の
人、これは東京で、東京ですら南のグループと
北のグループとが入っています。九州はさす【資料15】【資料15】
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がにやっぱり南の方が多くて、本州型もいま
す。しかし、愛知県はいないんですね、全然。き
っとすごく均一な集団で、あまり外に出ない
んじゃないかと思います。ある意味では典型
的な本土日本人が住んでいるのがこの東海地
方ということになります。

この研究で日本人の集団は沖縄型の集団、
本州型の集団に遺伝的に分かれることが分か
りました。つまり、少なくとも 2 つの集団がい
るんだということが分かります。次にこれが
どのように出来上がってきたのかという点を
分析しなくてはいけません。つい一週間前の
学会で 7000 人のデータを、14 万箇所を調べ
ていたのを、40 万箇所に増やした結果が発
表されていました。ほとんど傾向としては変
わりませんでした。

■日本列島とハプログループ
それでは今度は私がやっているミトコンド

リアＤＮＡで考えるとどうなるかという事を
お話します。先程の集団の系統図で、アジアは

【資料17】【資料17】

青の集団でしたね。日本人はすべて青い点の
どこかに入ると言いました。このような系統
図で、ある部分をひとまとめにして、それぞれ
に名前を付けます。Ｃというグループにする
とか、これをＭ７ａとか、Ｍ７ｂと呼ぶとかい

ろいろ名前を付けています。これをハプログ
ループと呼びます。それぞれのハプログルー
プはアジアの中で、それぞれの分布の中心が
あります。この図を見れば分かるように、中国、
東南アジア、北の方がシベリアになりますが、
うんと北の方に中心のあるグループや、中国
大陸の中央部に非常に多いグループ、日本に
しかないグループ、東南アジアにかけて非常
に多いもの、それからパプアニューギニアを
中心としたオーストラリアの方にあるグルー
プなど、地域的にある程度分けることができ
ます。

次に今の私たちの日本列島に住む人たちが
このようなタイプのどれを持っているのか、
どれをどのくらいの比率で持っているのかに
ついて次に考えてみます。するとこのように
なります。これは 1300 人くらいの日本人デー

【資料18】【資料18】

タになりますが、Ｄ 4 のタイプが全体の 30％。
3 人に 1 人の割合がこのタイプになります。
ただ最近かなり研究が進んできまして、この
Ｄ 4 というのはさらに小さなグループに分か
れるというのも分かってきていますが、とり
あえず大雑把に見るとＤ 4 タイプが 3 人にひ
とりの割合でおり、Ｄ 5 になると 5％、Ａは 7
％となり、Ｄ 4 の次に多いのがＢ 4 で 9％と
なります。この圧倒的に多いＤ 4 タイプの他
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はバラバラというイメージになります。つま
り、日本人の持っている遺伝子は結構バラバ
ラであるということが見えてきます。

これが例えば、ポリネシアの人、ハワイの先
住民は 99％同じタイプになっているのです。
こういう場合は起源の問題はすごく簡単で、
先祖が割りと近い時代に一箇所からきた、と
いうことが分かりますので、彼らがどこから
来たのかがすぐに見当がつきますが、日本人
くらいバラけますと、ひとつひとつの先祖を
見つけるのに手間が掛かるという話になりま
す。しかしいずれにしても日本人というのは
Ｄ 4 タイプが多いということになります。こ
れがひとつの証拠ですが、私が今までテレビ
で調べたいろいろな芸能人を見ると、やはり
このＤ 4 タイプが圧倒的で、他のタイプはご
く少数でした。Ｇが出てきていないこととＭ
9 がいないことを除けばほぼ一般人と同じ形
で出てきており、バラけているのが分かりま
す。

もうひとつ別の例を挙げてみましょう。こ
れは最近私どもがやっている研究です。上野
の寛永寺はご存知でしょうか。この寛永寺に
徳川家の墓所がありまして、そのお墓を今、改
修移転しているところです。これはそのお墓
の写真です。【研究内容に関連するため資料の
記載はできません】こんな大きな石、伊豆石と
言っていたと記憶していますが、この石の蓋
があって、ロープを掛けて上げている所です。
ここは将軍のお母さんやあるいは側室、子ど
もをまとめて埋葬している所です。この写真
では棺の中に頭の骨があって、長い手足の骨
があるのがわかります。こういった骨が出て
きて、これを取り上げて分析してお返しする
ということやっています。将軍家の墓所はこ

の寛永寺と芝の増上寺の 2 つがありまして、
それを合わせると徳川家全員がほぼ揃うこと
になりますが、今回は寛永寺だけを分析しま
した。このスライド、字がとても細かいのでわ
かりにくいのですが、私が分析した将軍家の
様々な人のＤＮＡです。例えば、本寿院をご存
知ですか。おととしのＮＨＫの大河ドラマの

「驚姫」に出てきて有名になりました。厚姫の
姑にあたる人物です。非常に気の強いお姑さ
んとして描かれていましたね。そのご本人が
出てきたり、14 代の家茂の母親がいらっし
ゃいます。彼女たちのＤＮＡを調べると、簡単
に言いますと日本人に一番多いＤ 4 タイプが
圧倒的です。ミトコンドリアタイプは母子が
同じになっていきますから、例えば、13 代将
軍家定のミトコンドリアＤＮＡがＤ 4 である
ことが分かるのですね。14 代家茂は残念な
がらＤＮＡが出なかったので分かりませんが、
例えば 12 代将軍家慶ですとＭ７ａタイプで
す。10 代家治もＤ 4 になります。このように
Ｄ 4 が圧倒的に多い、たくさん調べれば調べ
るほど現代日本人のパターンは同じになって
いきます。当たり前ですが、徳川家も当然日本
人集団から出てくるわけですから、そういう
人たちが持っているＤＮＡをたくさん調べれ
ば現代の私たちが持っている遺伝子と全く同
じであり、同じような比率であることが分か
ります。

では次にＤ 4 が多いのはどういう所なのだ
ろう、ということで、現代人を調べてみます。
日本列島ですね、朝鮮半島、中国北部あたりが
多いですね。南の方を下っていくとＤ 4 が減
っていくことが分かります。北に行っても減
っていくことが分かります。つまり、この日本
人に一番多いＤ 4 タイプが多いのは朝鮮半島、
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中国あたりになります。

では次にＤ 4 だけではなくて、他の遺伝子
も全部比べてみましょう。中国北部、韓国、本
土日本、先程本土の日本人とは分かれている
と説明した沖縄、それから沖縄に一番距離が
近い台湾の先住民を比較しました。細かい事
は省きますが、一見して中国北部、韓国、本土
日本の 3 つがよく似ていることが分かります。
沖縄も距離的に近い台湾先住民と随分持って
いるＤＮＡが違っていまして、少し比率が違
うものの本土日本とよく似ています。この近
縁関係を数学的に処理して近い遠いと出すと
このような関係図になります（資料 21）。

本土日本と韓国と中国北部が、少なくとも
ミトコンドリアＤＮＡから言えば似たような
タイプを持っていて、本土日本から沖縄が出
ていて、中国南部や台湾先住民は随分違うこ

とが分かります。ＤＮＡタイプが似ていると
いうことは基本的に似たような成立の歴史を
持っているというように置き換えていいので、
このような所が成立の歴史が似ていると言っ
ていいと思います。では、今度は本土日本の中
で比較してみましょう。この比較から地域集
団はあまり違わないことが分かります。東北、
東京、東海、福岡、宮崎とある程度の数が集ま
った集団でそれぞれのタイプがどれくらいあ
るのかというのを調べると、似たような様子
になります。しかしよくよく見ると違うハプ
ログループもあります。それはこのタイプで
す。Ｍ 7a というものです。これが沖縄から九
州に多く、東に向かうと減ってきます。東京で
一番減って北に向かうと増えていきます。そ
のような地理的な勾配をもっているタイプは
Ｍ 7a の他にＮ 9b があります（資料 23）。

沖縄からアイヌまでグラフ化すると見事な

【資料19】【資料19】

【資料21】【資料21】

【資料23】【資料23】

【資料20】【資料20】
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Ｕ字型になります。Ｎ 9b に関しては北に向
かってより比率が上がっていくのですが、こ
のようなイメージになります。これは何を意
味するのかといいますと、この 2 つは二重構
造説から言えば、おそらく古い時代に日本に
入ってきた縄文人の持っているＤＮＡであろ
うと予想できるのです。縄文人が持った遺伝
子が一番色濃く残っているのが北と南である
ことになりますから、二重構造説というのは
正しいのではないかと予測できます。

もうひとつこれは面白いデータがあります。
ＤＮＡの例えば、Ｄ 4 の中にもいろいろな種
類があって、それぞれがいつ頃成立したのか
を調べると、人口がいつ増えたのかというの
を計算できます。つまり、それぞれのタイプが

【資料24】【資料24】

いつ頃人口を増やしたのか、また減らしたの
かというのを計算上求めることができるので
す。そうやって計算してやると、日本人の持つ
ハプログループは大部分が、5000 年くらい
前に急に人口を増やしているのです。これは
何を意味するのでしょう。5000 年前という
のは中国大陸で農耕が始まる時期とほぼ一致
します。そうすると農耕を始めると人口は急
激に増えるので、おそらくこれは中国で人口
を増やしたタイプであることがわかります。
それに対して、私たちが類推した M7a と N9b

のように日本列島にずっと昔から入っている
と考えられるタイプはこのような増加はしな
いんですね。つまり、日本は農業を始めるのは
今から 2000 年から 3000 年前で、人口が急に
増えたのはそれ以降になるので、このパター
ンが現れないものがあるんですね。だから、実
は人口を増やしたタイプは、日本列島の中で
はなくて、日本列島の外で人口を増やして、そ
れが溢れる形で日本に入ってきたと考えると
話としては分かりやすいと思います。つまり、
この日本列島にしか見つからなかった南北に
多いタイプはそういう形の人口増加をしてい
ないという意味で非常に面白いのです。

■本土日本とアイヌ、沖縄
二重構造説では北と南は同じと考えていま

すので、本土日本と沖縄とアイヌを比べてみ
ました。この二重構造説でいえば、沖縄とアイ
ヌは似ていなくてはいけないのですが、実は
随分違うことが分かります。ミトコンドリア

【資料25】【資料25】

ＤＮＡで見る限り、沖縄の集団とアイヌの集
団は似ていません。残念ながらアイヌの集団
は人数が少なく、しかも二風谷というひとつ
の集団でしか調べていないので結論めいたこ
とは言いにくいのですが、他の所には全く見
られないＹタイプがあるとか、あるいは他の
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集団で非常に少ない、特に沖縄にはほとんど
いないＧタイプが非常にたくさんあるのが分
かります。つまり、南と北の集団は同じではな
いことをＤＮＡは物語っています。

では、Ｇはどこに多いかというと、アイヌで
はこれぐらいの比率でいるのですが、一目瞭
然でして北の先住民集団です。圧倒的に北の

【資料26】【資料26】

集団に多いタイプとアイヌの集団とが同じよ
うになっています。このタイプは南にいくと
ほとんどなくなるわけです。それから、Ｙタイ

【資料27】【資料27】

プはもっと明確で、Ｙタイプを持っているの
はカムチャッカ半島といわゆる沿海州の先住
民だけです。あとは樺太の人も多いですね。ア
イヌには多いけれども現代日本人には 0.1％
以下です。つまり北方系の遺伝子をたくさん
持っているのがアイヌ集団となります。これ
は当たり前の話で、近くにいる集団と似てい

るのは当然だと思うのですが、二重構造説か
らではなかなか出てこない結論になります。

古い骨を調べて、それぞれのタイプが日本
にいつ入ったのかを調べる研究をここ十数年
続けています。これは私の分析した茨城県取
手市の中妻遺跡の縄文人のお墓です。【研究内
容に関係するため資料の記載不可】2 メート
ル幅の孔に 100 体以上の人骨が集積して入っ
ていて、一番上に進展葬で 1 人の人が埋葬さ
れていました。こういう遺跡の分析を進めた
わけです。

古い骨から本当にＤＮＡが採取できるのか
というお話をします。これは教科書によく載
っている骨の断面図です。骨はハバース管と
いうバームクーヘンのようなものが多数合わ
さってできているのですが、こういうところ
に小さな穴が開いています。これを骨小腔と
いってこの中に骨の細胞が入っています。で
すからＤＮＡも一緒に入っています。これは
奈良県の唐古・鍵遺跡から出てきた弥生時代
の骨の走査電子顕微鏡写真です。自分で撮っ
てみたのですが、これがハバース管で、教科書
の図と同じですね。古い骨でもこのような現
代の骨が持っているような空間をちゃんと維
持しているのです。こういうところにある小
さな穴に骨細胞というのが入っていてそれが
乾燥した形のＤＮＡを含んでいるのだろうと
考えています。ですので、これを壊してみると
ＤＮＡを採ることができるのだろうと考えて
います。

分析した人骨の例を更に挙げます。これは
北海道の船泊という礼文島にある遺跡から出
てきた縄文人ですが、この人は胸に翡翠のペ
ンダントを下げています。翡翠というのは日
本でも宝石として珍重されますよね。どこで
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採れるかというと新潟県の糸魚川になります
が、この人物は糸魚川産の翡翠を持っていま
した。これは翡翠のペンダントを下げた世界
最古の人骨になるのではないかと思います。
翡翠というのは日本の縄文人が最初に宝石と
して扱ったものです。こちらの写真では貝の
ビーズを持った人がいます。

それから、これは九州ですが、渡来系弥生人
と言われている大陸から稲作を持って来た人
たちのお墓です。日本列島は酸性土壌ですの
で、骨を普通の地面に埋めると速やかに溶け
てしまうのですが、このような甕に入ってい
ると何千年も骨が溶けずに残ることになりま
す。これは見事なもので、甕棺の大きいものに
なると重さが 1 つ 70 キロぐらいになります。
合せ口の甕棺ですと 2 つになりますので、百
何十キロとなります。百何十キロにもなる棺
をわざわざ作るということを弥生人がやった
ので、それによって人骨が今の時代に残って
いるのです。けれどもこの写真のように、甕棺
に隙間が開いていると中に雨水が入ってきて、
このように骨盤の骨が溶けてしまいます。こ
ちらは水が溜まったものですから、頭の後頭
部のあたりの骨が溶けかかっています。この
まま寝かしておけば、100 年 200 年後には全
部溶けてしまうと思います。今回は発掘がで
きたので骨が出てきました。こういったもの

からもＤＮＡを採る仕事をしています。
これらの人骨を分析しますと、結論から言

うと、現状での結論ですが、こうなります。こ
れが渡来系弥生人ＤＮＡタイプです。ご注目
いただきたいのはＤ、Ｇ、大部分はＤなのです
が、全体の半分ぐらいあります。私たち本土日
本においてＤ 4 は 33％でした。関東縄文人に
なると 2 割切るぐらいの数字になるというこ
とで、今の私たちに一番多いタイプ、一番たく
さん持っているタイプは渡来系弥生人が持っ
ていて、しかも彼らと同じ遺伝子は朝鮮半島
や中国の東北部に多いということになります。
渡来系弥生人の本体はこのようなＤＮＡを持
っていて、縄文の社会に入ってきて混血して
いけば私たちになるのであろうと、二重構造
説の枠組みはそれほど間違っていないという
事になります。少なくとも、本州に関しては間
違いない。ところが、二重構造説の言う北海道
と沖縄の類似性というのはなかなかＤＮＡで
は認めがたいのです。北海道の縄文人も入れ
たらどうなるのかというと、その差はもっと
明確になりまして、実はこんな近縁関係がで
きます。今の私たちというのは渡来系弥生人
と縄文人の混血、ちょうど中間ぐらいにいる
というのはいいのですが、縄文人の外側にア
イヌがいて、沖縄、北海道の縄文人が極めて離

【資料28】【資料28】

【資料29】【資料29】
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れています。彼らはものの見事には離れてし
まうのですね。これは一体何なんだろうと言
うことで、次に北海道に注目してみます。

【資料30】【資料30】

北海道の歴史というのは、ご存知のように
縄文時代はあるのですが、その次に弥生時代
にはなりません。弥生時代というのは米を作
る時代です。北海道はお米を作らないので縄
文時代の次は続縄文時代という時代になりま
す。それが 6 世紀以降になると土器に刷毛目
を入れる文化が発達しまして、擦文時代と呼
ばれるようになります。これがいまから 800
年くらいまでで、その後アイヌの時代になり
ます。アイヌの時代というのはだいたい 13 世
紀くらいから始まります。先程言ったように
その間にオホーツク文化が入ります。縄文、続
縄文、擦文、アイヌ、というようにつながり、途
中にオホーツクが入るのが北海道の歴史編年
ということになります。

このオホーツク文化のお話をしておきます。
オホーツク文化というと、本州では馴染みが
ないのですが、北海道の歴史を考えるときに
は重要です。6 世紀から 10 世紀にかけて、北
海道のオホーツク海沿岸に全然アイヌの人た
ちとは違う形質の人たちが入ってきます。有
名なのは網走川の河口にあるモヨロ貝塚やオ
ンコロマナイ、稚内の大岬、サハリンの鈴谷遺

跡などです。

この遺跡に埋葬された人の顔というのは、
非常にタテ長くて、弥生人よりも遥かに面長
です。またアゴが非常に頑丈で、今の北方系の
アジア人、特にアムール川流域の先住民によ
く似ています。この人たちは海獣、トドやセイ
ウチといった動物を獲って生計を立てていた
ということが分かっています。この人たちの

【資料31】【資料31】

【資料33】【資料33】

【資料32】【資料32】
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顔つきはこのような顔つきです。日本人には
いないこともないかなというイメージです。

このような人たちが北海道にある時期に入
ってきたというのを頭に入れておいていただ
いて、北海道のＤＮＡ分析の結果の話をいた
します。縄文、続縄文、擦文、アイヌの時代があ
り、現代アイヌの人たちのデータはこのよう
な形です。ＤとＧがあってＭ 7a があってＹも

【資料34】【資料34】

多いこれが北海道の二風谷の現代アイヌです。
ここ数年間、私たちは北海道の各地から出て
きた江戸時代のアイヌのＤＮＡ分析を進めて
います。その結果がようやくまとまってきて、
90 人くらいのデータが揃いました。その結果、
江戸時代のアイヌのＤＮＡはこのようになり
ました。現代もいろいろなタイプが多いので
すが、現代アイヌは一箇所で、江戸時代アイヌ
が複数箇所の遺跡から採取したＤＮＡを使っ
ているせいだと思っていますが、Ｄ 4 が少な
くＹが非常に多いというのが分かります。Ｎ
9b も多く入っています。これはアジアの中で
調べるとほぼ日本にしか存在しないタイプで
したね。

面白いのは北海道の縄文人を調べるとこん
な様子だということです。ほとんどがＮ 9b
になります。全部で 4 タイプしかなく、構成は
単純ですが、これでも 50 数体のＤＮＡを調べ

た結果です。そうすると先程の二重構造説で
言うところの北海道は縄文人が弥生の影響を
受けなかったので、縄文人がそのまま残って
いってアイヌになったというのが考えにくい
ことになります。特に違うのはＹタイプが全
然縄文に出てこないのに、近世以降のアイヌ
には非常に多くを占めているということです。
これは一体何なんだろうと考えてしまいます。
しかし実はもう答えが出ていまして、アイヌ
の集団に、北海道の縄文集団にＹの遺伝子を
たくさん持ち込んだ人たちがいるのです。そ
れはおそらくオホーツク文化の人であろうと
いうことが予想できるわけです。この図は、北
海道大学のグループが 2007 － 2008 年にかけ
て分析したオホーツク文化モヨロ貝塚から出
てきた人たちのＤＮＡのタイプです。実に半
数がＹタイプを持っていることが分かります。
彼らにはＮ 9b はあまりいないのですが、在
来の北海道縄文人とこれが混血することによ
って、近世アイヌ以降の集団が出来上がって
きたということが見えてくるわけです。この
話の肝は北海道の集団というものの遺伝的な
変遷を考える時に別に二重構造説を考えなく
ても良いと言うことです。北海道は北海道で
ちゃんと在来の集団にオホーツク文化の人た
ちが入ってきて、両者のインタラクション、遺
伝的交流のもとに近世以来のアイヌが出来上
がっていっている。おそらく現代アイヌにな
ると本土の日本人の影響もあると思いますが、
そういった形で北海道の集団の成立史が記載
できます。本土日本人の成立を考えたときに、
縄文の社会に渡来系弥生人というＤ 4 タイプ
をたくさん持っている人たちが入ってきて、
混ざって本土日本人になったのだ、という話
と同じような話が北海道でも成立するという
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ように考えています。

【資料35】【資料35】

現在は研究を更に進めています。私たちが
分析した北海道の近世アイヌは、この図に示
したような遺跡から出てきているのですが、
前々から、アイヌ集団はかなり地域的な違い
がありそうだということが気になっていまし
たので、道南、道東これは北海道の中央部のこ
とを指しますが、あとは道北という 3 つの地
域集団に分けて、先程のデータを分析し直し
てみました。道北は残念ながらほとんど数が
ありませんので、あまりはっきりは言えませ
んが、残りはそれぞれ 30 体以上ありますので、
これらを比べてみました。結果はこのように
なります。

道東集団と道南集団というのは随分イメー
ジが違ってきています。道東はＮ 9b という
縄文から引いたタイプとオホーツクからのタ
イプと半々くらい持っていますので、非常に
単純で、かつアイヌの典型に近いＤＮＡタイ
プであるのに対して、道南は相当違うものが
入ってきていて、これはどっちかというと本
土日本人の影響を受けているだろうと類推し
ています。アイヌといってもかなり遺伝的な
地域差を持った集団であることが見えてきて
いるわけです。道東がもっと数が増えれば先
にある樺太のアイヌ集団とどのような関係性

があるのかという点まで見えてくるかもしれ
ません。アイヌはアイヌで非常に多彩な多様
な地域集団であるのが分かります。ただ、アイ
ヌ集団というのは最盛期人口でもおそらく 2
万人ぐらいで、どんなに多くとも 4 万人はい
ない集団です。そうすると先程のように日本
の全国から 7000 人を集めた研究では、これは
これではすごい数ですけれども、7000 人で
は 1 万数千人に 1 人の割合ですから、そのよ
うな研究ではこのアイヌの集団というのは見
落とされてしまうのです。おそらくデータと
して表に出てこないのですね。彼らは集団と
してまとまって出てきませんから、予めあの
分析では、アイヌだと出自が最初から分かっ
ている人たちを入れてやってやり直すと日本
人というのは 2 つではなくて 3 つに分かれて
いくのかなと思っています。

ついでにお話しますが、アイヌ民族という
言い方をしますが、民族という概念と遺伝子
の構成というのは実はパラレルではない、同
じものではないというお話を少し付け足しま
す。民族概念と遺伝子の構成というのは基本
的に関係がありません。同じ民族でも中に異
なる遺伝子構成を持つことがあります。例え
ば、漢民族といわれる中国の集団がいますが、
人口だけでも 10 億ぐらいの巨大な集団です。

【資料37】【資料37】



Journal of Sugiyama Human Research 2011 033

フォーラム報告

彼らはＤＮＡ分析をすると地域集団でかなり
分かれます。特に揚子江を挟んで南と北は随
分遺伝的な構成が違っています。このように
同じ民族といいながら、中にいろいろなタイ
プを持っているような地域集団もいるし、も
ちろん、全く同じという集団もいます。民族イ
コール遺伝子的に特徴のある集団と分けるこ
とができる集団もいるのですが、常にそれが
成り立つわけではないということに気をつけ
て下さい。

集団の中の遺伝子構成は、色々な要因で変
わります。特に母集団が小さいと、様々な影響
を受けて、短期間でガラっと遺伝子が変わっ
てしまいます。先程来言っているような他の
地域からの集団の移入、たとえば結婚をする
その相手の集団が変わってくる、などという
ことが起こると長い時間が経てば遺伝子の構
成は変わっていきますし、病気が流行ってい
て一度にたくさんの人が死んでしまうと、そ
れえを契機に変わったりします。ですから、遺
伝子の構成、集団の遺伝子が持っているＤＮ
Ａの構成というのは過去の歴史を知るひとつ
の鍵になります。こういったものを同じ地域
の古い時代のＤＮＡや今のＤＮＡを調べなが
ら、その地域で何が起こったのかを調べてい
く。日本でやれば、日本人の成立のシナリオに

なるわけです。
沖縄の現在進行形で行なっている仕事で、

南の沖縄の集団についてを考えてみます。沖

【資料40】【資料40】

縄の歴史というのは、旧石器時代があり、これ
は非常に長いのですが、その後、地域で 2 つに
分かれています。縄文から平安にかけての時
代で、先島、いわゆる宮古・八重山と沖縄本土
とは違うのです。このようのように違う文化
圏に入っている時代を経て、11 世紀のグス
ク時代という、首里城のような大きな石垣の
城を作る時代になって、その後の薩摩の侵攻
を経て近世琉球が成立し、最後に沖縄県にな
るという、本土日本とは違う歴史を持った地
域です。

この沖縄で問題になるのは、何と言っても
この一番最初の基層集団の由来です。沖縄に
最初入ってきた人たち、沖縄には非常に古い
人骨が多数出ているのですが、そういう人た
ちが一体どこから来たのかというのが最大の
問題になります。それから、沖縄の歴史を見る
とこのグスク時代に農業が入ってきて、一挙
に人口を増やしているのですが、この時、グス
ク時代に何があったのか、グスク時代初期に
沖縄に元々住んでいた人たちが農業を受容し
て増えていったのか、あるいは外から集団が
入ってきて新たに農業をやってグスク時代を

【資料38】【資料38】
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迎えたのか、という 2 つが大きな問題になり
ます。

【資料39】【資料39】

まず、こちらの基層集団の由来に関して考
えてみます。先島というのはフィリピンや台
湾の文化圏に入っています。一方、沖縄本土の
貝塚時代に関しては縄文文化の一番南の端だ
と考えられています。従って沖縄を考える時
には、琉球というのは非常に長いわけですか
ら、この 2 つの地域で分けて考える必要があ
ります。それがグスク時代になって全部ひと
つになっていくのです。今、沖縄の基層集団を
知るために、注目されている遺跡があります。
石垣島にある白保竿根田原遺跡です。これは
今、新石垣空港という新しい空港を作るため
に大工事をしていますが、その工事の最中に
見つかった遺跡です。数日前にＮＨＫで、白保
竿根田原遺跡から 2 万 4 千年前の人骨が出て
きたというニュースが流れました。あれは私
たちの人類学会で発表された内容をＮＨＫが
ニュースで流したものです。ここから出てき
た人骨が今非常に注目されているわけです。

実は沖縄で見つかっている古い骨は、骨自
体の年代が測定できなかったのですが、初め
て白保竿根田原遺跡で測定することができた
という点でも非常に注目されています。その
発見を受けて新石垣空港の建設を一時中断し

て、元々洞窟だったところを一挙に掘るとい
うような作業を平成 22 年の 11 月に行ないま
した。この発掘作業をする直前ですが、この洞
窟の断面を調査してみたら、壁面のドロの中
に骨が飛び出ていました。この飛び出た骨を
採ってきて年代測定をしてみたら 2 万 4 千年
前の一番古い骨だということがわかったので
す。この発掘当時の写真というのは私が撮っ
たこの 1 枚しか残っていません。ＮＨＫがニ
ュースで流すときに譲って欲しいと言ってき
たのですが、たまたま旅行に言っていて返事
ができなかったので、画像がない状態で報道
されました。実はこれが唯一の証拠写真で、皆
さんにお見せしているのが日本初公開の写真
です。だからどうだということもないのです
が、そういうものが実は写真として残ってい
るという話です。

ここから出てきたも人骨は調査中で、今、Ｄ
ＮＡの分析に入っているところですので、1
年内外ぐらいには結果を出していきたいと考
えています。基層集団に関しては現在進行形
で仕事はここまでということになります。こ
の写真は 11 月の新しい発掘で出てきた人骨
で、大腿骨とか頭部の骨です。顔が分かる可能
性もあります。半分顔が残っていまして、おそ
らく日本最古の人の顔というのがここで復元
されてくるというところです。おそらく 1 年
から 2 年かけて研究が進んでいくと思います
が、一応未公開写真ですので、今日見たことは
ここだけのお話しにして下さい【研究内容に
関連するため資料の記載はできません】。

先程来、ＤＮＡで本土日本、沖縄、台湾を比
較したとき、何が違うかということを話して
きました。琉球はＭ 7a とＤ 4 タイプの双方が
たくさんあり、本土日本の場合はＤ 4 の割合



Journal of Sugiyama Human Research 2011 035

フォーラム報告

が多くＭ 7a は少ない。それから、台湾の先住
民とは全く違っているということを説明しま
した。ただ、種類から言えば，沖縄と本土日本
は同じようなＤＮＡタイプは持っているけれ
ども比率が違うということが分かっています。
それが一体どういう歴史的な経緯で成立した
のかということを調べるために、南九州から
トカラ、北琉球と呼ばれる奄美、徳之島、喜界

【資料42】【資料42】

島、沖縄本土、そして先島で様々な発掘調査を
行なっています。そして縄文時代、グスク時代
の骨を分析するという研究をやっています。

ここでお話するのは具志川グスクという、
沖縄県のうるま市という沖縄本土中央部にあ
るグスクの崖の下から出てきた人骨です。私
は 2004 年から 2007 年にかけて琉球大学の発
掘調査団に入って、人骨の分析をしていまし
た。これが崖の下のテラスで、そこに穴を掘っ

て人骨を探しているところです【研究内容に
関連するため資料の記載はできません】。名前
が具志川グスク崖下なので、当然、グスク時代
の骨が出てくると思っていましたが、実は、縄
文相当期である貝塚期の人骨が出てきました。
ここの崖に人骨が残っていることがなぜ分か
ったのかと言いますと、崖の奥に碑があるの
が写真からわかりますね。10 年くらい前に
沖縄の人が作ったのです。作るときは、当然コ
ンクリートの土台を作りますので、深く掘る
ことになります。掘ったときに人骨が出てき
た、ということが報告書に記載されていまし
た。ですから、もっと手前側を掘れば、また骨
が出てくるだろうと予測しました。実はこの
碑というのは、集団自決の人を慰霊するため
の碑でした。沖縄戦の末期にこのあたりの人
たちが子どもばかり、14 歳から 17 歳ぐらい
の子どもばかりがここで自決しているのです。
うるまに米軍が攻めてくる、いよいよ戦って
もダメだというのでみんなで自決したという
ことです。戦後 50 年くらい経つとその事実が
だんだんと忘れ去られていくので、碑を作っ
て後世に記憶を残しましょう、と考える人が
出てきます。そして碑を作ると骨が出てきて、
それを見た人類学者はここを掘ったら人骨が
でてくるのではないかと言って 10 年後にや
って来るというわけです。ある意味沖縄なら
では、のことなのですが、沖縄で発掘をしてい
ると至るところでこのような場面に出くわし
ます。いかにあの戦争の爪あとが大きかった
のというのがはっきり分かります。そういっ
たところで発掘しています。発掘している時
はただただ暑いだけで何も考えていませんが、
このような人骨が岩陰から集積状態で出てく
る場所でした。【研究内容に関連するため資料

【資料41】【資料41】
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の記載不可】
中には焼けた骨もあって、抜歯という歯を

抜く、縄文・弥生時代に特有の風習が残る骨
もありました。このほかに沖縄中部読谷村に
ある大当原遺跡から出てきた人骨の分析もし
ました。1970 年代に人骨がここの洞窟から
出てきました。沖縄海洋博が 80 年代に開催さ
れましたが、このときはとてもたくさんの土
砂を使って、コンクリートで建物を作りまし
たから、海砂をどんどん掘りました。それで地
元の経済はだいぶ潤うということもありまし
た。掘っている時に、海岸の洞窟にぶつかるん
ですね。その向こう側に人骨があることが分
かって、緊急発掘調査をしてそこから出たと
いうことが分かっています。しかしきちんと
した報告書もないままで残っている骨が随分
ありました。この骨が収蔵されている沖縄の
埋蔵文化センターに行って、あの時に骨はど
こにあるのかなと思って、調べてみたら、全部
で 10 数体ありまして、この写真のように整理
をしました。それで整理された人骨からＤＮ
Ａ分析をしたのです。

人骨の分析というのは基本的には発掘をし
て、人骨のサンプルを得ます。しかし、実は博
物館の中で探すと、今まで知られていなかっ
た人骨が見つかるということがよくあります。

これもそのひとつの例です。
もうあまり時間がありませんので、簡単に

結論を述べますと、この 2 つのＤＮＡ分析を
したら、このようにいろいろなタイプが出て
きたということです。その周辺の遺跡から出
てきたＤＮＡも調べてみると、この図の示さ
れているように出てきました。これがどうい
うことを意味しているのだろうと考えながら、
沖縄の人たちがどう構成されてきたのかを調
べている最中です。中途半端で申し訳あり

【資料44】【資料44】

ませんが、これまでで何が分かっているのか
と言うと、沖縄のグスク時代に人口が急増し
た時期がありますが、今の沖縄の人たちはこ
の図のようなタイプを持っています。非常に
多いのがＤ 4 とＭ 7a、次に多いのがＢ 4 なの
ですが、この 2 つの遺跡からは、この沖縄に多
いタイプのＤＮＡがちゃんと出てきます。つ

【資料43】【資料43】

【資料45】【資料45】
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まり、人口を増やす前に既に現代に非常に多
いタイプが存在したということが分かります。
ですから、沖縄のグスク時代に人口を増やし
た主体はそれより前の時代、弥生相当期に当
たりますが、その頃までに沖縄に住んでいた
人たちなのではないか、と私たちは考えてい
ます。

もうひとつ面白いのは、日本本土、沖縄で比
較的多いＢ 4 のタイプにはＢ 4a とＢ 4c とい
うサブタイプがあります。これが今の 2 つの
遺跡から出てきていますが、Ｂ 4a とＢ 4c が
たくさんいるという集団が沖縄のそばにいま
す。それは台湾沿岸の、台湾沿岸先住民のある
一部の人たちなのです。これを考えると、沖縄
というのは基本的にＭ 7a があって、Ｄ 4 が日
本本土から入ってくる、あるいは数としては
それほど多くはないが、Ｂ 4a とＢ 4c といっ
たタイプが南から上がって入る。主に日本本
土からの影響を受けながらも南の影響がある
程度あるのではないかと考えています。これ
はもう少しデータを増やさないと確定的なこ
とは言えませんが、現在作業仮説段階ですが、
このようなことを考えながら沖縄の研究をし
ています。

■ひとつの列島における 2つの国家と 3つ
の民族

最後にまとめをしてきます。日本列島はア
ジアの大陸の一番東寄りに 3000 キロ以上の
長さを持って存在しています。よく考えてみ
ると、今は日本の国というのはひとつですが、
過去において国家は 2 つありました。本土日
本を中心とした和人の政権と、琉球列島には
琉球王国がありました。それから民族として
は、アイヌ民族と、遺伝子分析で分かったよう

な沖縄南西諸島の集団、そして本土日本集団
がいます。ですからひとつの列島に 2 つの国
家と 3 つの民族がいたというのが日本列島の
本来の姿ではないかと思います。そうすると、
それぞれがおそらく、独自の成立の歴史を持
っていながら、例えば、北の集団で言えば、更
に北方の様々な集団との交流、また本土日本
からの影響を受けながら、北海道でアイヌ集
団として成立していく。本土日本は主に朝鮮
半島、ないしは中国からの渡来民からの影響
を受けながら、集団が出来上がっていく。沖縄
は沖縄で、おそらく更に南の集団、あるいは本
土日本との関係を受けながら集団が成立して
いった。それぞれの地域の集団の、それぞれの
歴史が合わさったのが列島の歴史なのではな
いかと考えています。こう考えていくと私た
ちが前提として考えていた、縄文時代に均一
な縄文人がいたという考え方自体を考え直さ
なくてはなりません。南には南の、中央には中
央の、北には北の縄文時代人がいて、それぞれ
の地域のいろいろな歴史的な経緯を経て、今
の私たちになったのではないかと考えていま
す。これがＤＮＡの分析をしながら考える日
本列島集団の、現時点での結論になります。日
本人の成立を理解するときに、決して中央と
周辺といったひとつの見方ではなくて、もう

【資料46】【資料46】
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少し複眼的にものを見た方が現実的であるよ
うな気がしています。

ご清聴ありがとうございました。

渡邉主任研究員：篠田先生、どうもありがと
うございました。今日はかなり最先端のお話
で今、展開中の研究というものが紹介されて
いて、少々分かりにくい部分もあったかと思
いますが、この後のパネルディスカッション
で補足しながら問題点を絞り込んでいけたら
と思っています。パネルディスカッションに
入るまで休憩を入れます。

竹田課長：時間が参りましたので第 2 部パネ
ルディスカッションに入らせていただきます。
ここからは司会進行の渡邉先生も加わって議
論を深めていきたいと思います。渡邉先生の
プロフィールにつきましては、本日配布のレ
ジュメに掲載されておりますが、簡単にご紹
介させていただきます。渡邊先生は、椙山女学
園大学人間関係学部教授であり、椙山人間学

研究センター主任研究員も務めていらっしゃ
います。専門は自然人類学、霊長類学で、理学
博士です。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されていま
す。著書に『サルの文化史「ホミニゼーション
への道のり」』『サル学の現在』など多数ござい
ます。

では、篠田先生と渡邉先生によるパネルデ
ィスカッションをはじめさせていただきます。
先生方、よろしくお願いいたします。

第 2部　パネルディスカッション

渡邉主任研究員：渡邉でございます。よろし
くお願いいたします。この第 2 部のパネルデ
ィスカッションの予定をお示しした上で進め
て参りたいと思います。まず、本日の篠田先生
のご講演について補足説明といいますが、私
が気付いた点を補足申し上げた上で、いくつ
かの質問を篠田先生にぶつけてお答えいただ
くという形でパネルディスカッションを進め
ていこうと思っています。その後、第 3 部のフ
ロアからの質疑応答と進行していきます。

早速ですが、本日のご講演の中で補足して
おいた方がいいかなと私が感じた点をまず指
摘していきたいと思います。今日はＤＮＡの
分析からいろいろと見られるパプログループ、
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いわゆる多様性というものが浮かび上がって
きて、ある集団がどのような経路、道筋で現在
に至ったのかという点をハプログループの変
異から読み取っていけるというお話だったと
思います。一応、この日本という列島にいつご
ろどのような方面から人々がやって来て、縄
文人になっていったのかは人骨がないとＤＮ
Ａが採れないことから、古い時代、人骨がない
時代のことがご講演から抜けていたように感
じましたので、概略を補足したいと思います。
今日のご講演の中で触れられました日本列島
最古の人骨は石垣島の 2 万 4 千年前のもので、
それが現状では一番古い時代のものになりま
す。これまで教科書等に触れられていたのは
沖縄南部の港川人が 1 万 8 千年前、ただ沖縄
南部には山下洞窟などがありまして断片的な
骨が出土されています。大まかに 2 万年前ま
でのものが日本列島の南の方に一番古い人骨
として発見されています。けれども、遺跡から
見ますともう少し前の時代に日本列島には
人々が入りはじめているそのような遺跡が確
認されました。そのあたりの人骨がない古い
遺跡がどのあたりまで遡れるのか、そのあた
りをお話下さい。

篠田氏：最初にお断りしておきます。渡邉先
生は私にとって大先輩でありまして、口頭試
問を受けているようで大変やりにくいです。
このパネルディスカッションをふたりで進め
るということで、事前にどんなことを聞かれ
るのですか、とお聞きしてもなかなか教えて
いただけなくて、今からはぶっつけ本番で質
問されているので、至らぬ点が多いと思いま
す。その点をお含み置き下さい。

ご質問の遺跡の問題ですが、ご存知の通り、

日本列島は非常に古い時代から現代人に続く
人たちが住んでいることが 1980 年代からず
っと言われてきました。日本列島最古の原人
が何十万年前、確か 60 数万年前までいったと
思いますが、そのように旧石器時代が遡れる
という話題がずっとありまして、それが 2000
年の 11 月 5 日に毎日新聞の大スクープによ
って旧石器時代が全て捏造であったことが判
明します。それによって日本の旧石器時代、つ
まり縄文時代よりも古い遺跡がどこまで遡れ
るのかを再検証するための試みが旧石器学会
の人たちが中心にして行なわれました。一方
で先程来、私が言っているように 1990 年代以
降、現生人類、現代人の歴史は非常に短いこと
がＤＮＡ分析やアフリカの化石の再検討で言
われました。せいぜい現生人類がアフリカを
出たのは 10 万年前よりも新しいであろうと
いう話をしている中で、日本列島だけが 20 万
年、30 万年、やがて 50、60 万年前まで遡れ
る歴史があったといわれている状況があり、
これが全部覆るわけです。そうすると日本列
島集団の中で何が残ったのかというと、私た
ち人類学者が提示している非常に新しい時代
に現生人類が来ていたのだという結論、おそ
らく 4 万年前を遡らないであろうと言われて
いますが、それだけが事実として残るわけで
す。この状況で、考古学者が旧石器時代の検証
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を進めていった時に、4 万年前よりも古いと
ころで果たして私たちに繋がる人類になるの
かという判断に非常に困るわけですね。おそ
らく現在では人類学の知識に引きずられて 5
万年前よりも古いところはかなり怪しいと、
みんな心の底では思っていると思います。今
ある遺跡を評価していきますと、実は 4 万年
前くらいまでの古いものはかなりの数があり
ます。旧石器時代の遺跡は日本列島では確か
5000 くらいあるはずです。そこは認められて
いて、それがみんな 4 万年前よりも新しい数
字を出しているというのが現状で、その部分
では北にも南にもたくさんあります。それか
らもう一点付け加えると、実は沖縄が最大の
問題でして、人骨では 2 万 4 千年前という古
い時代のものが出てくるわけですが、考古学
者の中には沖縄には旧石器文化はなかったと
主張される方がいます。なぜかというと、沖縄
からは石器が出てこないからです。沖縄は人
骨だけが出てきて、石器は出てこない非常に
不思議な場所であるというのが現状です。で
すから、人類学者がまた勝手にヘンなことを
言っていると思っている考古学者もたくさん
いて、なかなか評価が定まらない部分もあり
ます。けれども我々は少なくとも現生人類の
広がりの理論の中で 4 万年前よりも新しい時
代に日本列島に人が入ったのは間違いなくて、
一番古いのが沖縄の 2 万 4 千年前のものであ
ります。全国に目を転じますと旧石器といわ
れている遺跡は非常にたくさんあります。本
州の一番古い人骨は静岡の浜北町の洞窟、下
層のものが確か 1 万 7 千年前くらいものであ
るといわれている人骨になります。

渡邉主任研究員：日本列島に存在する石器が

確認できるような遺跡が今紹介されている 4
万年前よりも新しいであろうというのは事実
で、その考えをもとに大半を見ていけば、だい
たい新しい時代の遺跡と考えられる現状でし
ょうが、ただ問題点がひとつあります。仮に古
いもの、5 万年あるいは 10 万年前のものが
出てくることは、可能性としては充分あり得
るのでそのような遺跡があった場合、それを
どう評価するのかという問題は残ります。私
は我々の先祖には該当しないことを前提とし
て、単純に北京原人の子孫が来ていたその証
拠になるのではないかと思いますし、そうい
う問題は今後課題として残されているだろう
と思います。我々に繋がるような人骨、あるい
は遺跡、それらが 4 万年前よりも新しい、それ
がひとつ確認できます。

ではどの時期にどのルートでやって来たの
かが問題になります。今、浜北の話がありまし
たが、本土からはなかなか出土されません。昔
は草創期縄文と言われていた 8000 年、9000
年くらい前、私も昔、関わった長野県の栃原に
数体の人骨が出ました。なかなか保存状態も
よく、そういったものは縄文時代の人骨にな
ります。その人骨は本土からかなりの数で、中
期、あるいは晩期縄文は貝塚の中で非常に保
存のいい骨が残されていますので、数からい
けば大量の人骨が存在します。その中でＤＮ
Ａが採れるものを一生懸命調べていらっしゃ
るわけで、ただ、人骨がないけれど他に証拠が
ないのかといえば、実は石器でいろいろ調べ
ていく考古学の手法が残されています。私自
身が考古学の専門でもありませんが、少し勉
強した限りでは実はシベリアを発祥とするよ
うな石器群が北の方の経路からどうやら日本
列島にまで入ってきている。一応長野県あた
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りまではそのようなタイプの石器が発見され
ていますから、それは当然、石器を使った人間
も来ていたということになります。おそらく、
人骨の証拠がないにしてもかなり古い時期、
例えば 3 － 2 万年前にそういった人々も具体
的に言えば北の方から本土に入って来ている
という考古学の知見からそのようなことも言
えると思います。現在、考古学的に見ていった
時に、これも発見されてまだ 10 数年だと思い
ますが、鹿児島の上野原遺跡にかなりきちん
とした遺跡として現在保存されています。時
代が 9000 年～ 6500 年前あたりまでの長期に
わたる遺跡でしたが、残念ながら人骨は出て
きませんでした。ですが、様々な土器とか石器
がかなり発見されて、それらから判断してい
きますと、この鹿児島周辺にいた縄文時代の
人々は南方系の人ではないかと言われていま
す。今で言いますと、インドネシアの島々あた
りが氷河期に出っ張りになっていたスンダラ
ントが現在のボルネオ島のニヤケイブ洞窟遺
跡に該当し、そこから様々な人骨や獣骨、石器
が出ています。そういったものとの共通点は
どうやら東京の小田静夫氏が長年、研究をし
ていらっしゃるのですが、丸ノミ石斧という
非常に特殊な用途の石器が出て参ります。そ
の分布が日本列島の南九州から太平洋岸を伝
わって、あちこちに広がっているということ

も知られています。ということは大まかにい
えば、南方系から入ってきた集団も縄文時代
の住民になったということはかなり信憑性が
高いと思います。その中で上野原遺跡は海底
火山の爆発で消滅した火山灰の下に埋もれて
しまったと言われていますが、いずれにして
も非常に特徴的な石器、丸ノミ石斧、磨製石斧
と小田氏たちは呼んでおり、そういった改変
された石器、さらには貝紋土器という貝殻の
紋様を土器に付ける、これも南方系だと言わ
れていて、そういった要素もおそらく間違い
なく入ってきている証拠です。これは数年前
にＮＨＫで特集を組んだときに北からはマン
モスハンター、南からは黒潮の民がやって来
ていました。ただ当時、ＤＮＡの解析がさほど
まだ進んでいなかった時代で、2 つのルート
ははっきりしているが、ただ氷河期時代です
から明らかに朝鮮半島ルート、北九州への連
絡路があったはずなので、その氷河期時代の
2 万年、2 万 5 千年前あたりの時代にやって
来た人々、当然それが考えられます。ただそれ
が直接的に石器とこれまで結びついていなか
ったのですが、おそらく今考古学者はそれを
一生懸命結びつけて考えようとしていると思
います。大まかに見て縄文以前に 3 つのルー
トから人々が入ってきた。そのことと現在の
ミトコンドリアの知見とは矛盾はしないので
しょうか。

篠田氏：人類学者は弥生時代にも大量に人が
入ってきて、もしくは大量に入らなくても農
耕する人が入って来たことによって非常に人
口を増やしてしまって、その結果、今の日本人、
本土日本人に繋がっている遺伝子のかなりの
部分はその時の影響であろうと考えています。
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いろいろな人がいろいろな見積りをしますが、
7 割ぐらいは今から 3 千年くらい前の渡来系
の弥生人の移動の影響を受けている。それが
私たちであろうと考えています。そうすると、
その時の遺伝的な影響があまりにも大きくて
それ以外、それより古い時代にどのような影
響があったのかを見つけるのが非常に難しく
なってきているのが現状だと思います。もち
ろん、渡邉先生が言われたように日本列島の
地理的条件を考えれば、北のルート、朝鮮半島
ルート、南のルートというのは当然どの時代
にも類推できるわけですから、それがあった
ことは間違いありませんが、残念ながらそこ
までは追求できていません。もう 1 点、当然朝
鮮半島ルートになりますと、弥生よりも前の
時代に朝鮮半島にどんな人が住んでいたのか
ということが問題になります。しかし、なかな
か人骨が出てこないという問題があります。
特に北朝鮮が全く抜けてしまいますので、あ
そこで骨が探せないということが問題になり
ます。私は縄文人の成り立ちを考える時に、や
はり沿海州がひとつのカギであると考えまし
て、ウラジオストックにある縄文相当期の貝
塚遺跡の分析をしてみましたが、今から 6 ～
8 千年前ぐらいですと、既にウラジオストッ
クあたりだと中国の農耕民が完全に入り込ん
でいる状態でした。日本列島は狩猟採集の縄
文をやっているのですが、向こうは既に農耕
の社会が入ってきてしまうという状況になっ
ていたようで、なかなか縄文のオリジンが見
つからないというのが現状です。

渡邉主任研究員：朝鮮半島ルートの確認とい
うのがなかなかＤＮＡやミトコンドリアレベ
ルではまだ掴めていないというご紹介でした。

ですが、ここでそれがあったと仮定しますと、
既に縄文に突入する前に北や南、朝鮮半島か
ら入ってきた人々が既に本土日本にやって来
たというのが、いわゆる原日本人、縄文人にな
っていくそのシナリオはおそらく揺るがない
であろうと思います。そうすると、かなり縄文
時代という時代の縄文人は当初からバラエテ
ィー、多様性を含んでいたということになる
ことは間違いないので、日本人の多様性の原
点というのはおそらくひとつそこにあるので
はないかと思います。

我々が文化人類学者たちとも日本文化の議
論をしてきたのですが、その中で現代におい
てどうやら東の文化、西の文化がかなり明瞭
に異なるのではないか、そのような文化が一
体どこでスタートしているのか、という議論
があり、そのひとつの考えは縄文の時代に文
化の違いというものがスタートしていたので
はないかという考えがあります。縄文遺跡か
らサルの骨が出てきます。現代のサルが生息
している地域等の猟師さんに話を聞きますと、
サルを食べる文化と食べない文化があります。
我々がこれまで聞いた限りでは西日本はサル
を食べていません。場合によっては漢方の薬
としては利用しているようですが、食肉用と
しては食べていない。ところが東日本ではか
なり食べています。縄文遺跡からはだいたい
サルの頭の骨が出てきたりしますと、底部が
壊されていますのでおそらくサルの脳という
のは非常なご馳走であったのではないかと考
えています。ひとつは日本文化の基層という
か、東の文化、西の文化の出発点というのは
縄文時代にまで遡ることができるのではない
かとひとつの仮説も出て参ります。そういう
中で、今日、渡来系の人々が弥生の文化を持
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ってやって来たという紹介がありました。ご
講演の中で埴原和郎氏が移住した渡来系の
人々が100万人いたとのお話がありましたが、
ちょっと誤解を受けるとまずいので補足しま
す。埴原氏の推計は紀元前3世紀から紀元後7
世紀まで1千年間のトータルが100万人として
いて、年間にしますと1000人となります。そ
れでも極めて多い人数ですから、おそらく埴
原氏が出した数値はオーバーエスティメート
であると人類学関係者は思ってはいますが、
ただやはり歴史時代に入って百済の滅亡と同
時に万を超える渡来系の人たちが歴史時代に
入ってもやって来ているという影響は、近畿
を中心に今日まで続いているのではないかと
思います。いずれにしても、数の多寡はあり
ますが、渡来系の人々がやってきたのは、現
在人類学では定説になり、まず間違いないこ
とです。ですので、現代日本人というのは二
重構造モデルで示されていましたが、古い原
日本人と縄文人の時代に渡来系が入り、そこ
で混血が行なわれ、混血の頻度はおそらく周
辺ほど薄まっているし、中心部ほど濃い状況
で、現代日本人の多様性という形でなってい
っていると思います。私はそのように理解し
ていますが、その現代日本人の多様性という
点で付け加えることがあればお願いします。

篠田氏：日本文化が西と東で大きく違ってい
るというのは様々な部分で経験していること
でして、愛知県がそのうちでどちらに位置す
るのかというのも問題になると思いますが、
私が最近気が付いたことのひとつの例を紹介
します。火葬場に行って集骨しますよね。私は
基本的に西の人間なので、あれは部分的に集
骨して残りは砕いてしまうのですが、関東に
行くと全部集めるんですよね。東京の人にそ
の話をするととても驚かれます。全部集めま
すから骨壷がとても大きいのです。この例も
火葬仏教はそういう意味で日本人はみんな均
一だと思っていますが、そんな点も随分違い
があって驚いた経験です。この名古屋のあた
りは部分集骨の方ですか。私もこの年になる
と親類などが亡くなってよく火葬場へ行って
立ち会うことがあって、そんなことをよく感
じます。ですから古い時代から日本人は大き
くふたつ、簡単に言えば西と東とがあるので
はないかなと感じます。

それから、弥生の時の話ですが、渡来人な
どの農耕を持った人たち、農耕民の人口増加
率と縄文人などの狩猟採集民の人口増加率は
かなり違います。基本的に狩猟採集民の人口
増はありません。ほとんど人口増加せず、基
本的にその環境に住めるだけの人間が入ると
そのままずっと同じ数でいる。それほどの増
減はなくて、食糧がたくさん採れる時期、少
なくなる時期という違いで増減していくだけ
です。農耕民は基本的に環境に対して影響を
与えて、自分で食糧を作っていきますので、
どんどん増えていきます。このふたつの差が
日本列島の中で弥生の影響がうんと強くなっ
て、縄文の影響が弱くなっていったというこ
とを示しているのではないかという研究が最
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近進んでいます。このように考えると渡来系
の弥生人がそれほどたくさん入ってこなくて
も、数百年から千年間で、弥生と縄文の比率
が大きく変わってしまうことが起こり得ると
いうシュミレーションモデルを九州大学の中
橋孝博教授が研究をされています。それらが
定説として今後受け入れられていくのではな
いかと思います。そう考えると非常に面白い
のは、渡邉先生からご紹介があったように、
縄文人がそのまま弥生人になったという変異
説と人が入ってきて混血して出来上がるとい
う混血説の間で、日本人の成立として非常に
長い間論争があったわけですけれども、変異
説を主張した人は農耕という文化だけが入っ
てきて、その文化によって日本人の姿かたち
が変わって弥生人以降の今の日本人になった
と考えていました。農耕という技術を持った
人たちが少し入ってきただけで、その人たち
が非常にたくさん人口を増やしたことによっ
て今の日本人ができたと考えると、やはりフ
ァクターとして農耕が非常に大きかったとい
うことになります。結局、日本人の骨そのも
のの形が変わったのではなくて、農耕を持っ
た人たちが入ってきて、農耕という技術によ
って増加し今の日本人ができたというのが最
近の学説なのかなと思います。

渡邉主任研究員：おそらくある種、生態学的
な要因というので人口増減やその説明が現代
の近代的なやり方です。古い論文ですが、ネア
ンデルタール人とクロマニョン人の繁殖率の
差が 0.01 あれば何万年間には片方が消えて
なくなるといったような推計もありますし、
今のご説明は非常に説得力があると承りまし
た。

それと日本人の現代日本人の多様性の中で、
この前から読んだ本で気になっているものが
あります。ユダヤの人々が世界に散らばった
幻の13種族のそのうちの1つが日本列島にい
るという本があります。これについてはどう
お考えですか。

篠田氏：そうですね。私はそれを全く信じて
はいません。先程、日本人の 7 千人のデータを
とってみて大きく 2 つに分かれるというお話
をした時に、そこでアイヌの人たちはせいぜ
い 2 万人程度しかいなかったので洩れてしま
うというお話をしましたよね。ですから、そう
いう意味ではメッシュをもっと細かくしてい
って日本人 100 万人のデータを持って来て研
究すれば、もしかすると特殊なグループが浮
かび上がってくる可能性はあると思いますが、
残念ながら現状のＤＮＡ分析のデータを見る
限り、それはありえないということです。

付け加えると、ユダヤの話は相当眉唾だと
思いますが、言語学者の大野晋先生という方
が一時、タミール語が日本語と非常に似てい
るという点から、タミール語というのはイン
ドの言葉なのですが、タミール人が弥生文化
を持って日本に来たという説を展開されまし
た。これは非常に有名な学説になるのですが、
ある時私の研究室のボス、馬場悠男という研
究者が大野先生と対談をしたことがあります。
その時、馬場先生は大野先生の説を、そんな
ことはありえないと一笑に付すんですね。そ
れでなんでそう考えるのだ、と大野先生がお
尋ねになるのですが、それは遺伝の研究者が
そのように言っていると答えられました。で
は誰が言っているのだ、という話になり、馬
場がうちの篠田だ、と答えて突然大野先生か
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ら電話がかかってきたことがありました。大
野先生は非常に誠実な方で、晩年は足が不自
由になってほとんど歩けなくなってしまって
いたので、電話でそれこそ毎日毎日数時間に
わたってご説を聞かせていただいたくという
有難い体験をさせていただきました。大野先
生の説をずっと聞いていると、非常に説得力
があるんですね。聞いているうちに、私の方
が間違っているのかなと思えるようになりま
した。非常に熱心にお話をされたのです。先
程と同じように、例えあったとしても非常に
少数の人間が来たので、今では埋没して、見
当たらなくってしまっている可能性は常にあ
るのです。最後には私は大野先生のファンに
なったので、そのように考えるようになった
のですが、少なくとも私たちの中から任意で
1万人に1人ぐらいの人を採ってきて比べると
いうような現在の分析方法では、そのような
ものは見当たらないのです。

渡邉主任研究員：実はこの問題も後で質問を
しようと思っていましたが、これまで研究さ
れてきた中にインドの集団の話があって現代
インド人の大半はアーリアン、いわゆるコケ
イジアンという白人と同じ先祖ですから、非
常に顔の彫りが深くて背が高く、鼻も通った
スラリとした人たちです。けれどもインドに
はかなり多くの少数民族がいます。本の中に
ドラヴィダ系と書かれていますが、たぶん大
野先生が取り上げられたのもおそらくその少
数民族のひとつであろうと思います。私もあ
れは大野先生の説は説得力があると昔から思
っていて、そのあたりは日本語の単語とは一
体何なのかというと言語学の問題で、まだま
だ議論の余地があるのかなとは思っています

が、そのドラヴィダに見られるような変異系
と日本列島で発見されている変異系との共通
点はどの程度ありますか。

篠田氏：今のところはありませんね。むしろ、
そのようなインドの少数民族の方というのは、
アフリカを出て行った人類が最初に残してい
ったような古いタイプのＤＮＡを持っている
ことが分かってきています。ですから、最初に
アフリカを出て行った、最初の人類の末裔が
インドではそのような形で残っているのでは
ないかと思っています。インドは南アジアに
あたりますが、最近、どういうわけか南アジア
のＤＮＡに関するデータや論文がたくさん出
るようになりまして、インドの人口構成がか
なり分かってきました。いわゆるアーリア系
の遺伝子はそれほど多くなくて、もう少し古
い時代のタイプがかなり残っているというの
が最近の知見です。そのような古いタイプの
中に日本列島まで来たグループの系統が全く
ないわけではないと思いますが、私が通常調
べている範囲ではそのようなものは出てこな
いというのが現状です。

渡邉主任研究員：一挙に何万人も何十万人も
のデータが手に入っても、このように非常に
時間も手間もかかるＤＮＡ分析ですので、
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日々努力されていると思います。そのような
将来の問題としては、数を増やせは少数グル
ープの実態も出てくる可能性はあるというこ
とですね。

篠田氏：そうですね。最近は現代日本人のＤ
ＮＡを虱潰しに調べて、日本人がどんな遺伝
子を持っているのかを調べるプロジェクトが
あります。それを誰がやっているのかという
とお医者さんなんですね。今行なっているの
は、全国の病院からある特定の病気の人のＤ
ＮＡを集めてきて、それを健常な人とどこか
違うのかを調べるという作業です。特定の原
因遺伝子を探すという作業が全国規模で行な
われています。そのために集められたデータ
が先程の 7 千人のデータでした。日本人にい
くつもの遺伝的に違うグループがいると、お
そらく集団によって薬の効き方が違ってきま
す。極端に言いますと、沖縄型と本州型と分け
ると、沖縄の人には効くけれども本州型の人
には効かないという薬もありますし、本州型
の人しか患からない病気というものも存在す
る可能性があります。日本全体をひとつで見
ていると、それが分からなくなるんですね。み
んな同じ薬を投与してしまう、例えばこの病
気になったらこの薬を出すとやってしまう。
でもある人は効くけれど、こちらの人は効か
ないということがしばしば起こっているので
すね。そのために、そういう違いがどのくらい
まであるのだろうということを調べる努力が
されていて、私たち人類学者はそのデータを
使って、日本人の成り立ちがどうなのかとい
うのを考えているというのが今の状況です。
また、ひとりの人間がもっている遺伝子を全
部調べようというプロジェクトもあります。

だいたいそれを一人当たり 1000 ドルでやろ
うというのがここ数年間の目標となっていま
す。だから、数年後には 10 万円くらいのお金
を出すと自分の遺伝子が全て調べてくれると
いうサービスが始まるであろうと思います。
そうすると、それで自分がどういう病気にな
りやすいのか、どのような薬が合うのかとい
うことが分かってきます。その中に縄文度、弥
生度のパーセンテージのようなものも出てく
るのだろうと思います。

渡邉主任研究員：薬の問題等はマンパワーも
お金もある医者が行なえば驚くほどのスピー
ドでデータが出てくる可能性があり、今後そ
れが使えるということですね。

今日のご講演の中では写真だけを見せてい
ただきましたが、私は篠田先生のご本『日本
人になった祖先たち』を読ませていただいた
中で非常に印象的な問題があります。先生が
縄文遺跡からまとまった人骨のＤＮＡを調べ
るその最初の仕事が中妻遺跡という遺跡で、
そこから20数体の人骨が発見されて間違いな
く同一集団の骨であろうそのＤＮＡを調べた
ところ、数は少ないが女性の人骨が異常に似
通ったＤＮＡで、男性側がバラけていたとい
うことでした。そのことをこのご本に紹介さ
れていて、先生の考察としては縄文時代には
母系型社会があったのではないかという主張
で、これはすごいことになるぞと思いながら
読ませていただきました。その部分のお話や
その後の展開も含めてご紹介下さい。

篠田氏：それは大変評判の悪い説でして考古
学者に随分怒られました。遺伝子でみるとひ
とつの同じ遺跡から出てくる人骨の半分以上
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が全く同じタイプを持っているという、要す
るに母系で繋がっている人たちがそこに埋葬
されていると単純に考えるとそのような話に
なります。ですから、最初そのような形でこの
状況を考えていました。しかしその後、北海道
のアイヌの人たち、中世アイヌや近世アイヌ
の人たちや、他の世界各地の少数民族のデー
タを見るようになって、実はおしなべてそう
であることがわかってきました。つまり、ある
少数の集団のＤＮＡを採ると、その中では半
分くらいミトコンドリアＤＮＡが同じタイプ
で、次のものが 4 分の 1 くらいになって、残り
がひとつふたつぐらい出てくるというパター
ンで、それがほとんど共通です。これは一体何
を意味しているのかと言うことを考え直しま
した。それで原因は、おそらく通婚圏の固定化
だと考えるようになりました。同じ通婚圏の
中の女性なり男性をトレードしていると、だ
んだんと同じタイプに集約していきます。ご
く少数のタイプは消えて行きます。母系で繋
がるミトコンドリアＤＮＡですから、子ども
に女の子が生まれないとそのタイプはそこで
なくなってしまいます。長い間それを繰り返

しますと、ある種のタイプに固まっていく。ど
うもこれが普遍的に起こるようなのです。で
すからあの縄文遺跡はもしかするとかなり長
い間同じような所の人たちが結婚を繰り返し
ているようなことを、例えば何百年という期
間で行っていたのではないかと思います。あ
のパターンが出てくるのは、必ずしも社会が
母系で構成されている訳ではないと最近考え
始めていて、懺悔の意味も含めて来年出版さ
れる『季刊考古学』に人類学の特集号が予定さ
れているので、そこで少しそのようなことを
書こうと思っています。

渡邉主任研究員：おそらく文化人類学、社会
人類学の問題であると思いますが、婚姻シス
テムがどうであるかも論点になるかと思いま
す。私たちの学生時代にお世話になった先生
の中に伊谷純一郎先生がいますが、彼は霊長
類の社会構造を数多くの種で調べて社会構造
の系統進化という考えを出されています。そ
れによれば、チンパンジー、ボノボというヒト
と一番近縁である類人猿が父系型社会という
オスが生まれて群れに留まり、若いメスが初
潮を迎えると群れから出て行くという社会構
造が類人猿研究で証明されたので、チンパン
ジー、ボノボが父系型社会であるとすれば、初
期人類は間違いなく父系型からスタートして
いるのではないかと思います。現状の各集団
の圧倒的多数はそのままの伝統を今日も受け
継いできており、それがいわゆる娘であれば
嫁に出す、嫁を取るといったような習慣にな
ったと理解しています。けれども、現状はこれ
らの伝統的な文化がおそらく成立しなくなり、
その原因は少子化といったわが国を取り巻く
状況は長女と長男しかいないという世界です。
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統計的に言えば、ふたりの子どもが女ふたり、
男ふたりというのはありますが、圧倒的多数
は長男長女しかいない世界ですから、そこで
家を継ぐというそのやり方が通用しなくなっ
ています。現代日本社会の混乱のひとつがそ
のあたりにあるのではないかという気がして
います。いずれにしても、伝統的には父系型と
いう要素が非常に強いと我々は理解している
ので、その中で日本の縄文時代は母系であっ
たということになりますと、これは大論争が
巻き起こるし、私は母系型というのはあり得
る社会構造だというように考えようとしてい
て、それのひとつの有力な証拠に使えるかと
思いましたが、それが少し早とちりというの
か、なかなかすぐには結びつかないというご
説明でした。

その他いくつかご質問しようかと思ってい
ましたが、フロアの方から申込の時点でご質
問をいただいている項目がございますので、
まずは篠田先生にそれについてお答えいただ
く形で進めていきます。事前にいただいたご
質問の中に、縄文人と弥生人との混血人種は
いたのですか、というものがあり、今日のご
講演は正に現代日本人でそうであるというお
話でしたが、もう少し付け加えることがあり
ましたらお願いします。

篠田氏：「いたのでしょうか」と聞かれたら「い
ます、それがわたしたちです」という答えにな
りますが、今、私たちはミトコンドリアＤＮＡ
で調べているので、例えばこの人は縄文系の
ミトコンドリアＤＮＡを持っています、あの
人は弥生系のミトコンドリアＤＮＡを持って
いますというのが分かるわけですね。ここで
考えていただきたいのは、私には両親がふた

りいます。ミトコンドリアＤＮＡは母親から
譲り受けていますね。でも核のＤＮＡは両親
から半々で受け継ぎます。その両親は誰から
もらっているのかというと 4 人の祖父母から
もらっていますよね。それはもうひと世代に
いくと 8 人になりますね。倍々計算をやって
いくと 10 世代で 1000 人を超えます。そうす
ると仮に 1 世代は 25 年と計算すると 10 世代
は約 250 年ですから、今から 250 年遡ると江
戸時代中期あたりになるかと思いますが、江
戸の半ばぐらいまで私たちは先祖を辿ってい
くと 1000 人くらい自分に先祖がいることに
なります。その 1000 人の人が遺伝子を何らか
の形で私たちに伝えていることになりますよ
ね。その中で今調べているのはその 1000 人の
うちのひとりが持っていたミトコンドリアＤ
ＮＡを調べていることになります。それで例
えば私が縄文系ならば縄文系のミトコンドリ
アＤＮＡであると判断しますが、ではその
1000 人全員を調べたらどのような形になる
のかというと、その 1000 人が持っているミト
コンドリアＤＮＡのタイプは、おそらく現代
日本人のみんなが持っているパーセンテージ
と同じになると思います。ランダムに選んだ
1000 人ですから。そうすると例えばＤ 4 を持
っている人が 30％、Ｄ 5 が 5％ということに
なると、先程の日本人の持っているミトコン
ドリアＤＮＡのタイプの比率は、私たち個人
個人が持っている遺伝子の比率になっている
はずです。つまりこれまでのお話は、実は現代
日本人の話をしているのではなくて、あれは
みんな個人個人が持っている遺伝子のパター
ンだったのです。ですから、縄文系は日本人の
中で 3 割、弥生系が 7 割となれば、私たちは自
分の持っている遺伝子のほぼ 3 割が縄文系で
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7 割が弥生系になります。そういう意味での
混血だということになります。少し面倒くさ
い話です。

渡邉主任研究員：このご質問に関しては我々
が現代日本人というのは多かれ少なかれ混血
した集団である、多少の濃い薄いというのは
個人個人であろうかと理解します。

ふたつ目は音楽や絵画などの芸術分野でＤ
ＮＡがどのように働いているのかというご質
問で、これには環境説と遺伝説とがある中、篠
田先生はどのようにお考えですか。

篠田氏：これは難しいですね。ＤＮＡと才能
の関係性というのは結局、氏か育ちかという
話で問題にされることですね。私はこの氏と
育ちを対立的に考えるのはきっと間違いで、
氏も育ちもと考えたほうが話としては簡単で
あろうと思います。芸術の事は遺伝とどう重
なるかは難しいのですが、例えば、身長は遺伝
子で決まっています。人間の身長を規定する
遺伝子が 60 から 70 個くらいありますが、そ
れが複雑に絡まって、人間の身長が決まると
言われています。でも身長は遺伝子で決まっ
ているのでしょうか。日本人というのは、明治
時代から今に至るまでどのくらい身長が伸び
たのかというと、平均身長で 20 センチくらい

大きくなっています。江戸時代は男性でも平
均 157 センチくらいで、今の高校生あたりは
平均 172 センチくらいになります。そうする
とこれだけでも 10 数センチ伸びています。こ
れは遺伝子が変わったせいなのか、というと
実は遺伝子は変わっていません。これは結局
環境で変わっています。おそらく西洋式の環
境の中で暮らしていると、栄養状態もよくな
って、元々持っている遺伝子のポテンシャル
を発揮できて、ここまできているのだと思い
ます。そうすると、遺伝で決まっている部分と
環境で決まっている部分とを分けることはそ
もそもできない。環境を完全に整えるように
してやって、その人が本来持っている遺伝子
が全部発現するということはありえないこと
です。ですから、どんな人でもきっとある折衷
みたいなところで話が決まっていて、私たち
ができることがあるとすれば、本来その人が
持っているポテンシャルを最大に伸ばしてや
るような環境を作る努力をして、その先どう
なるか様子を見るという話のような気がしま
す。答えになっていないかもしれませんが、そ
のように捉えた方が、私はそもそも遺伝的に
ダメだからできないとか、この人は遺伝的要
素があっても努力しないからダメだという捉
え方をすること自体が、やはりかえってネガ
ティブな話になってしまう気がします。渡邉
先生はどのようにお考えなのかをお聞きした
いのですがお願いできますか。

渡邉主任研究員：はい。このご質問に対して
のお答えが今、篠田先生からありましたが、私
も同じです。氏も育ちも影響していると思い
ます。ただ、氏も育ちも大事だというとあまり
論争にはなりませんが、氏か育ちかという点
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を大論争してきたのは、欧米先進国の人々が
大半で、やはり彼らは白か黒か対決のテーマ
のもとで論争をするということに非常に慣れ
た、あるいはそれをしたがる人々です。氏も育
ちもという言い方はいかにも曖昧な言い方、
日本人的な答えですが、現実的にはたぶんそ
うでしょう。それしか有り得ないと思います。
これは氏も育ちも大事でしょう、というのを
お答えにしたいと思います。最後にもうひと
つご質問がございます。これも大変難しいご
質問です。一種の精神的な不具合が遺伝的に
どう関係するのかというご質問です。例えば
引きこもり、最近よく指摘されている学習障
害の中にいわゆる多動症の子どもであるとか、
アスペルガーだとかそのような自分に閉じこ
もってしまうようなそういう症状と遺伝との
関係性についてです。これは大変難しい問題
ですが、篠田先生いかがですか。

篠田氏：はい、ではまずご質問の全文を読ま
せていただきます。「最近、ひきもりや不登校
の原因として環境要因、生まれながらにして
目立たない障害を持つことが言われています。
全ての人が持つものと考えてどのように共有
し、守っていくのが最善の方法なのかアドバ
イスをいただきたい。」というご質問です。問
題の捉え方がよく分からなかったのですが、
全ての人が障害要因を持っているということ
ですかね。それは要するに人間の多様性とい
う問題ですよね。つまり、引きこもりや不登校
だとか障害があるということをどのように共
有して守っていくために、遺伝学的はどのよ
うに手助けができるのかという内容ですかね。
これは一人類学者私の手には余るお話ですけ
れども、そうですね ･･･、結局、あるものが障

害なのかメリットになるのかというのは、社
会の状況で変わってきますね。例えば野球の
ボールを投げるのが速いだけですごいお金が
もらえる社会が今ありますが、これはおそら
く他の時代にいったら全然何の役にも立たな
いことです。実は私たちの持っている特性と
か能力というのは、たまたまその時代の社会
環境とか歴史的背景に合うとそれがメリット
になるし、ある時はデメリットになります。そ
ういうものを全部持っている集団として人類
があるから、いろいろな環境が変わった時に
対応もできているのであろうと思います。で
すから、内部に常にいろいろな人がいること
が人間としてとても大事なことで、今はそれ
がすごくデメリットだと思っているかもしれ
ないけれども、それは実はそうではないこと
も有り得るのだということを常に考えながら
全体を見ていこうとすることが大事であると
思います。それがこのような問題をうまく解
決していくひとつのキーになるのかなと思い
ます。

渡邉主任研究員：おそらく時代背景だったと
思いますが、人類学も含めある時代に非常に
優生学の考え方が強まった時期があります。
優生学とは単純に言えば、いい遺伝子と悪い
遺伝子がありいい遺伝子を残して悪い遺伝子
を駆逐すれば人間社会はユートピアになるの
だ、という今からみればとんでもない考えで
す。それを実行に移した例がヒットラーの行
ったユダヤ民族の抹殺です。第二次世界大戦
の大きな反省が優生学的な考えというものを
排除しようという事だったと思います。ただ、
この問題は現代でも特に遺伝子操作ができる
という問題が、実は考えてみれば優生学その
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ものをやろうとしています。そういう時代背
景がまた現在強まりつつある中、先程もご指
摘がありましたが、遺伝子がどのように働い
ているのかはほとんど分かっていないのが現
実です。現在はどういう働きをするのかをつ
かめない段階でもあるので、単純にある遺伝
子の働きというものを決めてつけて捉えて、
良い悪いとするのは危険で、逆にできる限り
多様な変異がある方が集団としてはメリット
が得られると思います。そのような捉え方を
多くの人たちと共有することが現在肝心なの
ではないかと考えています。非常に回答しに
くい問題であろうかと思いますが、ただ、精神
疾患といえば、つい先だって北杜夫氏が亡く
なりました。北氏が書いているエッセーの中
には自らが躁うつであるということをカミン
グアウトし、そのことは患者達には心強い味
方になったという面と、彼の書いた主旨は父
親である斉藤茂吉も、現役の医者である兄も
自分も含めて全員躁うつであって、これは家
系集積的、つまり遺伝的であるということも
触れています。このあたりの問題は非常に扱
いも慎重でなければならないし、ただ世間的
にいいますと躁うつというのがかなり家系集
積的に現れてくるというのはひとつの事実と
してあるのかもしれませんが、それが良い悪
いではなないだろうと思います。

補足という形でこのセッションを私自身の
コメントをプラスして興味に即してお話を伺
いました。次はフロアとの質疑応答に移りた
いと思います。

【　第 3部　質疑応答　】　省略

渡邉主任研究員：いろいろとたくさんの質問

をちょうだいし、充分なお答えができたか自
信はございませんが、所定の時間が参りまし
たので第 24 回椙山フォーラムを閉じさせて
いただきたいと思います。それでは最後にな
りましたが、椙山人間学研究センターのセン
ター長であります椙山孝金から閉会のご挨拶
をさせていただきます。

椙山孝金センター長：センター長の椙山でご
ざいます。本日は土曜日の貴重なお時間をお
使いいただいて第 24 回椙山フォーラムにお
越しいただき、ありがとうございました。篠田
先生、大変面白いお話で貴重な研究成果を発
表いただき、ありがとうございました。多岐に
渡るお話から我々のルーツを楽しく勉強をさ
せていただきました。ご参加者の方々にもご
満足いただけましたら、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

＊篠田先生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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フォーラム報告

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 28名 51%
2.日本経済新聞の折込チラシ 1名 2%
3.椙山女学園からの案内（ＤＭ） 22名 40%
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 1名 2%
6.センターホームページ 1名 2%
7.その他 1名 2%

＊その他…知人からの誘い  1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 51名
2.講師に魅力・関心があったから 9名
3.会場が便利な場所にあったから 13名
4.その他 0名

第24回椙山フォーラム アンケート集計結果
＊受講者数：90名／ アンケート回答者数：55名（回答率61.1％)
＊事前申込：163名／ 受講者：90名(参加率55.2％) 
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フォーラム報告

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 32名 58%
2.参考になった 21名 38%
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 2名 4%

【その他参考データ】
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フォーラム報告

NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

1 無職 70 男性 このような長時間で内容の充実した本格的なフォーラムは大変結構であると思います。

2 主婦 30 女性 今回のＤＮＡのお話から人間理解を深めたり、人間の尊厳を考えるいい機会となった。パネル
ディスカッションの両氏のやりとりはライブ感があり、大変素晴らしかった。

3 教員 30 男性 専門分野外の内容でしたが、大変興味深い内容でした。

4 会社員 30 女性 具体的事例を多数用い、結論を明確に導き出す先生のお話の仕方がひとつひとつとても丁寧で、
難しいお話もわくわくするような気持ちで拝聴していました。

5 主婦 50 女性 最先端のお話が聞けて大変有意義だった。

6 会社員 50 男性 日本人集団が2つのグループに分かれる「ひとつの列島における2つの国家、3つの民族」の話
が面白かった。

7 主婦 70 女性
とても関心があったので出席しました。初めてでしたが、先生の分かりやすいご説明でこれま
でに得た知識がより深まった気がします。それでも全て理解はできませんでしたが、今後の勉
強の楽しみができました。

8 無職 60 男性 人類の発生から拡散と現在の日本列島のＤＮＡの構成がよく分かった。非常に満足している。

9 主婦 40 女性 高校の社会科の時間で興味が湧いた内容であり、より分かりやすく説明していただき勉強にな
りました。

10 学生 10 女性
人類はアフリカからはじまり、世界に広まった事、ＤＮＡ分析から色々な事が解明されている
事に驚きました。最先端の現在進行形の研究のお話や未公開写真なども見せていただき、とて
も勉強になりました。

11 会社員 50 男性 パネルディスカッションは大変おもしろかったが、スライド等を用意していただきたかった。

12 無職 70 男性
大変有意義なフォーラムで勉強になりました。自分たちの先祖をＤＮＡから知る上でおぼろげ
ながら理解できた。知らなかった事が多く、年齢には関係なく人間は一生勉強が必要だと思い
ました。

13 主婦 60 女性 専門的な部分もありましたが、東西文化の違いなど遺伝的なものも環境によって変えていく事
ができる部分もあるとの話は興味深く聞かせていただきました。

14 無職 80 男性 パネルディスカッションはとてもよく、先生の著書の販売等も行なって欲しいと感じた。

15 会社員 50 男性 最新の情報を提供していただき、参加してよかったです。日本人の特徴を考える上でヒントを
得ることができました。

フォーラムに対する主なご意見・ご要望
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フォーラム報告

NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望

16 主婦 40 女性 日常では触れられない最先端の研究のお話が聞けて面白く、とても新鮮だった。

17 主婦 50 女性 今回のフォーラムのように各研究分野の先端内容を分かり易くお話していただける会を今後も
続けていっていただきたいと思っています。先生のご説明が大変分かりやすかったです。

18 学生 20 男性 昔に学んだ内容から新しく知ったもの、異なってきているものの差があり、新鮮な情報でとて
も面白かった。

19 主婦 30 女性 先生のお話に引き込まれました。

20 無職 60 男性 ＤＮＡというと医学・犯罪捜査というイメージでしかなかったが、人間のルーツを物語る研究
としての認識を新たにしました。

21 教員 50 男性 篠田先生はバラエティー番組を通じて存じていました。先生のご研究は非常に感心を持ってい
るテーマです。学問に垣根はありません、これからも素晴らしい研究を期待しています。

22 教員 50 男性 大変面白かった。今後このような角度からも日本・日本人を考察してみようと思った。

23 無職 60 男性 最新の研究成果のご紹介があり、大変勉強になった。また、質疑応答の応答は具体的事項が多
く、理解しやすかった。

24 無職 60 女性 ＤＮＡから検証した大変貴重な分析で、ご説明も分かり易くとてもよく理解ができた。

25 会社員 50 男性 想像していた以上に面白い内容だった、ただもっと若い人に参加してほしいと思った。

26 無職 60 男性 極めて興味深い内容で最新の研究内容も拝聴でき、来場してよかった。

27 無職 80 男性 大変貴重なお話をありがとうございました。日本人の起源についてよく分かりました。

28 会社員 50 男性 ＤＮＡ研究の最新情報を知ることができた。民族紛争などはＤＮＡからは意味はないことのよ
うに思えた。民族、国家というものを改めて考えることが必要だと感じた。

29 無職 80 男性 疑問に思っていたことが解明され、心が晴れ晴れした。

30 会社員 50 男性
講演の最後にはまとめを加えていただき、日本人の成立を考える上での「ひとつの列島、2つ
の国家、3つの民族」という言葉が非常に印象的で、理解の仕方を詳しく説明され、大変参考
になった。
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青年心理学からみたキャリア教育
Adolescent psychology and career education

椙山女学園大学看護学部教授
後藤　宗理
Motomichi    Goto

１　青年期の特徴と課題
２　キャリア発達モデルの紹介
３　統計資料に基づく青年の状況
４　青年心理学の視点からみた現代のキャリ

ア教育

１　青年期の特徴と課題
青年期はどのような時期か。思春期発達が

ひとつの手がかりになる。12,13 歳からはじ
まり、従来は就職、結婚をひとつの手がかりと
して 22,23 歳までと考えていたが、現在では
年齢的には思春期発達が 10 歳あたりからみ
られるということと、就職年齢、結婚年齢が先
に伸びたこと、あるいは就職も結婚もしない
人も増えたことで、青年期の延長が話題にな
っている。その結果、青年期というものを 20
歳まででひと区切りにして、その後成人準備
期あるいは、若者というように時期を分けて
整理し直すという考え方もある。

そもそも青年期とはどのような時期だった
かと考えると、身体的生理的には子どものか
らだから大人のからだへ変化する時期、社会
的には子どもでもなく大人でもない時期、心
理的には子どもから自立した大人への時期と
いうように考えることができる。青年心理学
の理論的な枠組みとして、青年期を「疾風怒
濤」の時期ととらえていた時期が長い。これは
Hall,G.S. が、要するに青年期にはいろいろな

問題が起きてワケが分からない混乱の時期を、
文明がまだ開けていない地球から、現在の地
球が出来上がっていくまでの時期に例えて

「疾風怒濤」ということばで表現したことによ
る。その他の学者はこの青年期を、例えば
Erikson,E.H. は「アイデンティティ」という言
葉で説明した。彼によれば、青年期とはもう一
度自分を見つめ直して、「私はこのような人間
だ」と定義付ける時期である。また、Piaget,J.
は形式的操作段階として論理的で抽象的な思
考ができる時期だと特徴付けている。そのほ
かの学者としてはLewin,K.がいる。Lewinは、
青年は子どもでもなく大人でもない周辺にお
いやられているという意味で、青年期を周辺
人と特徴付けている。

１） Erikson の考え方

Erikson の枠組みを、【図１】に基づいて考
えてみる。

人間の一生を乳児期から順々に上がってい
くように整理し直してみると、青年期はちょ
うど真ん中に位置付けられて、同一性（アイデ
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ンティティ）の確立が青年期の重要課題であ
るといえる。では、これは青年期だけの問題か
というと、実は乳児期から、まず生まれた子ど
もが「基本的信頼感の形成」するということが
ベースにあって、次の時期には自分が自分の
行動をコントロールする。さらに積極的にい
ろいろなことを試みて、次に児童期では努力
するということを課題として取り上げている。
さらに青年期に続く成人前期には、その自分
というものがはっきりしたら他の人と親しく
付き合えというように、付き合うことを課題
としている。そこがうまくいかないと孤立と
いう結果になると Erikson は言っている。そ
して、成人期に入ると世代性（生殖性）という、
次の世代の世話をするという課題がある。自
分の人生だけではなく、次の世代をどう育て
るかというのが成人期の課題となる。老年期
になると、全ての人がこれまでの自分の人生
を振り返って満足した人生だったとまとめあ
げるか、それとも何てひどい人生だったんだ
と嘆くかというのがここでの課題になる。

駆け足で大雑把に説明すると、ひとつひと
つは積上げられてきている課題で、乳児期の
基本的信頼感の形成という課題は実はずっと
続いている。平たい言葉で言えば、みんなに可
愛いがられている、みんなに受け入れられて
いる、自分もみんなもこの信頼のおける居場
所の中で生活しているという実感を持ってい
ることが、幼児期、児童期、青年期で順々に課
題を解決していく時には大切だというように
理解することができる。したがって乳児期が
全てではないが、どの時期を通じてもここに
自分の居場所があるというのは非常に重要な
ことである。

２） 焦点理論

最近の青年心理学の枠組みでは、人間が毎
日どのような環境の中で生活しているかとい
うことに注目している。また、Coleman,J. の
焦点理論も最近注目されている。つまりひと
つひとつの課題を順々に注目していく方が理
解しやすい、しかも、それは子どもから大人へ
の移行ということを中心に理解した方がわか
りやすく、「疾風怒濤」というようなゴチャゴ
チャしたようなワケ分からない時期ではなく
て、よく見てみると青年期というのは大人の
側の見方ではなくて、青年自身が今はこれを
やらなくてはいけない、今はこれを解決すべ
きだというのをよく知っていて、そして自分
なりにそこで問題を解決している、というよ
うに考えるほうが考えやすい、という。

３） 青年期の具体的な課題
青年期の課題を整理すると、年齢とともに

質が変わるような課題、時代とともに変化す
る課題、そして個人個人が持っている課題と
3 種類あるのではないかと考えている。

例えば、年齢とともに変化する課題として
は身体の変化とジェンダーがある。子どもの
頃は自分のからだが、からだの大きさや外か
ら見て背が大きい、小さいとか太っている、痩
せているとかということは分かるが、子ども
のからだから大人のからだに変わってゆくと
いうことはあまり意識されていない。その思
春期発育の時期には、女性の場合であれば生
理が始まる、そのことをどう受け止めるか、女
性あるいは男性としてこの時期のからだの変
化を受け止めるかという課題、あるいは社会
的にどのように自分は生きていけばよいのか
を考える課題が年齢と共に現れてくる。論理
的な思考能力が発達してくると、自分はどの
ように生きたらいいのかとか、今、社会はどう
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なっているのかとか、政治だとか社会、そうい
うものに対してアンテナを張り、自分なりに
考えを持つようになる。こういうことも年齢
と共に現れてくる。こういうことは Piaget の
考え方と絡んで抽象的なあるいは論理的な思
考能力の発達と関係しているが、これも年齢
に関係した課題である。

また自己概念の問題、自分とは何かという
問題を考えていく時に、例えば「私は～」とい
う言葉ではじまる文章を 20 個作る課題を与
えられたことがあると思う。これを中学生に
やらせると「私は背が高い」「私は明るい」とか

「私はアイスクリームが食べたい」とそのよう
な事を書いていくが、15 個あたりまでで止
まってなかなか 20 個書けない。それでも時間
をかけて無理矢理書かせたものを整理したも
のがある。すると、中学生の頃は外見や体の特
徴がよく出てくるが、年齢と共に自分の考え
ていることや性格などに目が向くようになっ
てくる。それが青年期のひとつの特徴である。
その中には、「私は○になりたい」だとか「私は
○で悩んでいる」ということも出てくる。この
ようなものが年齢とともに変わってくる課題
である。

つぎに時代と共に変化する課題として、職
業的自己概念の発達がある。職業人として自
分は何に向いているかとか、どんな職業に就
きたいと思っているのか、子どもの頃は確か
にドラマの主人公やアニメの主人公のような
ものになりたいと思っているのが、だんだん
と自分なりに特徴を見つけ、あるいは自分の
能力から現実的にはこれは無理だなというよ
うなものをいろいろ取捨選択して、自分とし
てはこういうものになりたいというようなこ
とを考えていくようになる。これも時代と共

に職業的自己概念というものは恐らく変わっ
ていくだろう。そもそも学校で学習をすると
いうこと自体が時代と共に変わってきた。50
年前中学校を出て就職する人が最も多くて、
それから時代が進んだところで、高等学校へ
の進学がかなり増えてきたという時代背景の
変化がある。その変化の中で青年のあり方、将
来を見通すあり方というのが変わってくるだ
ろうと思う。もうひとつ青年が社会に目を向
けるかどうか、政治などにどのように関心を
持つかというのも時代と共に大きく変わるの
ではないかと思う。筆者はかつて青年期の社
会的態度に関する縦断研究にかかわったが、
研究の過程で、中学生・高校生が政治的なも
のに関心を持たなくなってきていることを指
摘した。つまり、その政治的無関心とか私生活
主義という自分の生活を大切にするタイプが
明らかに多くなってきたのではないかと指摘
したことがある。こういう社会の動きに連動
したようなものも、例えば青年期の社会科教
育とか政治に対する考え方の教育などで取り
上げられることは、時代と共に変化する課題
だろうと思う。

個別に抱える課題として取り上げたのは、
特に親との関係である。上述の「疾風怒濤」が
青年期の課題であるのは、親子の対立の問題
と関係している。親は子どもが急に口を利か
なくなったり、口数が少なくて不機嫌そうに
していたり、何も言ってくれないと思ってい
る。子どもの方はそろそろ自分は大人になっ
てきているので口を挟まないでほしい、友達
とどこかに行きたい、いつまでも親がうるさ
く聞いてくると感じている。こういう関係を
表現して「疾風怒濤」と言っていた。しかし、最
近では、そういう対立する親子関係だけでは
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なくて、母と娘が友達親子というような親子
関係も話題になっている。そういうことから、
それぞれの家にいろいろな事情があり、子ど
もは親と一緒にいれば、あるいは自分の家に
いれば居心地がいいと考える家庭もあるし、
早く逃げ出したくてしょうがないという家庭
もあり、それは個別の問題として考えたほう
が分かりやすいのかもしれない。それから友
人関係や異性関係もかなり共通して何かが説
明できるというよりは個別の問題かと思う。
大人になる準備もそれぞれの人が二十歳ある
いは大学を卒業するまでにどのような問題を
解決しているかによって、大人になる準備が
できている人とできていない人がいると思う。
個々に青年期ではとりあえず使うとしても、
同時にこうだとは説明できなくて、大人への
移行問題としてまとめることができるのでは
ないか。

４）学校から職場や社会への移行
ここでは 1 つの課題として学校から職場・

社会への移行の問題を取り上げたい。時代の
変化、地域の抱える課題を総合的に検討して、
キャリア教育の考え方を示したい。その時に、
Coleman の「焦点モデル」の「今、この時期に
何をすべきか」ということを中心に考えるこ
とにする。特に学校から社会への移行という
ことを中心に考えるモデルで考えるとよいと
思う。【図２】が Coleman のモデルである。

それぞれの曲線は異なる問題あるいは対人
関係を表すもので、大多数の人はある年齢の
時にこの問題は一番重要だと思っているけれ
ども、もう少し年齢が上がると次の問題が挙
がり、次も・・・というような、言ってみれば
一難去ってまた一難というのが青年期だとい
える。Hall はどちらかというとこれらが一度
にやってきて、てんやわんやになるのが青年
期だと考えたが、Coleman はそうではなく
比較的順調に推移すると考えた。

5） 青年期と世代
我々団塊世代はとくにかく人数が多いのが

特徴である。人数が多いので、ある部分競争原
理でいかなければしょうがないということも
あったが、仲間意識というか、例えば筆者が卒
業した中学校の生徒手帳には「ひとりでみん
なのことを考え、みんなでひとりのことを考
える」という言葉が出てくる。これは恐らく創
立直後に先生方で考えたのだと思うが、今も
ずっと自分の頭の中に残っていることばであ
る。また団塊世代の特徴として、地域格差に起
源するキャリア格差というのがあるというこ
とも最近知った。大都市と東北地方などでは
特に格差が大きく、ちょうど昭和 23 年生まれ
の筆者と同年の中学生を対象として、下北半
島の青年を追跡調査した東北大学の研究があ
る。その研究について岩手県立大学の細江達
郎先生が参加された調査報告が、2008 年に
東北大学で行われた日本キャリア教育学会で
の講演でとりあげられた。その研究では昭和
23 年生まれの人をずっと追跡していて、その
方々が還暦になったのを機に研究をまとめた
とのことであった。当時、下北半島のある中学
校からはひとりも高等学校へ進学していない、
全員が東京やどこかへ働きに出た。東京へ行



Journal of Sugiyama Human Research 2011060

第 1回　人間講座『青年心理学からみたキャリア教育』

けば何とかなる、いいことがあるぞと言われ
て来てみたら、とんでもない学歴社会だった。
その後の人生がもうガタガタだったという調
査結果がインタビュー調査結果に出ていた。

団塊の世代はどこでも人数が多くて筆者が
卒業した中学校も同級生が 990 人いた。しか
もその 990 人の 9 割ぐらいは高校へ行き、ク
ラスのかなりの数が、その後も短大や大学へ
進学した。ところが、東北地方の中学校では、
誰も高等学校へ行かなかったという格差があ
る。それが団塊の世代のひとつの特徴かもし
れない。また高校卒業後の状況にも関係した
という。つまり、それまでとは状況が違って大
学を出たからといって展望が開けるわけでは
ないことがみえてきた。このことが大学紛争
にも繋がっていったのではないかと思う。
我々の親の世代は大学を出ればエリートだと
いう見通しを持っていて、恐らく大学へ行け
といったのだろう。とにかく非常にたくさん
の青年が高校や大学へ行った。

２　キャリア発達モデルの紹介
このようにひとつの社会現象の中で青年は

過ごすわけだが、キャリア発達についての基
礎的知識として、Super,D.E. の「職業的自己
概念発達モデル」という古典的でかつ有名な
モデルと、Astin,A.W. の「I － P － O モデル」
をみておきたい。これは大学生活を経験して、
その結果として何か資格を得るなり就職する
というモデルである。我々も大学生活を職業
社会化過程として考えてみようとした（若林、
後藤、鹿内、1983）。このきっかけとなったのは、
保育系短期大学という特化した短大へ学生が
入ってくるというその動機は何か、卒業する
ときに専門職にならない学生もいるのではな

いか、その心理的な変化はどうなのか、という
ことであった。

Super は【図３】のように、子どもの頃は空

想的な職業に興味を持ったり、自分の興味に
従って自分のなりたいものを考えるが、次第
に自分の能力などと関連づけて職業の探索を
して、そして実際に職業に就いてみてそれか
らその職業生活に入っていくという流れがあ
る。このうちの探索段階が青年期に当たる。職
業社会化の構造について我々が考えたのは

【図４】、インプットとして規定要因と在学中
に自己概念と職業意識がどのように変わって
いくのか、その結果として職業選択はどのよ
うになるかということ。それと合わせて大学
での学習や生活への適応というものがどう影
響するかということを明らかにする目的で、
研究を重ねた。内容的には 1980 年代のものな
ので古いことを断わっておきたい。この構造
に加えて、ロールモデルというのが非常に重
要なのではないかと思っている。そのロール
モデルは規定要因である入学前までの場合も
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そうだが、在学中もロールモデルが影響して
いくと考えられる。

ここで規定要因というのは、例えば、どのよ
うな大学に入ったか、どういう学部を専攻し
たか、家庭の社会的・経済的背景や両親の教
育水準や職業、それから個人の心理的・生理
的要因、ライフヒストリーと呼ばれているも
のである。それが大学教育の入口にあたる。

自己概念として取り上げているのは男らし
さ、女らしさ、職業としてすすめていく上で自
分はどういうところが優れているか、自信が
あるかということである。例えば、いろいろア
イディアを出せるとか人間関係を上手くやれ
るとか、確実に仕事をこなす自信がある、とい
うことである。職業自己像というのは、バリバ
リ仕事をするタイプなのか、親しみやすさを
出して仕事をするタイプなのかという尺度で
判定している。社会的役割態度としては、平等
主義的な役割態度を調べている。

職業意識は、職業志向という仕事の上で求
めるものを調べている。やりがいを求める人、
人間関係が大切だと思っている人、休みや厚
生施設が整っているところという労働条件を
求める人などのちがいを調べている。職業興
味としては、当時のいろいろな職業のどの側
面に興味があるのかということを調べた。

この 2 つのものが絡み合って、大学教育の
出口として資格が取れたり、進路選択や職業
選択をするのだろうと考えた。

具体的には短大生の職業社会化過程を調べ
た。ここでは自己概念と職業志向との関連を
保育系と人文系の 1 年次から 2 年次にどう変
化するか、特に 2 年次の終わり頃に就職先が
決定しているグループとしていないグループ
での比較をやってみた。これは 20 数年前のも

のだが、このような経過を分析した研究はあ
まりないと思う。結果によると、自己概念の下
位要因として力強さを選びバリバリやるとい
う人は、仕事の上でチャレンジする機会があ
るといいと思っている、それを「達成のモチー
フ」と呼んだ。一方、自分は親しみやすい人柄
でみんなと仲良くするのが優れていると思っ
ていて、人間関係を重要視するタイプを「親和
モチーフ」と呼んだ。そして、この 2 つが就職
の決定・未決定にどう絡んでいるかを 1 年次
から 2 年次にかけてみていった。

【図５】から明らかなように、1 年目に達成
のモチーフの人は就職決定しやすく、親和モ
チーフに基づいて職業選択をやろうとしてい
る人は未決定となった。1 年目から 2 年目の
変化に注目すると就職決定群というのは 1 年
目が達成のモチーフで、実際に結果の出た 2
年目には達成のモチーフが親和のモチーフに
変わる。【図６】から未決定群は１年目が親和
モチーフ、2 年目になると遅まきながら達成
モチーフにチェンジするというのが分かった。
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その他にキャリア発達と職業自己像という
研究で、勤続年数別に専門職の職業自己イメ
ージを求めて学生の結果と比較したものを見
ておきたい。

【図７，８】から明らかなように学生に比べ
ると、経験 1 年目での職業自己イメージでの
期待像と自己像の差が大きくなって、いわゆ
るリアリティーショックが出てきている。看
護職の方々に自分のイメージを尋ねてみると、
1 年目の人は自己イメージが下がって、だん
だんと上がってくる。期待イメージは 1 年目
で上がって横ばいというもので、学生は期待
イメージと自己イメージで差はないが、1 年
目ではその差が大きくなって、経験を積むに
つれてその差は小さくなっていく。つまり 1
年目にこんなはずじゃなかったのに、という
のが力強さに現れてくる。親しみやすさにつ
いてもやはりこんなはずじゃなかったという
のが結果に出ている。保育職も同じような傾
向があり、学生の時に思っていたことに比べ
ると、その後 1 － 2 年目では話が違っていた

ということが、力強さについても出てくる。

３　統計資料に基づく青年の状況
統計資料に基づく青年の状況を見ていきた

いと思う。【図９】に基づいて出生数を比較し
たい。自分が生まれた時と、今年の入学生を比
べるとかなり出生数が違うことがわかる。先
程紹介した調査はマークした年代で、この人
たちは、学生たちの親の世代である。

いろいろなデータに基づいて話を進めたい。
昭和 45 年の時点で、高等教育機関に在籍して
いた人は同年代の全体の約 2 割だが、それが
いまや 8 割近くの人が高等教育機関に在籍し
ている。こういう中で、人数はもちろん減って
きているが、高等教育を修了した就職者がか
なり増えてきていることは頭に置いておくべ
きである。若年者の失業率や非正規雇用率の
推移で、どんどん失業率が上がってきている
とか、このような数値が年齢と共に増えてい
て、この点からも若年者の失業率と非正規雇
用率が増加しているということがいえる。ま
た正規職員があまり増えずに非正規職員やフ
リーターがかなり増えてきていて、若年無業
者はあまり変わってきていない。具体的には
無業者 60 万人、フリーター 178 万人という数
値が出ている。また、「七五三現象」ということ
ばが知られるようになったが、卒業後 3 年以
内の離職率が、中卒で 7 割、高卒で 5 割、大卒
で 3 割になっている。

高等学校の卒業者はかつては就職する人が
多かったが、今は大学へ進学する人が多く、そ
れも普通科に限らず、専門学科でもかなりの
者が進学している。高等学校への進学率は急
上昇しているが、普通科に通う生徒の割合が
非常に多くて、専門学科や総合学科に通う人
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の割合が減ってきているのも今の特徴である。
【図 10】に基づいて 18 歳人口の分布を見てみ
ると 18 歳人口は減ってきているが、大学等進
学者が増えてきている。以前ならば大学進学
ではなくて、就職していた人たちも大学へき
ているのである。そういう中で、大学生の 3 分
の 1 は職業については何も考えていない状況
があり、これらを合わせてキャリア教育が非
常に重要になってきたといえる。

また、最近、3.11 東日本大震災のあと気に
なったので大学進学率のデータを見ると、全
国平均 49%、愛知県 50％に対して、東北地方
は 30％台だった。宮城県は東北大学などがあ
って高いが、岩手や青森などはかなり低い。同
様のことは沖縄や鹿児島、宮崎についてもい
える。いずれも 30％台で、我々が中部地区に
いて周囲の皆が大学へ行くという発想でもの
を考えていると、実は日本社会は昔ながらの、
我々が青年期だった頃と変わらないという地
域格差が今だに残っていることを忘れてはい
けないだろう。

４　青年心理学の視点からみた現代のキャリ
ア教育
「焦点理論」から大学生のあり方を考えると、

すでに述べたように 90％以上の中学生が高
校へ行き、高校普通科に 7 割、専門学科へ 3 割
として、そこから大学への進学率も 50％前後
となっている。それから入試の多様化も進ん
でいる。このことから多くの青年にとって大
学入試が当面の課題になり、青年期に解決す
べきいろいろな課題が先送りにされていて、
青年自身があまり鍛えられていないのではな
いかという問題点が指摘される。一方で、日本
の青年は自尊感情が低いということも言われ

ており、自信がない青年をどう育てるかが課
題になっている。これらの問題をどうするか
というのが大学でのキャリア教育の一つの問
題と思っている。これまでのハードルが低い
分だけ、これからの試練が大変だと思う。そこ
で、一例として体験型学習で自分について考
えさせるということを大学教育のなかに取り
入れてみてはどうかと考えて、キャリアデザ
インという考えを取り入れてみた。

前任校での経験を生かして、椙山女学園大
学での試み、就業力支援事業というＧＰにつ
いて取り上げたい。キャリア教育の位置づけ
は 1 年次、2 年次でのキャリア導入教育とい
う趣旨であり、全ての学部が受ける共通教養
科目のキャリアデザイン科目である。
「私の履歴書」というものを今年からやるよ

うにした。ここで振り返りをして、それから保
育園や幼稚園の展覧会を見学し、就業力ＧＰ
とどこかで接点ができないかと考えた。【図
11】は 2011 年 1 月に発表された中教審答申に
出てくるモデルだが、要するに学生たちは大
学へ入ってくるまでに将来にわたる基礎的な
能力を身につけているということ、そしても
うひとつ、それぞれの大学の中での専門的な
知識や技能を身に付けさせるわけだが、その
間に特に人間関係形成能力や自己理解力など
をいろいろな形で身につけさせるような、そ
ういう仕掛けを作っていくことが大切ではな
いかと思う。それが将来に向かって生きる力
として伸びていくのではないかという考えの
もとに計画している。

キャリア準備教育として 1 年次に「私の履
歴書」を学生に書かせた。これを書かせるため
の交換条件としてまず自分の生い立ちをパワ
ーポイントで 60 分、子どもの頃の写真も含め
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て授業の最初に行った。またキャリアデザイ
ンを意識しながら、ゲストスピーカーに講演
をお願いした。さらに昨年は生活科学部と国
際コミュニケーション学部の学生に科目のオ
プションとして保育園見学を実施した。それ
から公立幼稚園の展覧会にも行った。こうい
うことを通じて次世代育成支援というものを
やっていくということも意義があるのではな
いかと考えている。専門教育を受けるという
のとは少し違った角度から自分の生き方を考
える機会になっているのではないかと思って
いる。

文献
中央教育審議会　2011　今後の学校における

キャリア教育・職業教育の在り方について
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起源からみた人間家族の特徴
Characteristic of the human being family about the origin

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

竹田課長：定刻の時間となりました。椙山人
間学研究センター平成 23 年第 2 回人間講座
を開催したいと思います。まずはじめに椙山
正弘理事長よりご挨拶申し上げます。

椙山正弘理事長：みなさん、こんばんは。大変
お暑い中を本日は椙山人間学研究センターの
今年度第 2 回人間講座「起源からみた人間家
族の特徴」に大変多くの方にお越しいただき
ましてありがとうございます。渡邉先生は椙
山女学園大学が人間関係学部を設置しました
際に、京都大学の霊長類研究所におられた研
究者で霊長類の研究から人間や人間家族の研
究へとそのような方面で随分熱心な研究を行
っておられました。人間関係学部の中で一番
の基礎となる部分であり、その中心者として
お迎えいたしました。それ以降、人間関係学部
の教授を続けておられ、この椙山人間学研究
センターの主任研究員も設立以来務めていた
だいております。それでは渡邉先生、よろしく
お願いいたします。

竹田課長：ありがとうございました。理事長
の挨拶の中で渡邉先生のご経歴に触れました
が、ここでもう少し詳しく先生のご経歴をご
紹介します。渡邉先生は理学博士であり、京都
大学理学部卒業後、京都大学大学院理学研究
科動物学専攻自然人類学分科博士課程を修了

され、京都大学霊長類研究所形態基礎研究部
門助手を経て、昭和 62 年 4 月に椙山女学園大
学人間関係学部教授に就任されています。日
本人類学会をはじめとして、国際霊長類学会、
日本霊長類学会に所属されています。先程あ
りましたように、本センターが設立以来、主任
研究員を務めていらっしゃいます。著書多数
ですが、ここでは割愛させていただきます。早
速ですが、渡邉先生に本日のご講演をお願い
いたします。

渡邉毅教授：みなさん、こんばんは。ただいま
ご紹介いただきました渡邉でございます。今
日はお手元に手書きのレジュメを用意させて
いただきました。これに順じて話を進めたい
と思っております。

起源からみた人間家族の特徴、なぜこのよ
うな問題に興味を抱き続けてきたのか、家族
起源論というのが 19 世紀後半の世界史的な
大テーマであったと認識しております。1859
年にチャールズ ･ ダーウィンが「種の起源」と
いう本を刊行するや否や非常に大きな反響を
呼びますが、社会学者のハーバード・スペン
サーがそれに飛び乗って社会進化論というの
を壮大なスケールで描くといったそういう営
みから非常に多くの人文科学系の研究者たち
を鼓舞して数多くの起源論というのが 19 世
紀中に輩出してきます。今日、レジュメに示し
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ておきましたが、バッハオーフェンという非
常に有名な研究者が主張した『母権論』という
のがあります。昔、古代においては実は女性の
方が非常に大きな社会的な権力を担う主体で
あったのではないかというものです。ただ、今
日においてはこの考え方は、歴史的にも成立
していない。恐らく、当時の学者の頭の中で考
えた架空の話というか、現在ではそういう評
価になっていると聞いています。1861 年の
バッハオーフェンを嚆矢としながら、非常に
有名なモーガンという研究者が出てきました。
これは人類学の教科書にも必ず出てくる『古
代社会』という本です。今日でも多少の影響は
あると思いますが、ある意味でこのモーガン
が考えたもの、あるいはそれを更に発展させ
たものがエンゲルスの『家族・私有財産国家
の起源』で、実はこれは 20 世紀を通じてもマ
ルキストたちにとってのある種バイブルであ
り、大きな影響力を持っていたと思います。実

際、僕たちも大学時代はかなりマルクス主義
の考え方に親近感を抱いていたわけで、エン
ゲルスの本も実際読みましたが、ただ、サル学
の専門に進む中でどうもエンゲルス的な見方
ではまずいのではないかという疑問を抱きま
した。具体的に言いますと 1964 年か 5 年に伊
藤嘉昭氏という名古屋大学教授をしていた生
態学者がみえました。伊藤さんというのは血
のメーデー事件の被告として裁判にかけられ
て有罪判決を受けた学生運動の闘士だったの
ですが、伊藤さんが今西錦司のグループが活
動しているのを尻目に『人間の起原 ―サルと
化石人類の生物学』といった本を紀伊国屋書
店から出版しました。それにはとくにかくエ
ンゲルスが絶対的であり、今西たちの主張は
エンゲルスとは違う、エンゲルスが正しいの
だ、というもので大変反発を覚えながら読ん
だ記憶があります。その当時、マルキストたち
はエンゲルスの本を神格化しながら、議論を
していたそのように感じていました。今日、振
り返ってみますとこのような議論というのは
結局、19 世紀から 20 世紀にかなり強く残っ
ていたと思いますが、いわゆるヨーロッパ系
白人が最も進化した人間であり、一種の白人
至上主義というのが当たり前で自明のことと
しながらそれに至る道筋というような形で非
常に単純な単系進化、原始、乱交社会があって、
こうなって ･･･ というような非常に単純化し
た図式で家族の起源や社会の進化を論じてい
た。それらはいろいろ研究が進む中で現実と
は合わないとか、批判が次々出てくることに
なります。20 世紀に入りますと人類学があ
る意味ではフィールドワークとして非常に注
目を集めることになります。その最初は教科
書的に言いましてもマリノフスキーという文
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化人類学者がトロブリアンドアイランドをは
じめとする壮大な調査を長年にわたるフィー
ルドワークを実践しながら報告書を出版して
いく。そういう中でマリノフスキーはいち早
く 19 世紀に流行していた進化主義的な考え
方は成り立たないと批判する立場で「機能主
義人類学」という言い方も今日しています。そ
ういったフィールドワーカーからの批判とい
うのが出てきますし、同じ時代にはラドクリ
フ・ブラウンというイギリスの社会人類学者
も数多くの調査結果を報告しながら進化主義
的ではない立場から今日の文化人類学、社会
人類学に受け継がれていくようなフレームワ
ークが 20 世紀前半に登場してきます。これら
は基本的には全盛期の進化主義的な単系進化
モデルを批判するという考え方のもとで展開
されました。それがマードックという戦後ア
メリカの研究者に受け継がれ、彼は『ソーシャ
ルストラクチャー』という本を出版します。非
常に膨大な文献や自らのフィールドワークに
基づきながら社会構造をあるいは家族の姿と
いうものを世界中で調べました。それを人間
社会のひとつひとつ社会を数えながら、その
中で単婚、いわゆる一夫一妻型の家族が何％
くらいか、一夫多妻型がどうか、というもので
す。マードックのその結果によりますと、人間
家族の中にはもちろん数え方とか、人口とい
う見方がいろいろ成り立つのでしょうが、社
会の数からいえば、圧倒的に 75％が一夫多妻
型になるとマードックは示しています。単婚
型、一夫一妻型の社会はわずか 20％に過ぎな
い。マードックが指摘した中で一妻多夫婚、ひ
とりの女性が複数の男性と婚姻関係を持つと
いうのは 1％弱程度に見受けられるというこ
とです。今年 3 月に名古屋大学の博士課程で

研究をしていた女性研究者の中国における一
妻多夫型社会の研究を聞いて非常に感銘を受
けました。一妻多夫が減る、中国の基本政策に
反していて、現代中国は一夫一妻型を旨とす
るそういう枠組みを社会的に一応押し付ける
という政策でしたが、少数民族においては目
に見えて一妻多夫型が非常な勢いで復活しつ
つありそれが非常に適応的である、といった
ような研究発表で、非常に面白く拝聴しまし
た。そういう様々な家族のあり方やあるいは
社会構造として、父系型、この場合、リネイジ
という英語が使われるので出自集団、父系型
で社会が受け継がれていくか、母系型なのか、
あるいはどちらもあり得る双系型なのか、マ
ードックは丹念に数え上げました。ざっと読
み上げるだけにしますが、父系出自の社会が
223、母系出自が 84、双系出自が 199 となって
います。そういった人間社会の有りようにも
目を向けております。この数値が何を物語る
のかというと恐らく現実的には父系出自集団、
父系型が人間集団・社会の中では最も多い、
ついで双系型であり、母系型が一番少ないと
いうことが示されております。こういったよ
うなヨーロッパやアメリカで議論されてきた
問題、戦後の日本においては先程、申し上げま
した進化主義的な人類学がマリノフスキー以
来、大幅に批判をされた中で日本の文化人類
学者たちは家族起源論にはタッチしない、あ
んなのは古い 19 世紀の議論であるといって、
無視をする、あるいはそれには敢えて触れな
いでいくというスタンスがあったと思います。

■戦後の日本における家族起源論
家族起源論に非常に無関心な文化人類学者

が多かった、さらに先程も触れましたがマル
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キストたちはエンゲルスを神格化してしまっ
て、すべて正しいのだ、という硬直した議論も
ありました。そういう中で、実は今西錦司とい
う人類学者と呼ぶのか、なかなかに位置付け
が難しい研究者だったと思いますが、今西が
1948 年から戦後日本の中で霊長類学、サル学
という学問を手がけるようになりました。今
西をリーダーとする霊長類学は若い学生が主
体でした。今日は珍しい写真を、今西さんの本
の中から抜粋してあります。中央にいるのは

今西錦司。この時確か 50 歳ほどだったと思い
ます。精悍で若々しい顔つきです。肩を組んで
いる学生右側が川村俊蔵。大学院の修士を終
わったぐらいの 25‐6 歳の頃だと思われます。
左に肩を組んでいる痩せためがねの人物が伊
谷純一郎です。彼はまだ学部の学生であった
と思います。後にいるのが、伊谷の後輩にあた
る学部に来たばかりの徳田喜三郎。こういっ
た若手の若い学生を引き連れてフィールドワ
ークに行く。実は日本のサル学には我々が先
輩の研究者を四天王と呼んで、もうひとり河
合雅雄という先輩もこのメンバーの一員なの
ですが、このとき、河合は結核療養中のため自
宅で静養をし、兵庫の丹波篠山の自宅の庭で
ウサギを放し飼いにし、それを部屋から観察
してウサギの生態として卒業論文を書いてい
ました。そういった若い連中と忌憚なく議論

をし、一緒に行動をしながら、今西が目指した
のは一貫して 19 世紀の大テーマ人間家族の
起源というのを大上段に振りかざしながら、
若い研究者を鼓舞していきました。

目指すべき目標を持っていた今西の処女作
は昭和 18 年出版の『生物の世界』で、戦後、『生
物社会の論理』と『人間以前の社会』を発表し、
これは単行本ではなく『人間家族の起源－プ
ライマトロジカル・アプローチ－』という学
術雑誌に投稿した学術論文なのですが、この
ようなものを立て続けに発表していました。
ちなみに僕自身は『人間以前の社会』は大学 3
回生の時に古本屋で岩波新書を見つけて読み
ました。非常に面白かった印象が残っていま
す。『人間家族の起源－プライマトロジカル・
アプローチ－』という論文は 4 回生の時に今
西のゼミに加えてもらえまして、別刷りをご
本人から頂戴して、線を引きながら読んだ記
憶があります。『生物社会の論理』は大学院の
時に仲間たちと読書会で、かなり難解という
か厄介な論文ですが読み通した記憶がありま
す。いずれにしてもこのような中で今西錦司
は何を言わんとしたかと言いますと、要はあ
らゆる生き物に社会がある、凡社会論という
考え方です。昆虫にだって、極端に言えばアメ
ーバにも社会がある、すべての生き物は種社
会という社会を持っているという大前提のも
とで、ただし、そういうあらゆる生き物に社会
はあるが、霊長類の社会の中から人間の社会
が進化して出てきた、だから霊長類を調べれ
ばその中に人間家族の起源を探り当てること
ができるような観察が必ずあるに違いない、
という立場で類人猿の研究を手がけていきま
した。『人間以前の社会』はテナガザルの社会
がモデルとなっています。ただし、この時点で
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世界の霊長類研究者たちがフィールドワーク
で調べた霊長類の社会に関する記述は 2 種類
の霊長類しかありませんでした。我々が霊長
類のフィールドワークの元祖と尊敬している
カーペンターという元は心理学者だったので
すが、霊長類のフィールドワーカーで成功を
収めました。その人がパナマ運河に浮かぶ島・
バロコロラド島という島でホエザルの社会を
調べたものが 1934 年出版されていて非常に
分厚いモノグラフなのですが、我々は大学院
生の必読文献ということで大学院時代に詳し
くカーペンターの論文を読みました。それと
もうひとつ、カーペンターはある意味でフィ
ールドワークのコツを身に付けて、南米コロ
ンビアに飛んでクモザルという種類も観察し
ましたが、クモザルについては明確な社会像
が描けなかった。実は今日でも我々も 1970 年
代からコロンビアでホエザルやクモザルなど
11 種類のサルを観察して、それは今日なお継
続研究が続いていますが、クモザルに関して
はなかなか難しくて結論が出ていません。カ
ーペンターもそのあたりもよく分からなかっ
た。ただカーペンターは次いでアジアの地に
目を向けて、東南アジアの熱帯林でテナガザ
ルを調べました。テナガザルはどうやら小型
の群れを作っていて、一夫一妻ペア型のオス
1 メス 1 で繁殖している、子育てをしている
ということを論文にまとめました。このよう
にはっきり分かっていたのは 2 つだけしかあ
りませんでしたが、今西はそのうちのひとつ、
テナガザルのモデルが人間の一夫一妻の家族
像にマッチするのではないかということで、

『人間以前の社会』を書き上げました。ですが、
やがてアフリカで類人猿研究が始まる中で、
すぐさま周りからの批判もあり、自分の学説

が間違っていたと自覚して、僕が大学 4 回生
の時に今西は岩波でせっかく売れている本で
したが、「俺は今度、『人間以前の社会』は絶版
にする」と岩波にねじ込んで版を潰してしま
って、売るのを辞めてしまいました。周りはみ
んなもったいないと、間違ったとはいえせっ
かくいい本が出版されていてそれによって触
発される若者たちも多く、間違っていたとし
てもそれは出版し続けるべきではないかとい
うように、僕を含めて周りはそのように主張
しました。ところで、今西錦司は断固として学
者たるものは間違いだと分かった学説を野放
しにするわけにはいかない、自分が間違いだ
と判断したその瞬間にこの説は撤回する、と
いう断固たる姿勢で絶版処分にしました。恐
らく、古本屋でもなかなか見かけませんが、あ
ったとしても相当高値がつく古本になってい
ると思います。そのような経緯がありテナガ
ザルモデルを撤回した後、1961 年の論文は
ゴリラをモデルとしました。ゴリラもまだは
っきりとは社会構造が分からなかった段階で
すが、一夫多妻型らしい、とのアフリカに行っ
てゴリラを見た人たちの観察例がありました。
その一夫多妻型のモデルを彼自身が「ファミ
ロイド」という特別な名前を与えて、ゴリラの
群れを「ファミロイド」と呼びました。訳せば
類家族、家族らしいもの、家族もどきといった
のがより正確なニュアンスを伝える言葉かも
しれませんが、「ファミロイド」それを出発点
に人間家族がうまれてきたのだ、ただし、人間
家族が誕生するにあたっては条件がある。そ
の条件、それは次の伊谷の著書の引用です。

『家族起原論の行方』です。実はこの「起原論」
の「原」は間違いです。間違いですが、先行研究
で使われたらそれをそのまま間違いだと分か
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っていても引用するときは間違いのまま引用
するという習慣があります。では、誰が一番最
初に間違えたか。『オリジン・オブ・スピーシ
ーズ（種の起源）』を日本語に翻訳した時に、本
のタイトル『種の起源』の「源」が「原」と訳され
て、そこから間違いが延々と現在まで受け継
がれています。これはいくら辞書をひいても

「オリジン」という訳の起源で「原」という字は
使われていません。存在しない言葉です。そう
いう伊谷の引用した中で 4 つの条件が必要で
あるといっています。それはひとつにインセ
スト・タブー、いわゆる近親相姦というもの
がタブーとなっている必要がある。第 2 がエ
クソガミー、外婚制と呼ばれる内部ではなく
外部から配偶者を探してくること。第 3 にコ
ミュニティー、いくつかそういった集団が近
隣である種の友好関係を持ちながら、より大

きな社会集団というような形でそのコミュニ
ティーの成立が必要であるということ。第 4
にディヴィジョン ･ オブ ･ レーバー、いわゆ
る分業で男女の間に分業が成立する必要があ
る。この 4 条件が家族成立の条件であって、そ
れを類人猿社会の中で見つけることができる
かという観点でした。実はニホンザルの研究
からインセストがほとんど起きていないとい
うことが観察結果分かってきました。霊長類
研究者の間では「インセスト・アボイダンス」
と言います。いわゆる近親相姦の回避機構が
サルの段階で成立しているから、それがタブ
ーと呼ばれるようになるのは言語を使うよう
になった人間社会がそれらを制度として言語
によって定着させたのがタブーであり、その
もとは「インセスト・アボイダンス」というメ
カニズムが既に動物社会において存在してい
るということです。外婚制というのはその裏
返しみたいなものですから、1 と 2 ではサル
の社会に認められ、コミュニティーに関して
もゴリラの社会にコミュニティーがあるので
はないかという議論もあって 3 つの条件は何
とかクリアできそうです。ただ、いくら調べて
も類人猿のオスとメスの間に分業と呼ばれる
ような生き方の違いというのが見受けられな
い、従って類人猿がまだ家族というものを形
成するまでに至っていないというのが今西の
判断でした。そういう議論の最中、実はゴリラ
研究が途絶えてしまうという一種アクシデン
トというか、アフリカの政治状況がありまし
た。せっかくガーナを第一の独立国家としな
がら、コンゴ共和国が独立をし、ソルボンヌ大
学を出た若きルムンバ大統領という青年政治
家が大統領に選ばれました。そのルムンバが
暗殺される、背後で糸を引いたのは利権を求
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めるアメリカだったのか、ベルギーだったの
か。いずれにせよ資源を植民地時代からずっ
と確保しようとする勢力が一種後ろ盾になっ
て内乱が勃発する、それは現在までずっと続
いてきています。一時期は 2 つに分かれてコ
ンゴとザイールという 2 つの国に分かれて棲
み分けができていましたが、再び内乱が勃発
し、現在でも不安定な政治情勢で、せっかくの
ボノボの調査ができないという事態が十数年
続いています。

ゴリラの調査ができない現状の中、急遽、伊
谷はチンパンジーにターゲットを変えようと
悪戦苦闘します。最初からチンパンジーを狙
っていれば、恐らく日本の調査隊はジェーン・
グドールがタンザニアに入る数年前からアフ
リカに行っていたので、恐らくチンパンジー
に関する研究業績の大半は日本のチームが獲
得していたと推測できますが、現実的には出
遅れました。出遅れたために、チンパンジーの
おいしい研究果実はジェーン・グドールに持
っていかれるということになりました。ただ、
ジェーン・グドールというイギリスの女性は
文学部の出身でいわゆる一般会社の秘書をや
っていた野生動物が大好きだという人物でし
た。その若い女性を採用し、ゴンベというタン
ザニアのチンパンジー生息地に送り込んだリ
チャード・リーキーという偉い人類学者がい
て、そのリーキーの選択が非常に大成果を生
むという結果になりました。遅れてスタート
しましたが、ただ、ジェーン・グドールはいち
早くチンパンジーには社会がないという結論
を下しました。伊谷はホッとした面持ちで、そ
んなはずは絶対にないのだから、俺たちの手
で社会構造を明らかにする、チンパンジーの
おいしいところはたくさん持っていかれたけ

れど、まだまだ研究の余地があるということ
で、最終的には 1967 年に伊谷の大学院生であ
った西田利貞がマハレでチンパンジーを餌付
け、その研究の中からチンパンジー社会が父
系型社会であるということが解明されました。
当センターでも平成 19 年 5 月にそれらの報
告を含めて『人間性の生物学的背景』としてご
講演いただいております。（『椙山人間学研究
第 3 号』参照）西田は残念ながらまだ 70 歳と
いう今で言えばまだまだ若い活躍が期待され
る年齢でしたが、直腸ガンで亡くなってしま
いました。我々は 10 月 2 日に偲ぶ会というの
を企画中です。そういう西田の業績および加
納隆至によるボノボの研究を土台としながら、
そのふたりがアフリカで長期観察の体制をつ
くり、群れに一体誰が出入りしていのかを個
体識別を通して観察し、結果的にはボノボも
チンパンジーもメスが出て行き、他所からメ
スが入ってくる。そのことはいわゆるニホン
ザルの社会とは真逆、ニホンザルの社会は長
年の研究からオスが必ず出て行く、他所から
繁殖期にオスが近づき、繁殖期を共に過ごす
中で群れの中に入り込んで収まってくる、オ
スが移出入する、それを母系型社会というよ
うに京都大学のグループは位置付けました。
それと正反対で父系型と名付けていい社会構
造を持っている、そのことが明らかになりま
した。ちなみに僕らの世代、もしくはそれ以上
のご年配の先輩方には非常に鮮明なご記憶が
あろうかと思いますが、桑原武夫というフラ
ンス文学者が『第二芸術論』において、いわば
俳句なんてものは本当の芸術ではない、二流
の芸術だと主張しました。近頃は我々の仲間
が俳諧に凝っていて、実は伊谷は若い頃から
たくさんの俳句を作っていました。与謝野蕪
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村に私淑しながら、非常に専門家がみてもい
い俳句が詠われています。なぜかというと伊
谷のご両親、父が賢蔵氏という二科会で活躍
したプロの画家です。母は鳥取の尾崎家の出
身で、尾崎家もいろいろな芸術家を輩出した
家柄で尾崎放哉という俳人はこの一族ではな
いかと思いますが、そういった芸術家のバッ
クグラウンドが伊谷の血に流れていました。
その影響があったのかどうなのか、伊谷は一
生懸命俳句を詠んでいました。ところが、桑原
武夫が俳句を第二芸術論と揶揄した、なぜ桑
原武夫は第二芸術と主張したのか。それを僕
の後輩がいろいろ当時の関係者に聞きまわっ
ていました。その発端は非常に単純で、ある会
合に出たら、高浜虚子が威張り散らしており
権威主義の塊のようで、弟子たちが高浜先生、

と擦り寄っていく。こんなものは芸術家のや
ることか、と頭に来たから散々腐した。実は全
く興味がなかったわけではなくて、桑原武夫
も今西錦司のもう一方の弟子である梅棹忠夫
もこっそり俳句を詠んでいることがわかりま
した。それらをとりあえず、詠まれたものを引
用してくるとろくな俳句を詠んでいない、い
ずれにしても俳諧者としてのいい素質は桑原
にも梅棹にもなかった、ただ、伊谷にはそれが
あったらしいということも弟子たちが一生懸
命調べています。亡くなられた後、伊谷の俳句
集が出版され公になっています。ちなみに話
が逸れますが、梅棹忠夫は去年亡くなって、先
ごろまで大阪千里の国立民族博物館で「ウメ
サオタダオ展」という特別企画展がありまし
た。招待券をいただいたので、終わりのぎりぎ
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り近くに見にいって、懐かしい想いややはり
立派な学者は違うなという感想を持ちました。
梅棹は『知的生産の技術』という本を出版し、
一時期「京大式カード」というのが大流行とな
りました。とてもデータを丹念に集めて、カー
ドに項目をいろいろ書き込んで、それを整理
しながら必要な時に取り出して使う、実に小
まめにカードを集め、それを見事に整理整頓
し、非常に使い勝手がいいような形で利用し
ていたということが梅棹のメモリアル展覧会
を見に行って感じました。フィールドノート
などには非常にきれいな写生、絵なども書か
れています。伊谷のフィールドノートも膨大
に残されていて、その中にスケッチが非常に
素晴らしいものがあるということで弟子たち
が評価しています。

■伊谷の社会構造論
そのような流れの中で、伊谷がチンパンジ

ーを研究し、父系型社会だということに結論
が到達しました。伊谷の社会構造論、僕が社会
構造論を一番高く評価するのは、社会構造と
いう言葉を使うと散々文化人類学者たちの批
判を浴びせられ袋叩きに遭う状況の中で社会
構造という言葉を撤回しなかった点です。「文
化、サルの文化」と言った瞬間、僕も実際、学会
に参加していた時に、石田栄一郎先生と中根
千枝さんが顔を真っ赤にして、「社会も文化も
人間の社会、人間の文化を自動的に差す言葉
だから、サルの社会やサルの文化という言葉
は使わないでくれ」と抗議をしていたシーン
にも出くわしました。非常にある意味ではハ
ードルが高かった時代にそこで社会構造論と
いうことを打ち上げていったそこには万人が
納得するような論理でもって社会構造を議論

しようという想いがありました。順番を追っ
ていきますと伊谷が最初に研究したのはニホ
ンザル。有名な髙崎山のニホンザルでした。伊
谷は髙崎山のニホンザルを観察しながら、或
る日、パッと閃きました。それはちょっと高台
というか山の方から見下ろせる餌場、その餌
場を見ていたら、サルたちが一生懸命散らば
ってエサを食べている。少し目を凝らしたら
同心円が見えました。サルたちは真ん中には
有力なメスや強いオスたちが陣取っていて、
周りには若いオスや弱いメスたちがいて配置
が非常にきれいな同心円を描いており、それ
をもとにニホンザルに社会構造を同心円二重
構造といったモデルを描きだしました。それ
は一時期は高校の理科の教科書にも載ってい
ました。ある種の直観力や閃き、それらを含め
て、僕の学生時代から大学院にかけての時代、
何が一番激しく議論されていたかと言います
とニホンザルの社会が閉鎖系なのか開放系な
のか、今西は断固として閉鎖系である、そんな
勝手に群れから出たり入ったりしてもらった
りしたら困る、となぜか彼のイメージには社
会というのはガチッとした閉鎖系であると主
張しました。伊谷はハナレザルの研究ではオ
スがうろうろしている、そういったヒトリザ
ル、ハナレザルという問題を大学院のテーマ
で取り上げた。一番最初は和田一雄というか
なり先輩にあたる人ですが、志賀高原で観察
して、オスが出て行く、その次に西田利貞が大
学院の修士論文で取り上げたのが千葉の房総
半島のニホンザルたちで房総には当時確認さ
れただけで十数群のサルたちが暮していまし
た。そこをオスたちが出て、違う群れに入って
いくその有様を観察できたので、西田の修士
論文はニホンザルの社会は半開放系であって、
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オスが出たり入ったりしている、という結論
が得られました。これも一件落着でした。最終
的にはオスが出て、オスが入ってくる、メスは
一切産まれた群れから出て行かない、これが
母系型社会だという結論がでました。他の種
類の霊長類、サルではどうなっているか、それ
が次の課題であって、1960 年代前半から世
界中のサルたちを我々の先輩たちが調べ始め
ました。僕自身は 70 年代に入って南米のサル
を分担することになり、フィールドワークに
行きましたが、霊長類の社会構造をどうやっ
て決めていけばいいのか、伊谷はかなり苦し
みながらも最終的には社会構造は建物と一緒
で、要素から成っている。柱があって、土台が
あって、梁がある。構造というストラクチャー
はそのような要素から成り立っている。どの
要素を考えれば客観的な議論ができるのか。
2 つの要素にたどりつきました。ひとつは性
別です。オスであるか、メスであるか。もうひ
とつは群れから出るか。誰が出て、誰が入って
くるか、その要素をコラムに分けますと、オス
が出て行くそういう社会、イエスの場合は A、
生まれた群れからオスが出てゆかない社会を
a、メスが出て行く社会を B、群れからメスが
出て行かない社会を b としました。他所から
オスが入ってくる、イエスなら C、入って来れ
ない場合は c、メスが入ってこれる D、入って
これない d。これはいわば大文字小文字には
分かれていますが、4 種類のローマ字によっ
てその組み合わせによって社会構造というも
のを論じることができます。図 1 はそれを模
式化したものです。例えば ABCD といったよ
うな文字列であれば、生まれた群れからオス
もメスも出る、他所からオスもメスも入る、と
いう何でもありという社会です。それを人類

学では双系型の出自構造といいます。何でも
ありだ、双系型社会をそのように定義するこ
とができます。同じように誰が出れないか、誰
が入れないか、誰が出るか、誰が入るかに着目
して先程紹介したようなニホンザルは母系型
であり、つまりオスが出て行く、オスが入って
来る、メスは出ていかない、メスは入ってこな
い。逆にチンパンジーやボノボはメスが出て
行き、メスが入ってくる、オスは生まれた群れ
から出て行かない、これを父系型と呼びます。
下の方には ABcd、群れで生まれた子どもは
オスもメスも出て行くが、他所からは一切オ
スもメスも入らなければ繁殖単位は 1 頭のオ
スと 1 頭のメスで子育てをするという構造に
なります。伊谷はこれを単婚ペア型と呼びま
した。一方、メスだけが外からは絶対に入って
こない、オスは出て行く、メスも出て行く、オ
スは他所から入ってくる、その究極の姿は一
頭のメスに対して複数のオスが繁殖集団を形
成する一妻多夫型、それに対して今度はオス
が他所から絶対補充されないという構造であ
ればこれが一夫多妻型になります。伊谷はこ
の社会構造論を出版した時点では実は、40
種類前後しか霊長類の社会は分かっていなか
った時代です。現在ではざっと 300 種類ぐら
いの霊長類がいる中で、おおよそ 200 種類の
社会が研究者によって明らかになっています。
それらの社会に対して移出入を要素として当
てはめていきますとここに挙げた 6 種類以外
の社会構造は出てきません。例えばの話です
が、組み合わせですから、ab といった文字列
があります。ab は何かというと、群内に生ま
れたオスもメスも出て行かない、ずっと留ま
る、留まれば必然的にインセストが発生しま
す。インセストが発生するような社会が霊長
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類の場合には存在していない。逆に、霊長類だ
けではなくてどうも多くの動物達はインセス
トを犯さないように工夫を凝らして生きてい
る、そのことをチャールズ・ダーウィンも気
づいていて、ダーウィンは「自然はインセスト
を嫌う」という表現で 19 世紀に発表していま
す。いずれにしてもこのような 6 種類の社会
構造が浮かび上がってきて、どのような動物
であれ、人間であれ、要素から組み立てれば社
会構造というものを共通の尺度で議論できる、
僕はこれが伊谷の偉大な発見であったのでは
ないかと評価します。ただ、類人猿社会、テナ
ガザル、オランウータン、ゴリラ、チンパンジ
ー、これらの類人猿社会にひとつも母系社会
が出てきません。従って、系統的にみれば類人
猿の系統は非母系である、非母系の系列の中
から進化してきた、人間もそこに含まれる。伊
谷はチンパンジーやボノボが共通祖先を一番
最近まで共有していたわけですから、人間社
会の基本も父系型である、という枠組みを結
論として導いてきました。

文化人類学者たちはフィールドワークとし
て狩猟採集民の社会をずっと調べてきました。
最後の地球上から狩猟採集社会が消え失せよ
うとしている 1960 － 70 年代はかろうじて
我々の世代の人類学者がフィールドワークに
間に合いました。彼らはカラハリ砂漠のブッ
シュマンを調べたり、コンゴのイトゥリの熱
帯林の中で、ピグミーと呼ばれている狩猟採
集生活の人々を調べる中から、非常に近代社
会と比べると単純ですが、どのような狩猟採
集民も必ず家族を持っている。家族は普遍的
なユニバーサル・カルチャーと呼んでもいい
ように、どこにでも存在していて家族がいく
つか集まって「バンド」と呼ばれる上位構造、

つまり狩猟採集社会は二重構造、重層社会を
形成しているということが狩猟採集民の研究
から出てきました。伊谷はどうも人間の狩猟
採集民の「バンド」と呼ばれる集まりが非常に
チンパンジーの群れとよく似ている、これは
社会的に見たら相当のものではないか、つま
り狩猟採集民たちの持っている「バンド」はチ
ンパンジーの群れがそのまま移行して今日に
至っているという見方ができないか、そのチ
ンパンジーの群れを指して「プレバンド」つま
り人間社会の「バンド」と呼ばれる狩猟採集民
の社会構造はチンパンジーのプレバンドが移
行したもので、チンパンジーには家族はいな
い、では、そのどこかで家族が新たに登場した。
伊谷の論文によれば、クリスティライズ、いわ
ゆる結晶化する。家族がバンドの中ににょき
にょきと析出する。そういうイメージで家族
の起源というのを考えました。これを我々は

「プレバンド仮説」と呼んでいます。今西は「フ
ァミロイド仮説」で、それに対して伊谷は「プ
レバンド仮説」。そのふたりの大先生がふたつ
の説を示しました。それを受けて我々は現在
どのような議論をしているかと言いますと、
日本でただひとりと言っていい大学院時代か
ら今日に至るまで一貫してゴリラのフィール
ドワークを行ってきた山極寿一という、聞く
ところによると山極も現在、理学研究科の研
究科長をやらされていてとても多忙のようで、
なかなかフィールドにも出られないそうです
が、その山極寿一がファミロイド仮説をベー
スにしながら、ゴリラの群れから人間家族と
いうものがどのような道筋で生まれてきたの
かをいろいろ仮説を立てています。ただ、チン
パンジーの研究者あるいは第三者的に見てい
る僕なんかはどちらかといえば、やはりプレ
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バンド仮説、伊谷の考えの方がより通り易い
のではないかと考えています。最大の根拠は
一番共通祖先が最近まで同じであった点です。
ゴリラの先祖と我々が分かれたのは 900 万か
ら 1000 万年ほど前です。チンパンジーと我々
の祖先が分かれたのはせいぜい 700 万年前ぐ
らいであって、そこまでは同じ種でありまし
た。そのような前提から考えるとやはり、チン
パンジーモデル、チンパンジーの社会という
のが一番人間社会に色濃く受け継がれている
のではないかと言えます。

■諏訪元によるラミダス猿人の発見
諏訪元という非常に日本の人類学者として

は最も骨によく恵まれたというか、調査に行
けば必ず新しい骨を見つける、その諏訪元が
ラミダス猿人というエチオピアの 440 万年よ
りも古い時代の古い化石を数多く発見し、近
年の発掘ではほぼ全身骨格が含まれていまし
た。実はフィールドワークに関しても、あるい
はラボラトリーの研究でもあれだけ勢いのあ
ったアメリカが今、ほとんどお金がありませ
ん。研究費が出ないのです。そこでどうしてい
るのかというと、カルフォルニア大学のバー
クレーと東京大学が共同研究を行っています。
ティモシー・ホワイトをはじめとしてアメリ
カの人類学者たちは東京大学に来て、東京大
学の三次元解析器具を使いながら古い骨を実
際に糊でくっつけたりなどせずに、コンピュ
ーター上で操作しながら復元図を、骨の復元
を完成させ、それに基づいてさかんに議論が
行われています。つい先だって、諏訪の研究発
表を聞いてきました。非常に印象的でした。か
なり細かい事が分かってきました。大きさは
ラミダス猿人 440 万年ないし、500 万年まで

は遡らない、その猿人はチンパンジー並みの
大きさであって、オスとメスの差もほぼチン
パンジーと似たような性差である。敢えて言
えば人間にみられる性差とほぼ同じような性
差である。性差が非常に大きい生き物はどち
らかと言うと一夫多妻的な社会によくみられ
ます。その理由も既にチャールズ・ダーウィ
ンが指摘していて、メスを獲得するにあたっ
てオス間の競争が非常に激しくなる。オス間
の競争が非常に激しくなれば少しでも体の大
きい、牙の大きいオスが勝ち残る。そのような
メールコンペティションというのが働いてオ
スの体が大きくなり結果的には性差が拡大す
る、そのような見方があります。ラミダス猿人
もチンパンジーもヒトもゴリラの性差よりは
性差が小さい、それが現実です。また、犬歯が
非常にユニークなのですが、それまでに見つ
かってきたアウストラロピテクスや様々な化
石人類では、ほとんど犬歯は現代人並みに退
化してきています。しかし、ラミダス猿人の犬
歯はまだ長い。長いが、チンパンジーほど大き
くはない。ちょうど言ってみればチンパンジ
ーと人間の中間的な大きさの犬歯をまだ備え
ている。僕自身は一番面白かったのは、足の復
元です。ラミダス猿人の足は親指が開いてい
ます。足で物を掴むことができる。それなのに
二足歩行をしています。だから、二足歩行とい
うのが一体どういう形で登場したのかに関し
て僕はある仮説をずっと信じているのですが、
いずれにしてもサバンナで二足歩行が起きた
という古くからの説は完全に消滅しました。
直立二足歩行は森の中で出現した。ラミダス
猿人もそれから 100 万年後のルーシー、アウ
ストラロピテクス・アファレンシスも全部森
林性の霊長類です。直立二足歩行は森で起き
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た。そういったことが明らかになっていて、諏
訪が結論として非常におもしろいチャートを
示しました。チンパンジーもボノボも父系型
社会であり、ラミダス猿人も恐らく父系型の
枠組みを持っていたに違いない、それが我々
の祖先にあたるとすれば当然人間社会も原初
的には父系型社会でスタートした。これは今、
諏訪の共同研究者としてオーウェン・ラブジ
ョイというロコモーションの研究をしていた
僕と同世代の研究者で、活発に家族起源論ま
で議論を展開している、そのラブジョイの説
というのを諏訪も採用しながら、それによれ
ば恐らく直立二足歩行をするようになった猿
人たちは骨盤の機能が大きく変化をし、内蔵
を下から支えるために骨盤の出口部、出口が
ずっと狭くなっていく。それが開いたままで
すと、重力で骨盤内臓が落ちてしまいますか
ら、骨盤の隙間を狭くする。それをオーウェ
ン・ラブジョイは骨盤問題という形で提示し、
どのように解決したかというと、出産に無関
係なオスや男性は可能な限り骨盤の隙間を狭
くできる。直立二足歩行に適応しながらどん
どん狭くしていったのがオスであり、一方、メ
スは産道を形成しますから、赤ちゃんを産め
なければ種は存続できません。だから、猿人た
ちの女性はある程度の大きさを維持しながら
も、それ以上狭くできない。けれどもどうして
も直立二足歩行に合うように骨盤はできてい
きますからチンパンジーなどに比べると骨盤
の開口部は狭くなっています。狭いというこ
とは結果的には人間女性は難産の宿命を背負
うことになる。けれども、それを何らかの形で
解決しないと恐らく種は存続しなかった。
我々がここにいるのは猿人たち祖先がちゃん
と解決したからで、解決のひとつは大きくな

らないうちに産み落とす、生理的早産、未熟な
赤ちゃんを産む。未熟な赤ちゃんを産むと母
親は手で介護をしなければならなくなります。
手が自由になるわけではありません。そうす
ると非常に子育てが負担になる。そういった
あまり動き回れないメスと子ども、母子のも
とに誰かがエサを運ぶ。そういう誰かが必要
になる。当然オスがそこに介入し、両手でエサ
を持って二足歩行をしながら母子のもとにエ
サを運ぶ。そういう特定のオスと母子の繋が
りというのがどうやら猿人段階で登場してく
る、それが家族と呼ばれるような構造に進化
していく。だから、プレバント仮説の中に後に
なって家族というまとまりが出来上がる、そ
ういうプレバンド仮説の方が話としては通る
のではないかというのが我々の判断です。

■人間家族の特徴
系統的に見た時、類人猿の一種である我々

人類は非母系、父系型の社会の枠組みで進化
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してきた。このことは現代社会でいえば女性
が出て行く、他所から入る。お嫁に行く、嫁を
取るという社会。これが父系型社会です。どう
やら人間社会はスタート時点から父系型の枠
組みであった。南米の多くの部族や民族を調
べたレヴィ・ストロースは父系型社会の間で
は女性が交換される。ある集団から女性を出
し、別の集団から女性を嫁として迎える。これ
を「女性の交換」という言葉でレヴィ・ストロ
ースは議論しました。それが人間の近隣関係、
友好関係にもっていく非常に大きなファクタ
ーになっている。実は、人間社会には母系型社
会と呼ばれる厄介なものが実在します。新聞
ダイジェストを見ていましたら面白い記事を
見つけました。これは信濃毎日が 5 月 24 日の
夕刊で報じた北京発共同によりますと、中国
の通信社、中国新聞社の記事で中国の少数民
族の中で唯一母系型社会を維持してきたモソ
族というのがいる。たぶんこれはナシ語を話
すグループの一部だと思いますが、それが唯
一の母系型だったのですが、現在 3 万人ほど
存在するそのモソの社会が崩れ始めている。
みんな経済のために町に出て働いたり、それ
が母系型だと周りとうまく折合いがつかない。
若い世代からどんどん母系型を受け継がない
というような若者が増えてきたために、この
先、中国社会から母系型が消え失せるのでは
ないかという記事が掲載されています。周り
がみんな父系型の社会の中では母系型は難し
いとみえます。どのような民族集団に母系型
社会が認められるかと言いますと、その中で
非常に有名な母系型社会はスマトラの西部の
ミナンカバウというかなり人数的にも大きい
集団で、昔から母系型社会で有名でした。ミナ
ンカバウをいろいろ調べてきた研究者も数多

くいますが、いろいろな問題を抱えていると
いうことも本の中に描かれています。僕が実
際に聞いた僕のインドネシアの友人が、ミナ
ンカバウの男で、パダン大学から京都大学に
留学してきて、時間はかかりましたが足掛け
6 年か 7 年をかけて京都大学の理学博士をも
らって帰っていった。帰ってきたその日のう
ちに、奥さん子どもが待っている家にズカズ
カと町の最有力の女性が乗り込んできて、目
の前にいる奥さん子どもに「おまえ、この男と
別れろ」と札束をどんと置いて、その男に「私
のところの娘の養子に来い」と迫りました。母
系型というのは女性が財産や経済を受け継ぎ、
実力は女性が持っている。実際に、言葉は悪い
のですが、男性の売買というものも母権的母
系社会では起きている。僕の友人が嘘を言っ
ているとはとても思えないので、今でもミナ
ンカバウではそのようなことがあると思いま
す。そういったような中で、実はミナンカバウ
は伝統的母系なのですが、相当熱心なイスラ
ム教徒になっていてイスラム原理は父系型で
す。だからそれの折合いをどう付けるか、その
辺りも難しい問題に直面していると本の中に
は描かれています。僕なりに見ますと割と隔
離された小集団の中に母系型構造が出てきま
す。これは日本で言いますと、江戸時代以来、
大阪船場では母系型社会が継承されてきた、
つまり、男の子に家を継がすと三代で潰れる、
三代目はボンボンで、かわいがられて周りか
ら遊びも教わって財産を全部蕩尽してしまう。
それよりはいっそ、娘のところに目をつけた
実際上は丁稚奉公から奉公しているいい男性
を見つけて養子に入れる。そうすれば家が存
続する。これは言ってみれば、母系型制度を用
いて船場ではそうやりながら商売人として成
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功してきた。多くは近江商人だとも言われて
いますが、仮説としてそういうことが言える
のかどうかは定かではありませんが、サービ
ス業や商業とかミナンカバウで女性が強いの
は商売、物の貿易というか、実際は担いでいっ
たりして売りさばく、そのような商売が女性
の手で行われて、経済的な実権を持っている。
そこに非常に大きい権力の基盤がある。サー
ビス業のような業種においては比較的母系型
になる、なりやすいというのがあるのではな
いか、あるいは、一般論としては、熱帯農業の
社会で比較的母系型の社会が見られるという
指摘があります。いずれにしてもこのような
母系型というのは副次的に登場してきたもの
に違いない、元々は父系型なのだが、ある都合
で母系型になってきた、母系型といっても実
は男の子に相続権が全くないわけではありま
せん。社会全体の財産や土地やらは全部母親
から娘に渡っていきます。ところが、夫や男性
が働いた稼いだ財産に関しては娘には渡しま
せん。父親というのは実は自分の父親の女兄
弟、おばさんのところに甥っ子が生まれてい
る。その叔父さんから甥っ子へと個人的な財
産が受け継がれていく。非常にややこしい図
式ですが、母系型というのはそういう直接的
に母から娘へと継承されるものと、叔父から
甥へというややこしい二重構造の中でバラン
スを取っている、それは明らかに最初が母系
型でそれが父系型へ変わったというような理
解は相当苦しいのではないか、最初が父系型
でそこから母系型が派生してきた、そういう
状況があります。

日本の現実に目を転じてみますと、ご存知
のようにひどい少子高齢化社会、世界の先頭
を切っています。この社会の中で、父系型の男

の子が跡継ぎで、男の子に家を継がすという
やり方はもはや、成り立たなくなっている。誰
が考えても成り立ちません。うちの若い女子
学生たちにいろいろ本音を聞きます。彼氏の
話もよくしてくれますが、長男と結婚するか、
と言えば 9 割の女子学生は絶対イヤ、長男の
嫁には行かないと今の若い女性達は考えてい
ます。それらはいろいろ親をみていたり、経験
もあるのでしょうが、現実にはまだ男の子を
跡継ぎだと見なすような社会の風潮は残って
いる。そういうものに対して、拒否反応を示し
ている。結果的には長男がひどい結婚難に遭
遇しています。これは女性の晩婚化が取り上
げられて議論されていますが、その裏には長
男の結婚難というもっとひどい現実が存在し
ている、その事にみんな気づくべきではない
かと思います。僕の甥っ子も 40 を過ぎて長男
であるが故にお嫁さんが来ていません。日本
の現実社会は男性の結婚難、そういう中でこ
の現実が実は高齢男性ほどあまり分かってい
ない。あるいは、分かりたくないというの
か・・・。そこに日本の現実社会での男性の
意識の問題が横たわっていて、NHK が 5 年
に 1 度日本人の意識構造という大々的な調査
をして、NHK ブックスで発表しています。そ
れらを見ると男性の意識は徐々にではありま
すが、変化しつつあると読み取れます。けれど
も、本質的にはまだ大きくは変わっていない。
そういう中で、日本社会の問題点が現実化し
ている。国を挙げて男女共同参画社会とスロ
ーガンを挙げてうたっているのですが、それ
に向かうにはどうすればいいのかと考えます
と、僕は日本社会が伝統的父系型社会という
ものを卒業するような具体的にいえば、双系
型社会というのが理想の社会であるというこ
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とを唱いながら、共同参画に向けていくべき
ではないかと考えています。また現在非常に
大きい社会問題は介護です。介護を考えた時
に実の娘が高齢の親を介護するということが
理念として介護の社会化というために介護保
険もはじまりましたが、現実にはとても追い
つきません。僕がみると 8 割方は家で面倒を
見る。その中で息子の嫁に看てもらうより、実
の娘に看てもらう、それが一番高齢者もハッ
ピーである。高齢者は相当ワガママだと思い
ます。代々お嫁さんが非常にしんどい想いを
しながら、自分達の番になったら実の娘にと、
というのはちょっと都合が良すぎるような印
象もありますが、そういうためには一種部分
的な母系性、つまり、養子に入るとかそんなド
ラスティックなことではなくて、結婚するに
あたって、相手の男性にひとつ条件をつけて
それを受け入れてくれれば結婚しましょう、
というのはどうでしょうか。その条件という
のは妻方同居婚です。すぐに同居するわけで
はないけれど、将来的には妻方の方で一緒に
暮しながら年老いた親の介護もやっていく、
その事が現実の日本社会では一番重要なので
はないかと思います。実は 2 － 30 年前から日
本人の意識構造の中で理想とする家族として
常に第一位、日本の若者たちが理想家族だと
イメージしているのはサザエさん一家です。
サザエさんは結婚して苗字は変わっています
が、実態は実の親のもとで伸び伸びと好きに
暮している。あれこそ女性のひとつの選択肢
である。女性たちの中では意識的にはそうい
うものが強まっている。それが現実で僕はそ
ういうことももう少し制度的にどうこうとい
うわけではありませんが、若い女性たちが妻
方同居婚というのを受け入れてもらうかどう

かの選択肢を与える、僕はうちの学生には
散々言っています。いずれにしても、そうやっ
て日本の家族制度というのがかなり大きく変
化している。その中で従来の家族のありかた
でことが進むだろうか、少子化という減少を
阻止するのは既にフランスやスウェーデン、
北欧で試みられています。従来型の伝統的な
婚姻関係で家族を営む、そのやり方では子ど
もは増えない。タックス、市民連帯契約。お互
い同士が了解したらそれを社会全体がサポー
トする。男性がいなくても、女性がシングルマ
ザーで子どもを産み、育てる。それを全面的に
バックアップする。聞くところによるとフラ
ンスでは女性が 3 人子どもを産めば経済的に
やっていける。働く必要はない。そのようなや
り方。従来とはかなり違うイメージで社会そ
のものを変えていかないとたぶん少子化は解
消できない。せっかくモデルもあるわけです
から、もう少し検討すべきではないかと思い
ます。

僕らにとって人間家族というのが、どうな
るか、あるいはどういうようにこれからの人
間家族を見ていけばいいのかというと基本的
には地道な調査が必要だと思います。タイム
スパンは 50 年から 100 年。ひとりの人間では
調査できません。代々、一定のテーマを受け継
ぎながら 100 年かけてある家族がどう変化し
たか。別の家族はどうなったのか。そういうよ
うな基本的なデータを積み重ねる中で、より
望ましい人間家族が追求できるのではないか
と考えています。非常に結論がすぐには出な
い問題ですが、そのような研究テーマも必要
だという事を感じながら、今日のお話はここ
で閉じさせていただきたいと思います。あり
がとうございました。
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脳とこころ －脳の進化から考える－
Know your brain, know your mind.

京都大学霊長類研究所
大石　高生

 Takao Oishi

「＜こころ＞はだれにも見えないけれど＜
こころづかい＞は見える」宮沢章二さんの詩
の一節が震災後の TVCM に使われました。

「こころづかい」や「思いやり」は行為として現
れるので他の人に見えますが、その元になる

「こころ」はそのままでは外から見ることがで
きません。それでも、私たちはみな、自分が心
を持っていること、他の人たちも心を持って
いることを知っています。心を定義すること
は難しいのですが、心にはいろんな側面があ
ります。私は非常勤講師として椙山女学園大
学人間関係学科で「生理心理学」という科目を
担当していますが、必ず最初の講義のときに
学生さんに「心とはどういうものだと思いま
すか」と尋ねることにしています。最初に返っ
てきて、しかも圧倒的に多い答えは「感情」で
す。それ以外に返って来る答えには「考えるこ
と」や「何かをしたいという気持ち」などがあ
ります。「思考」と「意志」です。これらを含めて、
日本語には心のさまざまな側面をコンパクト
に表現した「知情意」という言葉があります。

「知」は認知機能という言葉で表すことができ、
知覚や記憶、思考、想像、判断などが含まれま
す。「情」は感情で、好き嫌いや喜び、悲しみ、怒
り、憎悪、後悔、慈悲など単純なものから非常
に複雑なものまで含まれています。「意」は「意
志」です。「意欲」や「決断」、「抑制」などが含ま
れます。このようにさまざまな側面を持つ心

がどのように生じているかに関しては、対立
する二つの考え方があります。心身一元論と
心身二元論です。いずれにも論拠はあるわけ
ですが、私のような神経科学者の多くは、心は
脳の働きから生じるという一元論の立場を取
っています。脳の一部が働かないと心のある
側面が働かなくなること、脳の一部を刺激す
ると心のある側面が強く働くようになること、
脳に影響する薬が心にも影響をおよぼすこと
などがその理由です。ただ、そのような立場を
取る研究者にとっても、脳がどのように心を
生み出しているかは未解決でなおかつ魅力的
な問題であり続けていることも事実です。ま
た、脳がわかれば心も全てわかるなどという
傲慢な考えを持っているわけではありません。
ただ、脳を知ることで心の理解を深めること
ができる、という信念を持っています。「なぜ
こんな風に見えるのか」という感覚の特性や

「なぜこのように感じるのか」という感情の特
性、「なぜこう考えやすいのか」という思考の
特性などを理解するためには、脳を中心とし
た体のしくみと、その進化に注目することが
有用だと考えているのです。

私たちは、感覚器によって自分を取り巻く
世界や自分の体の中の情報を得て（感覚）、さ
まざまな情報処理をして、最終的には体を制
御します（運動）。外界への働きかけや他者へ
の働きかけはやりっ放しではありません。私
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たちは自分が何をしているか、どのようにし
ているか、結果はどうなるかを見聞きしたり、
筋肉や関節の感覚を得たりすることでモニタ
ーしています。字を鉛筆で書いていて間違っ
たときは、それを見て間違いに気付くと消し
ゴムで消します。人と会話するときは、自分が
話す言葉を聞いていますし、もちろんそれに
対する相手の返事も聞いています。そしてそ
れに対してどう答えたらよいか、瞬間的に考
えて返事をします。このように、私たちは自分
の「出力」の影響をまた「入力」して、情報処理
をするループあるいはらせんを繰り返して生
きているわけです。脳はこのプロセスのあら
ゆる局面に関わると考えられています。視覚、
聴覚、嗅覚、体性感覚（皮膚や筋肉、関節の感
覚）、平衡感覚などの感覚にはそれぞれ深く関
わる脳部位が知られています。記憶や思考、判
断、情動も、感覚ほどには詳しくはわかってい
ませんが、関わっている脳部位が明らかにな
ってきています。また、最終的に運動や行動と
いう形で外界や他者に働きかけるために必要
な脳部位も明らかになってきています。脳の
働きは端的に言ってしまえば情報処理です。
それは間違いありません。では、一体何のため
に情報処理をしているのでしょうか。私は、脳
の究極的な存在意義は、何かを「する」ための
情報処理だと考えています。外界に働きかけ
たり、他者に働きかけたりするために、見聞き
し、感じ、考える。それが脳というものが進化
の過程で備わって以来、一貫して担ってきた
役割だと考えています。

脳は太古に生きていた私たちの祖先が獲得
して以来、進化の過程で構造や機能を少しず
つ変えてきました。私たち人間は哺乳類の中
の霊長類に属しています。哺乳類や鳥類は、ご

（図1a）

く大雑把に言うと魚類や両生類、爬虫類（これ
らは全て背骨を持つ動物です）と共通した構
造の脳を持っていますが、体の割に脳が非常
に大きい（平均的には前者は後者の十倍）とい
う特徴があります (Jerison, 1983)（図 1a）。哺
乳類の中でも、霊長類は体の割に脳が大きい
という特徴があります。昼間に樹上で生活す
ることを選んだ霊長類は、哺乳類が夜行性に
なったときにいったん失った色覚を再獲得し、
樹上で安全に移動できるように立体視を発達
させ、手足を器用に動かし、さらには小さな木
の実なども指で上手につまむ能力を手に入れ
ました。これらが上手にできるためには、より
大きな脳が必要だったわけです。さまざまな
能力と、それを司る脳の部分の大きさという
のは、どちらが鶏でどちらが卵かわかりませ
んが、進化の過程でともに発達していったと
考えられます。こうした能力には、外界を知覚
して、操作するものだけでなく、他者との社会
的な関わりに関する能力も含まれています。
霊長類の中で、私たちヒト（生物学的な話をす
るときは、人間のことを片仮名で「ヒト」と書
きます。学名では Homo sapiens となります。ヒ
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ト属のヒト種）に連なる系譜では、一貫して脳
が大きくなり、それが現代人で最大に達して
います。今地球上に生きている、ヒトともっと
も近縁な動物はチンパンジーですが、私たち
の祖先とチンパンジーの祖先は約 700 万年前
に袂を分かちました。しかし、それからヒト属
が誕生する 170 万年前までは、脳はごくゆっ
くりとしか大きくなりませんでした。脳が急
速に大きくなったのがヒト属の特徴の一つで
す（図 1b）。200 万年足らずで、脳の大きさ

（図1b）

は約 2 倍になり、現代人では男女差がありま
すが、1300-1400g くらいあります。これは、
ヒトが他の動物よりも脳の機能を駆使して生
きてきたことを表しています。私たちは生ま
れながらにして、鋭い牙や爪に頼るよりも、脳
の働きを生かして、日々生活し、そして子供を
産み育てるようにできているのです。

では、どうすれば、この大きな脳を活用でき
るでしょうか。その第一歩は、私たちの脳がど
ういう働き方をするか、その特性あるいは

「癖」を知ることだと思います。ヒトの脳とい
うものはどういう特性を持っているのか、そ
れは他の動物や人間が作った機械と比べるこ
とでより明らかになります。特性が明らかに

なれば、それをさらに生かすこともできます
し、また不具合を何らかの方法で補うことも
できます。今回の人間講座では、そのような特
性のいくつかを紹介します。

まず、私たちの感覚の代表として視覚の話
をしましょう。昼に活発に活動することを選
んだ霊長類に属するヒトは、自分の周りのこ
とを知るために、五感の中でも特に視覚に依
存しているからです。感覚というのは、素朴に
考えるとただ外界の様子をとらえているだけ
なので、心とは関係ないと思う人がいるかも
知れません。しかし、感覚はそんなに単純なも
のではありません。少し大げさなようですが、
感覚は世界観を形作る基盤であり、感覚の特
性が違えば、まさに「別の世界を見ている」こ
とになるのです。

私たちが、世界をどのように見ているかを
知るためには、目のことを知ることが重要な
のは言うまでもありません。目には水晶体と
いうレンズがあり、それを通った光がカメラ
のフィルムや CCD に相当する網膜で像を結
ぶということは、皆さんご存じでしょう。これ
だけしくみが整っていればものが見えて当た
り前。そう思う人が多いでしょうが、実はそう
ではないのです。実は目というのは光学機器
として考えると、性能は現在のデジカメに及
びません。さらに重要なことは写真のような
瞬間の画像が時々刻々と作られても、それだ
けでは動きもわからないし、何が写っている
かもわからないということです。順を追って
もう少し詳しく説明していきましょう。

カメラは通常異なった素材のレンズを組み
合わせて使っています。画像の歪みや色収差
を防ぐためです。私たちの目はそのようには
なっていません。中央付近の狭い部分は比較
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的歪みが小さいので、そこを活用するように
なっています。網膜もフィルムや CCD カメ
ラと大きく違うところがあります。中心部だ
けが細かく見えるようになっていて（空間分
解能が高い）、周辺はそれほど細かく見えない
ようになっているのです。その中央のところ
は人では黄色い色になっているので黄斑と呼
ばれています。黄斑には錐体と呼ばれる、光を
受け取る細胞が集中しています。光を受け取
る細胞にはもう一種類、桿体というのがあり
ますが、こちらは黄斑には存在せず、少し周辺
で最も密度が高くなっています（図 2a）。色を
見るのに重要な細胞は錐体で、桿体では色を

（図2a）

（図2b）

見ることができません。ですから、私たちは視
野の中心に近いところは色つきで細かく見る
ことができるのですが、周辺ではそれほどは
っきり見ることはできないのです。見つめて
いるところ（視野の中心）で視力が 1.0 の人は、
視野の中心からたった 5 度離れただけで視力
が 0.3、20 度離れると 0.1 になってしまいま
す（図 2b）。まさかと思われるかも知れません
が、実感する方法があります。新聞の一点を見
つめて、目をじっと動かさないようにすると、
少し横のところでも字がほとんど読めなくな
ってしまいます。私たちは普段は意識しませ
んが、実はかなり細かく、かつ頻繁に目を動か
しているのです。そして、ピントがくっきりと
合ったところを貼り合わせているために、も
っと広い範囲がはっきり見えているように感
じられるのです。目を動かすのにも、像を貼り
合わせるのにも脳が深く関わっています。

私たちはごく当たり前に自分の身の回りの
ものが動いているのを見ることができます。
木の葉が風にそよいでいたり、猫が歩いてい
たりするのは一目見てわかります。いや、さす
がにそれは正確ではなく、少しの間見ていれ
ばわかるというべきでしょう。一瞬、網膜に映
ったものを見ただけでは動いているかどうか
はわからないはずですから。では、時間ととも
に網膜に映る像が変わっていけば、それだけ
で動きはわかるのでしょうか。実はそうでは
ありません。網膜の像の変化を動きとして知
覚するためには、脳の中の五次視覚野という
部位が必要なのです。運動盲という症状を示
す患者さんがいます。盲という文字が入って
いますが、目が見えないわけではなく、ものが
動いているように見えないのです。なかなか
想像しにくいのですが、停止したものが飛び
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飛びに見えるような感じです。こういう人が
街に出ようとすると危険です。こちらに向か
って走ってくる車も走っているようには見え
ません。ただ、気付くといつの間にかどんどん
近付いているのです。このような症状を示す
患者さんは、五次視覚野に損傷があったので
す。

五次視覚野が正常に働いている私たちは、
目の前で実際に動いているものが動いている
とわかるだけではありません。ものの位置が
少しずつずれている静止画像が、短い間隔で
次々に提示されると、そのものが動いて見え
ます。これを仮現運動といいます。テレビや映
画で動画が見える理屈です。

視覚野というのは、大脳皮質の中で視覚に
関わる部分で、役割によっていくつもに区分
されています。網膜に映った像は神経信号に
変換され、大脳の一次視覚野に運ばれます。そ
こから複数の視覚野を通って処理されていく
ことによって私たちは何がどうなっているの
か「見てわかる」のです。ここで重要なのは、見

（図3）

ているものが何かを知る「形態視」に関わる経
路と、見ているものがどこにあってどう動い
ているかを知る「空間視」に関わる経路が別だ
ということです（Ungerleider and Mishkin, 
1982）（図 3）。五次視覚野は空間視の経路にあ
ります。ですから、五次視覚野が損傷されても、
何を見ているのかはよくわかるのですが、そ
れがどう動いているかはわからないわけです。
逆に言うと、私たち健常人は五次視覚野の働
きによって、何かが近付いてきたり、遠ざかっ
たり、あるいは上下左右に移動したりするこ
とがわかるのです。私たちが見ている世界は
三次元の存在ですが、視覚ではそれを網膜と
いう二次元のしくみでとらえています。網膜
に映った何かの像が徐々に拡大すれば実世界
では近付いているのであり、逆に縮小すれば
遠ざかっているのだとわかるのです。近くの
ものは大きく見え、遠くのものは小さく見え
るという遠近法の原理は脳の中に組み込まれ
ていて、私たちはあるものの距離や運動の様
子を見る際に無意識にそれを使っているので
す。空間視では、遠近法の他に、二つの目で見
たときの左右の網膜に映る像のずれや、自分
が左右に動いたときに近くのものは大きく動
いたように感じ、遠くのものは少ししか動か
ないように感じる運動視差を大きな手がかり
にしています。これらも遠近法同様、光が直進
するという物理的な事実が脳の中に反映され
ているのです。

自然環境では光は基本的に上、あるいは斜
め上から注いできます。昼は太陽、夜は月が光
源です。ものが光に照らされると、光源に近い
部分が明るくなり、光が当たらなかった部分
は暗くなります（他のものからの乱反射で照
らされているので、暗闇でない限りは見えま
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（図4）

す）。この二つの事実を組み合わせると、凸面
は上が明るく、下が暗くなり、凹面は上が暗く、
下が明るくなります（図 4）。私たちが身の回
りのものを見るときは全てそうなっています。
これは視覚を用いてきた動物全てについてそ
うですから、進化の過程を経て私たちの視覚
のしくみにしっかりと組み込まれています。
そのおかげで、私たちは平面である写真やテ
レビを見ても上下や凹凸を難なく判断できる
のです。それを逆手に取ったのがお化け屋敷
などの照明です。顔を下から照らすと、通常と
は逆の明暗が生じ、それが不気味な印象を生
み出すのです。

別の例を取り上げましょう。カニッツァの
三角形と呼ばれる有名な錯視があります

（Kanizsa, 1955）（図 5a）。ピザの一部を切り取
ったような図形 3 つと 3 つの V の字が特定
の配列を取ると、実際にはない直線が知覚さ
れ、三角形があるように、もう少し詳しく言う
と黒い丸と黒線の三角形の上に白い三角形が
乗っているように見える錯視です（実際には
存在しないのに、あるように知覚される線を
主観的輪郭と呼びます）。同じ図形の角度や位
置を変えると三角形は見えなくなります（図
5b）。この現象を説明する考え方として、知識

図05a

図05b

図05c
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が元になって知覚が生じるとするトップダウ
ン処理と知識によらず見たままの情報から知
覚が生じるとするボトムアップ処理という二
つの相反するものがあります。トップダウン
処理の説明では「私たちは三角形というもの
を知っているから、白い三角形が見える」とい
うことになり、ボトムアップ処理の説明では

「ああいう図形の配列では、知識の有無によら
ず三角形が知覚される」ということになりま
す。現在では、カニッツァの三角形はボトムア
ップ処理で説明できることがわかっています。
よく似たパターンだけれど、三角形ではなく、
今まで見たことのない不定形が見えるような
図形を作ることができます（図 5c）。三角形な
どの概念に当てはまらないものが見えるので
すから、知っていたのではない、つまりトップ
ダウンではないという根拠になります。さら
に、主観的輪郭の知覚が二次視覚野というか
なり要素的な情報処理しか行っていない脳部
位で既に生じると解釈できる実験結果が得ら
れています（von der Heydt, 1984）。つまり、
特定の配列を持った図形は主観的輪郭を作り
出してしまうのです（図 6）。主観的輪郭を作
り出す代表的な条件としては、まとまりや滑
らかさがあります。

（図6）

視覚の特性の話をする上で欠かすことので
きない、明るさの恒常性と色の恒常性を説明
しましょう。明るさの恒常性とは、照明が明る
くなっても暗くなっても、その照明に照らさ
れている物体の明るさは変わらないと知覚さ
れることです。チェッカーボードの上に円筒
が置いてあり、右から照らされている図があ
ります（Adelson, 1995）（図 7）。この中で A の

（図7）

マス目と B のマス目は当然 A の方が暗い灰
色に見えます。しかし物理的には、A と B の
マス目は同じ明るさなのです。色の恒常性と
は、照明の色が変わっても物体の色は変わら
ないと知覚されることです。真昼の光の下で
緑の木の葉は、夕焼けの赤い光の中でも緑色
だと知覚されます。明るさや色に関して、私た
ちの視覚が物理的な情報をそのまま歪みなく
受け取っていないのです。私たちの視覚は騙
されやすいお粗末なものなのでしょうか。い
え、そうではありません。先ほどのチェッカー
ボードの例でいうと、B のマス目は円筒の陰
にあるために暗くなっているけれども、実際
には A のマス目より明るいのだと判断でき
る知的なシステムなのです。この恒常性がな
かったら、私たちは日向と日陰、真昼と夕方で
は同じものが違って見えてしまいます。そう
ならずに、同じものは周囲がどうであっても
同じように見えるしくみが明るさや色の恒常
性なのです。

これまでにあげてきた例は全て、私たちが
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ものを見るしくみが、光の直進性や光が上方
から来る事実、物体の輪郭は一般的に滑らか
なまとまりを持っていること、周辺の光に関
わらず物体が一定に見えることなど、通常経
験する視覚環境にうまく合うようにできてい
ることを示しています。これらは脳という器
官が進化を経て獲得してきたのです。

進化を経て獲得したものは物理的な世界へ
の適応だけではありません。私たちの祖先が
生きのびるためには、他の生き物を見つけ、誰
であるか、どんな状態であるかを知ることが
重要です。そのために重要なのが顔の検出や
認識です。形態視の系路には顔を検出するた
めの特別な細胞である顔ニューロンが存在し
ます（Bruce ら , 1981）（図 8）。顔ニューロンに

（図8）

はいろんな性質を持つものがあります。顔に
反応することが基本になりますが、特定の個
体の顔だけに反応するもの、特定の表情の顔
にだけ反応するもの、特定の個体の特定の表
情の顔にだけ反応するものなどです。顔ニュ
ーロンが働くためには、顔の中でも特に目が
重要です。目を隠してしまうと顔ニューロン
の反応は低下してしまいます。このような顔
ニューロンは最初サルで発見されましたが、
ヒトにもあると考えられますし、羊などの動
物にも存在することが報告されています。自
然界で両目が見えるということは相手が自分

の方を向いているということです。相手が天
敵であれば逃げなければなりません。同種で
あれば友好的であれ、敵対的であれ、交渉する
必要があります。ですから、顔ニューロンが目
に特に反応するのは重要なことなのです。こ
の傾向は私たち人間にも引き継がれています。
私たちは自分の知り合いを発見したり、人の
顔を見分けたり、表情を判断したりというこ
とが巧みです。そして顔を見るときには特に
目をよく見るのです。

ヒトの場合、表情の判断には形態視の系
路の紡錘状回顔領域と呼ばれる部位や辺縁
系に属する扁桃体が関わっています。紡錘
状回はおもに顔の細部の違いにより鋭敏に
反応し、個人認識に関わっており、扁桃体は
顔の全体的なパターンをとらえることによ
り、恐怖などの表情の受容に関わっています

（Vuilleumier ら , 2003）。扁桃体はさまざまな
表情の中でもとくに恐怖に強く反応し、しか
もその反応は視覚野の反応よりも速く生じ
ることがわかっています（Krolak-Salmon ら , 
2004）。恐怖すべき対象に対しては、理性的に
判断していては間に合わないという事態が多
くあります。扁桃体が素早く反応して、自律神
経系の反応を引き起こしたり、行動の引き金
になったりするのはおおむね合理的です。し
かし、現代社会においては、そういう人間の特
性を逆手に取った犯罪も現れてきています。
振り込め詐欺はその典型です。「母さん、オレ
オレ。困ったことになっちゃって…」と電話が
かかってくると、その話が本当かどうかまず
確認しなければ行動してはいけないというこ
とが理性では十分わかっている人でも、我が
子かわいさと不安という感情に支配されてし
まって、そういう行動がとれないことがあり
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ます。しかも犯人は、被害者に相談させないこ
とで、他者の助けを遮断し、さらに不安をあお
るのですから巧妙です。私たちは、ついつい感
情（恐怖に限りません）が理性に勝るという特
性を持っています。それは進化的に見て仕方
がないという側面があります。しかし、だから
あきらめよう、というのではせっかく大きな
大脳皮質で、ものごとを理性的に分析して合
理的な行動を取るように進化した人間として
は情けないとも言えます。理性的に行動する
のは、感情で行動するのに比べて時間もかか
りますし、心理的な負担も大きいですが、それ
は人間らしい行動をとるためには必要なコス
トです。ぜひ、可能な限り、そうするよう心が
けてください。私も、食欲や美味しいものを食
べたいという欲望に打ち勝って、理性を働か
せて節制した方が健康にはよさそうです。

感情、情動についてはもう一つお伝えして
おきたいことがあります。それは自分の表情
が自分におよぼす効果についてです。実は、情
動には「悲しいから泣く」という情動認識から
情動反応への影響と、「泣くから悲しくなる」
という情動反応から情動認識への影響という
双方向の作用があります。楽しいものと怒り
を呼び起こすものを見るときに、普通の顔で
見るのと、笑顔や怒り顔で見るのとでは楽し
さや怒りの評価に差が出てきます（Rutledge 
and Hupka, 1985）。アンチエイジングで顔の
しわを減らそうとごく微量のボツリヌス毒素
を注入する整形美容があります。ところが、そ
ういう施術を受けると、表情が元に比べて乏
しくなってしまいます。そうすると、さまざま
な表情の顔を見たときの扁桃体の反応も小さ
くなってしまうと報告されています。筋肉の
活動が小さくなるだけで、脳の応答も低下し

てしまうのです（Hennenlotter ら , 2009）。実
は、笑顔を作ってくださいというかわりに鉛
筆を横にくわえてもらっても楽しさが増し、
怒り顔を作ってくださいというかわりに鉛筆
をたばこのように加えてもらっても怒りが増
すのです（Soussignan, 2002）。つまり、単に顔
の筋肉の緊張が、感情から出た表情と似てい
るだけでも情動の感じ方が違うのです。一人
でいるときにも表情は自然に出てくるもので
すが、対人場面では表情はもっと重要です。微
笑みは自分の気持ちをポジティブにしてくれ
るだけでなく他人を微笑ませる効果も持って
います。微笑みの連鎖を心がけ、怒りの連鎖を
食い止めるのが、より楽しく生きていくコツ
ではないでしょうか。

さて、私たち人間には、他人の行動から他人
の心を推論するための枠組みが備わっていま
す。その枠組みのことを「心の理論」と呼んで
います（Premack and Woodruff , 1978）。割れ
た花瓶とその前にたたずむ妹をお母さんが腕
組みして睨んでいるのを見て、「お母さんは妹
が花瓶を割ったことを怒っているのだろう」
と推論できるのは心の理論が備わっているか
らです。こういう推論は次の行動を予測する
力になりますから、私たちの生活には非常に
重要です。この心の理論はヒトと一番近縁な
動物であるチンパンジーにすらほとんど備わ
っておらず、ニホンザルにはまったく備わっ
ていないと考えられています。

心の理論が備わるための十分条件ではない
のですが、必要条件と考えられるニューロン
が サ ル の 研 究 か ら 見 つ か っ て い ま す

（Rizzolatti ら , 1996）。また、それと同様のし
くみがヒトでも働いていることも報告されて
います（Iacoboni ら , 1999）。そのニューロン



Journal of Sugiyama Human Research 2011 091

第 3回　人間講座『脳とこころ－脳の進化から考える－』

（図9）

は自分が何かの行動をするときと、同じ行動
を他者がしているのを見る（聞く）ときに同じ
ように活動することから、ミラーニューロン
と呼ばれています（図 9）。ミラーニューロン
は、サルでも「行動認識」に関わると考えられ
ています。ヒトではそれに加えて、「行動模倣」
や「他者の意図の理解」に関わる可能性も大き
いと考えられています。ミラーニューロンシ
ステムは、自分が深く理解している行動に対
して、より強く働くことも明らかになってき
ています。2 種類のダンスの経験者とダンス
未経験者に、その 2 種類のダンスのビデオを
見せたところ、自分が経験しているダンスの
ビデオを見たときはミラーニューロンシステ
ムが非常に活発に反応するのに対し、自分が
やっていない方のダンスのビデオを見ても、
未経験者よりほんの少し強く反応するだけで
す（Calvo-Merino ら , 2005）。達人は達人を知
る、というのもこれに近いかも知れません。習
うより慣れろというのも、このミラーニュー
ロンシステムを活性化させるという意味があ
るのかも知れません。

サルには顔ニューロンもミラーニューロン
もありますが、心の理論は備わっていません。
他者の表情から他者の情動は理解できても、
あるいは行動の意味そのものは理解できても、
行動の元になった意図は理解できていないと
いうことです。サルとヒトの能力の違いは、そ
の能力がそれぞれの種で生存に有利だったか
そうでないかによって決まっていると考えら

れます。つまり、ヒトだけが心の理論を備えて
いる方が備えていないよりも有利だったとい
うことです。ヒトがどのようなしくみで心の
理論を実現しているかは大変重要な問題です
が、残念ながらまだ解決していません。

いくつかの例をあげて説明しましたように、
私たちの心やそれを生み出す大きな原動力で
ある脳は進化によって形作られてきたもので
す。したがって、私たちの心や、それから生み
出される行動は、ヒト独自の進化や祖先の霊
長類の進化によって基本的な特性が形作られ
ています。私たちが生きているこの環境にう
まく適応した感覚は、現状維持や緩やかな変
化、滑らかなまとまりを認識のベースにしま
すし、状況が変化しても変わらない本質をと
らえ続けてくれます。ヒトでは大脳皮質が大
変発達しているので、他の動物にはまねので
きない理性的な行動がとれるはずなのですが、
そういう時間と手間のかかるものはややもす
ると感情による行動に負けてしまいがちです。
感情は形に出すと自分や相手にはね返ってき
ます。ヒトだけは他の動物と違って、他人の心
を推論するすべを持っています。これらのこ
とは、ヒトの研究を深めるだけでなく、他の動
物の研究と比較することから得られた知識で
す。研究者はこれからも、研究をさらに深め、
拡げることによって、最も興味深い対象であ
る、ヒトの理解を目指していきます。その成果
を日常の生活、行動にうまく生かしていくこ
とがより人間らしく生きることにつながると
考えています。

図 1　a. 体のサイズと脳のサイズの関係。
哺乳類・鳥類は同じ体重の魚類・両
生類・は虫類と比べて 10 倍重い脳
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を持つ。体重に対する脳重量が最大
なのは現代人である。Jerison, 1983
より改変。b. ヒト亜科の進化と脳の
サイズ。脳の急激な増大は、170 万
年前にヒト属が誕生してからのことであ
る。http://readingevolution.com/
hominid_evolution.html より改変。

図 2　a. 視細胞の網膜内分布。金子 , 2005。
　b. 視野と視力の関係。金子 , 2005。

図 3　視覚情報処理経路。形態視は主とし
て側頭連合野で、空間視は主として頭
頂連合野で処理され、統合される。

図 4　凸面と凹面。光は上方から照射され
るので、凸面は上が明るく、凹面は下
が 明 る く な る。http://homepage3.
n i f t y . c om/maruh i /mater i a l s /
shading/index.html より改変。

図 5　a. カニッツァの三角形。主観的輪郭

で囲まれた倒立正三角形が見える。
b. カニッツァの三角形の要素の配列
をずらしたもの。まとまった主観的輪
郭は見えない。c. 名状しがたい不定
形でも主観的輪郭が見える。

図 6　主観的輪郭の例。
図 7　チェッカーボード錯視と明るさの恒

常性。A のマスと B のマスは物理的
には同じ明るさだが、A の方が暗く
知覚される。Adelson, 1995 を改変。

図 8　顔ニューロン。顔に反応するが、それ
以外のものには反応しない。目がない
と反応が弱まる。Bruce ら , 1981 よ
り改変。

図 9　ミラーニューロン。自分が特定の行
為をするときに反応し、また同じ行為
を他者がするのを見たときにも反応
する。Ferrari ら , 2003 より作成。
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熱帯雨林保全と先住民問題
―森の民の生活から―
Forest Conservation and Indigenous People: A Case from Central Africa

財団法人 日本モンキーセンター
Japan Monkey Center

市川　光雄
Mitsuo　 Ichikawa

生物多様性の宝庫と先住民
現在、熱帯雨林の保護が大きな問題になっ

ている。
熱帯雨林はその名がしめすとおり、赤道を

中心とする世界の熱帯地方に広く分布してい
るが、なかでも南米、東南アジア、そして中央
アフリカには世界の三大熱帯雨林が分布する。
アフリカ大陸の心臓部に位置するコンゴ盆地
には、アマゾンに次いで世界第 2 位の規模の
熱帯雨林が広がり、その面積はおよ 1 億 7

千万ヘクタールに達する。
この森が世界の注目を集めているのには、

以下のような理由がある。
第 1 は、木材供給源としての価値である。中

央アフリカには、輸出及び国家の歳入のかな
りの部分を木材収入が占めている国が少なく
ない。第 2 に、熱帯雨林は生物多様性の宝庫と
して注目されている。高温多湿な環境は、多く
の生物の生息にとって理想的な条件である。
コンゴ盆地の森林は、哺乳類と鳥類に関して
アフリカ随一の多様性を有しており、ゴリラ
やチンパンジー、ボノボ等の大型類人猿をは
じめ、オカピ、マメゾウ、ヒョウといった稀少
種や絶滅危惧種が生息する。こうした生物多
様性の保全のために、国際的な保護団体はこ
の地域に 11 の「景観保全地域」（landscape area）

を設定し、自然保護と森林資源の持続的利用
に取り組んでいる（OFAC, 2008）。

そして第 3 に、森林が提供する「環境サービ
ス」があげられる。森林の果たす役割には、さ
まざまな有用物資を産するという「供給サー
ビス」のほかに、地球大気の維持や水分の保持、
土壌の保全といった「調整サービス」がある。
とりわけ、1 ヘクタールあたり 250-300 トン
もの炭素を貯蔵している熱帯雨林（Debroux, 
et al, 2007）は、巨大な「炭素隔離場」（carbon 
sequester）として世界的な注目を集めている。

これらの理由から、コンゴ盆地の熱帯雨林
の保護は地球規模で取り組まなければならな
い課題だと主張されてきた。しかし、この地域
には、およそ 6000 万人の人びとが、さまざま
な形で森林とその資源に依存して暮らしてい
ることを忘れてはならない。これらの人びと
は、食物や燃料、薬、道具の素材や建材、装飾品
など、多種多様な形で森の動植物を利用して
いる。とりわけ、これまで開発から取り残され、
豊かな生物多様性を残す奥地には、独自の文
化をもつ「先住民」の人びとが多い。生物多様
性の宝庫である「バイオロジカル・ホットス
ポット」の多くが、ここで紹介するピグミーの
人たちのような先住民の居住地と重なってい
る。したがって、問題は、いかにして、森林保護
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というグローバルな関心を、地域住民とくに
先住民の生活と文化の保全と両立させるかと
いうことになる。

森林と先住民をめぐる国際的な動き
森林保全と先住民問題に関しては、数年前

に２つの重要な動きがあった。いずれも数十
年来の懸案であったものに対して、ようやく
解決に向けての方向性が示されたものである。

ひとつは、2006 年にニコラス・スターン
（Stern, 2006) らが英国政府に提出した気候変
動に関する報告「気候変動の経済学（原題は、
Th e Economics of Climate Change」、いわゆる「ス
ターン・レビュー」である。もうひとつは、
2007 年に国連総会で採択された「先住民族の
権利に関する宣言（UN Declaration for the Rights 

of Indigenous Peoples, 2007）」である。それらは、
アフリカ地域における自然と文化の関係を対
象とする者にとって、とりわけ重要である。そ
の生活と文化を自然に強く依存する多くの先
住民族を抱えるアフリカでは、この２つの問
題をどのように統合的に解決するかが切実な
課題となっているからである。

スターン・レビューでは、地球温暖化をも
たらす要因として二酸化炭素の排出が問題に
なっている。その排出源として槍玉にあげら

れているのは、アフリカなどの発展途上国で
は熱帯林の破壊である。西暦 2000 年から
2005 年のあいだに、世界では毎年 700 － 800

万ヘクタールの森林が消失したと言われる。
大規模な森林伐採が大きな原因であることは
いうまでもないが、人口増加等による農地の
拡大も森林破壊の元凶とされている。

もともとアフリカの森林地帯では、森を開
墾した焼畑は、2 ～ 3 年耕作したのちに、10

～ 20 年くらい休閑させるという長期休閑型
の焼畑農耕が主体であった。人口が希薄で、農
業生産拡大へのインセンティブが弱い状況で
は、それは持続可能な生業であった。もともと
土壌が貧弱なうえ、肥料の調達がままならな
い熱帯雨林地域においては、このような短期
耕作・長期休閑型の焼畑が適応的な農法とい
える。ところが、近年の急速な人口増加と農産
物の市場化は、そのような焼畑システムの持
続性を危うくしている。これまでは労働力不
足がネックになって耕地の外延的拡大が押さ
えられてきたが、近年のチェーンソーの導入
によって森林伐開が容易になった。また他方
では、人口増加と農産物の市場化によって需
要が拡大し、農地が拡張しつづけている。

熱帯雨林の中には膨大な炭素が隔離されて
いる。森林が破壊されると、樹木に閉じこめら
れていた炭素がやがては二酸化炭素となって
排出され、地球温暖化をもたらす。森林破壊か
ら生じた温室効果ガスは、全排出量の 5 分の
1 近くにも達しており、これはエネルギー関
連の排出量に次いで多い。とりわけアフリカ
では、全世界の森林消失面積の半分以上に及
ぶ 400 万ヘクタールの森林が毎年破壊されて
いると言われる (FAO, 2007)。

さて、「スターン・レビュー」には、以下のよ



Journal of Sugiyama Human Research 2011 095

第 4回　人間講座『熱帯雨林保全と先住民問題―森の民の生活から―』

うなことが書かれている。
“．．．気候変動による損失は、世界全体のＧＤＰの 5

％に達するだろう。状況次第ではそのリスクは

20% になるかもしれない．．．これに対して、温室効

果ガスを削減するのに必要なコストはＧＤＰの 1

％くらいに抑えられるだろう．．．”。

つまり、二酸化炭素の排出削減は必要であ
り、また経済的にも見合うものだということ
である。これまで、「環境」と「経済」はトレード
オフの関係にある、つまり環境保護をすれば
経済的にはマイナスになると言われてきたの
であるが、地球規模でみれば、経済的にみても
環境保護の方が有利だということになる。

2007 年に国連で採択された「先住民の権利
に関する宣言」は、法的拘束力をもつものでは
ないが、中央アフリカにおけるその後の先住
民運動の展開に大きな影響を与えている。こ
の「宣言」には、 「先住民は、いかなる形の差別
をも受けず、自分たちの経済的、社会的、文化
的な発展を自由に追求し、すべての人間的権
利を全面的に享受する権利を有する」ことが
明言されている。

しかし、「先住民」とはどのような人びとの
ことを指すのか。

発展途上国の開発問題に強い影響力をもつ
世界銀行は、「先住民」が居住する地域で進め
る援助計画に際して、特別な配慮（セーフガー
ド・ポリシー）を定めている。最近改定された

「事業実施指示（Operational Directive）」には、先
住民（indigenous people）の特徴についての記
載がある（World Bank, 1991, OD4.20）。すなわ
ち、先住民とは以下のような人びとである。
(a) 祖先からの土地とそこの資源に強いアタ

ッチメントを有し； 
(b) 自らを明確な文化集団と認め、また他の者

たちからもそのように認められており； 
(c) その国の国語とは異なる固有の言語をも

ち；
(d) 慣習的な社会・政治制度をもち；
(e) 主として自給に向けた生産に従事してい

る。
このような「本質主義的な」定義は、オース

トラリアやアメリカ大陸のように、先住民が
明確に同定される地域では有効かもしれない。
しかし、固有な文化を有する多数の民族が混
住するアフリカ大陸では、事態はずっと複雑
である。多くの人びとが上記の定義に該当す
ることになってしまう。いわゆる「アフリカ
人」のすべてを「先住民」と考えてもよいのか
もしれないが、そのなかでも「特別な配慮」が
必要な人びとがいることに注目する必要があ
ろう。

この点に関して、アフリカ人権委員会
（ACHPR and IWGIA, 2006）は次のような声明
を出している。

“ ほとんどのアフリカの国々は豊かな変異に富む

民族集団を抱えている。．．．これらのすべてのグル

ープが、基本的にはアフリカの先住民と言える。．．．

しかしこの中で、ある特定のグループは他の支配

的なグループに構造的に従属した立場におかれ、

周辺化されたり、差別されたりしている。．．．先住

民という言葉を、現代的、分析的な意味で使い、国

際的な法的枠組のなかで論じる場合、それは、彼ら

が置かれているこのような状況を問題にしている

のである ”。

これから紹介するのは、中央アフリカの熱
帯雨林に住む「ピグミー」と呼ばれてきた狩猟
採集民であるが、彼らこそ、このような意味で
の「先住民」と呼んでよい人びとである。
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熱帯林保護の新しい潮流とその問題点
最近、熱帯雨林の保護をめぐって新しいア

プローチが議論されている。それは、森林のも
つ「環境サービス」面に注目したアプローチで
ある。 

環境経済学者の推計によると、森林破壊を
避けることは経済的にも理にかなっている。
熱帯雨林が産出する木材は、発展途上国の重
要な歳入源となっているが、これらの国は、実
際には 1 トンあたり１ドル（US$）から５ドル
程度の収入しか得ていないと言う。しかし、1

トンの炭素が二酸化炭素として大気中に排出
されると、それが世界経済に及ぼす影響は、マ
イナス 85 ドルということである。したがって、
森林を保護することに対してなにがしかの支
払いをおこなえば、それは発展途上国にとっ
ても世界経済全体にとっても、経済的に有利
になると言うのである（Olivier 2008）。

現在、スターン・レビューや環境経済者の
指摘を受けて、「森林炭素パートナーシップ基
金（Forest Carbon Partnership Facility ＝ FCFP）」
が世界銀行をはじめとする国際機関によって
進められている。これは、残っている森林に価
値を付与することによって「森林の破壊およ
び劣化から生じる排出の削減（Reduced 
Emissions from Deforestation and Degradation ＝
REDD）」を進めようというものである。つま
り、森林を抱える発展途上国が森林の保護を
すれば、それに対して「森林炭素パートナー基
金」から支払いをしようというわけである。

ちなみに、このスキームがパイロット事業
として導入されたコンゴ民主共和国では、
2006 年当時で毎年 58 万ヘクタールの森林が
伐採対象になっていた（Debroux, et al, 2007）。
そのうちの 20％が伐採を免れるようにして、

それに対して 1 トンあたり 4US ＄を払うと
仮定してみる。そうすると、この国はそれだけ
で、1 億ドル以上もの支払いを受けるという
計算になる。コンゴ政府は自国の森林面積

（6000 万ヘクタール）の 8％を保護区にしよう
としているが、それだけでも相当な支払い額
に達することになる。

このような巨額の資金が流入することに伴
って、さまざまな問題が生じることが懸念さ
れている。それらは、以下のようなものである。

（１）FCPF-REDD を実施するにあたっては、
事前に地域住民から適切な形での意見聴取
を求めたり、地域コミュニティの土地に対
する権利を強化したり、あるいは当該国の
法律面での能力強化を図る必要がある。そ
うでなければこの計画は、地域の貧困削減
にほとんど貢献しないだろうし、とりわけ
森林に強く依存する「先住民」に対してはな
んの利益も生まないだろう。

（２）適切な計画とアプローチをとらなければ、
森林保護を主張するグループと、森林に依
存して暮らす人びと、及び彼らを支援する
人権団体との間にコンフリクトが激化する
ことになる。そして結局は、先住民の排除と
彼らの慣習的な権利を侵害することになっ
て し ま う だ ろ う（Ernsting and Rughani 
2007）。 
こうした懸念には十分な根拠がある。中央

アフリカにおける伐採はこれまで住民の福利
にはほとんど貢献してこなかったと批判され
ているからである（World Bank, 2005）。

最近、森林伐採から得られる歳入を直接に
地方へ還元しようという動きが見られるよう
になった。たとえばカメルーンでは、森林の伐
採権から得られる収入の 40％を地方自治体
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に配分し、そのうちの 4 分の１が伐採地域の
村に配分されることになっている。しかし、こ
うして配分された資金の多くが使途不明にな
ったり、およそ地元住民の福利とは関係ない
ことに使われていると批判されている（Debro

ux et al, 2007）。
おそらく、このような事態は最初から想定

されていたのであろう。そのため、伐採権付与
に際して、伐採業者に現物による社会貢献を
求めている国が多い。本来は国家や地方自治
体を介して住民に提供されるべき福利厚生が、
地元住民に対する伐採会社からの直接的貢献
として義務化されているのである。すなわち、
伐採会社が伐採権に関する契約を結ぶときに
は、持続的森林管理計画の策定や伐採権料の
支払いとともに、「Cahier des Charges（責務に
関する覚書）」といって、診療所や小学校を建
てたり、道路や橋の補修をおこなうなど、地域
社会に対する社会貢献を約束することになっ
ている。しかしこうした場合でも、建設に必要
な作業員が集まらなかったり、伐採会社が怠
慢であったり、あるいは、村のチーフが懐柔さ
れるといった事情により、約束された社会的
義務がきちんと履行されないことが少なくな
い。 

森林の保全と利用を統合

「森林の保護」と「先住民文化・生活」をなん
とか両立させる道はないのだろうか。

私たちは、非木材森林産物（Non-Timber 
Forest Products=NTFPs）の利用がその道を開く
のではないかと期待している。伐採された木
材は植物の最終産物であり、いわば「死骸」で
あるが、非木材森林産物は植物が生きた状態
で生み出す資源、あるいはそれに依存する動
物などである。これは、「資本」である植物本体
にはできるだけ手をつけず、それが生み出す
果実や葉、樹皮、あるいはそれらに依存する動
物などの「利子」の部分を利用するというもの
である。これならば、「樹を伐らずに森を利用
する」ことが可能となる。すなわち、森林保護
という地球規模の課題と、森に依存して暮ら
す地域の先住民の生活を両立させることがで
きると考えられる。

熱帯雨林にはいったいどんな資源がどのく
らいあるのだろうか？

世界銀行は、数年前にさまざまな分野の専
門家を集めて、コンゴ民主共和国の森林が有
する経済的価値の評価を試みている（Debro

ux, et al. 2007; 表１を参照）。
それによると、伐採から生み出される木材

の市場価値は、フォーマルなもの、つまり許可
をとり税金を納入している伐採と、インフォ
ーマルな伐採を合わせても、せいぜい年間に

表１　森林資源の経済価値（Debroux,et al 2007)

木材伐採の市場価値 約 6,000 万ドル
インフォーマルな木材 伐採約 1 億ドル
住民の燃料 10 億ドル以上（暫定値）
ブッシュミート（野生獣肉） 10 億ドル（暫定値）
薬用資源 根拠のある推定値なし
物質文化の素材 同上
文化及び政治的側面 同上
水源保護 1 ～ 10 億ドル（暫定値）
エコツーリズム 現時点では小さいが…
炭素隔離機能 現在のところゼロだが…
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1 億 6 千万ドル程度である。これに対して、現
地住民が利用する薪あるいは野生獣肉を市場
価値に換算すると、それぞれ 10 億ドルにもな
るということである。このほかにも、建材や道
具などの素材としての利用や薬として利用な
ども相当な金額に達すると思われるが、それ
らについて現時点では根拠のある推定ができ
ない。さらに最近盛んになってきたエコツー
リズムや、水源涵養、大気保全などの環境サー
ビスを加えれば、木材伐採から生み出される
価値などは微々たるものになってしまう。し
かも、環境サービスやエコツーリズムなどの
価値は、今後ますます高くなってゆくはずで
ある。

カメルーンでは、1994 年に森林法が改定
され、それをきっかけに外国資本による大規
模な伐採活動が一挙に盛んになった。最近に
なって伐採はやや下火になったものの、依然
として林業はカメルーンの主要な産業の一つ
である。それでも、カメルーンの林産物が生み
出す 5 億 8 千万ドルの経済価値のうち、住民
の燃料として用いられる額は 1 億 3 千万ドル、
その他の非木材森林産物が 1 億 2 千万ドルに
達すると推定されており、きちんと統計をと
れば、非木材産物の方が伝統的な林産物（木
材）よりも多くなると言われている（Topa, et 
al, 2010）。また、カメルーン中南部地域だけで、
油脂調味料に用いる ndo’o と呼ばれる野生植
物（Irvingia spp) のナッツが 5 千トン、市場価
格にして 40 億セーファ・フラン（約 7 億円）
の価値を生みだしているという (Awono et al, 
2009)。

世界銀行等の国際機関はこれまで、持続的
な林業を推進することが貧困削減につながる
として、そのためのインフラ整備や法整備（森

林法の改定）などを支援してきた。しかし、伐
採は一部の人を潤わせることはあっても、地
域住民の貧困削減のためには、ほとんど役に
たっていないし、森林の荒廃と住民のさらな
る貧困化をもたらすだけではないかという批
判がでている。こうした批判を受けて、世界銀
行自体が林産物にかかわる小規模事業の推進
にも関心を払うようになっている（Debroux et 
al, 2007）。小規模事業の対象となる非木材森
林資源の利用は、地球規模の課題である森林
保全と、地域住民の生活を両立させる道とし
て注目されるようになったのである。

熱帯雨林の「先住民」ピグミー
中央アフリカの森林地帯には「ピグミー」と

称する先住民が住んでいる（注 1）。「ピグミー」
の語源は、ギリシャ語で肘から手までの長さ
をあらわす単位に由来する。彼らの身長が低
いことを誇張したものだが、いつの頃からか、
これが低身長の人びとの集団を指す俗称とな
った。もっとも、現地では別の呼称が用いられ
ている。コンゴ民主共和国のイトゥリの森で
はムブティ、エフェなどと呼ばれ、エクアテー
ル州ではバチュア、キブ州の山岳地帯ではバ
トゥア、中央アフリカ共和国南部やコンゴ共
和国北部ではアカ、カメルーンではバカと呼
ばれており、それぞれが異なった言語を話し
ている。正確な統計がないので、人口は明らか
ではないが、これらすべてのグループを合わ
せても、数十万人から百万人程度と推定され
ている。

彼らはこれまで、数十人程度の小さな居住
集団を作り、1 年のうちの数ヵ月は、森の中
を移動しながら狩猟採集生活をおくってきた。
森の中に分散したこれらの居住集団はそれぞ
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れ独立性が強く、また集団内にも実質的な権
力をもつ首長は存在しない。日常的に共同狩
猟や食物分配をおこなうなど、相互扶助と平
等性を特徴とする社会生活を営んできた（市
川、1982）。

先住民と言っても、彼らは外部社会と隔離
されて生きてきたわけではない。周辺に住む
焼畑農耕民とは何世紀も前から密接な関係を
保っており、農作物や金属製品、布地などの工
業製品を手に入れる一方で、獣肉や蜂蜜、薬用
植物等の森林産物、さらには農耕のための労
働力などを提供してきた。こうした交換関係
とそれに伴う生業分化のなかで、彼らは狩猟
採集民として特化してきたとも言える。

しかし、しばしば「共生的」と言われる両者
の関係は決して対等ではない。中央アフリカ
の人びとが現代国家に統合されていくなかで、
ピグミーのような先住民がより広い社会の活
動に参画する機会は逆に限られ、行政担当者
や政治的代表者は優勢な農耕民に独占されて
きた。現代アフリカ国家の憲法では、文化的な
マイノリティーをも含めて、すべての国民が
平等であり、基本的な権利を有すると定めら
れているが、実際には、彼らは差別され、不利
な立場に立たされている。

たとえばアフリカの土地法や森林法では、
森林は国家に帰属するとされていることが多
いが、同時に地域住民による慣習的な利用も
認められてきた。慣習的な利用権には、「先住
性の原則」が認められるのが普通であった。最
初に住みついた人がそこの土地に対する権利
をもっており、あとから移入した人は、そこの
土地を利用するために先住者の許可を得なけ
ればならない。ところが、狩猟採集民であるピ
グミーに関しては、彼らがその地域の最初の

住民と認められている場合でさえ、森林とそ
の土地は「パトロン」である農耕民のものと考
えられている。狩猟採集民は移動生活をして
おり、土地に対する「投資」をおこなわないと
いうのがその理由であるが、ここには狩猟採
集民に対する明白な差別が存在する。

このような状況のなかで、それまで森の中
で小集団に分散して暮らしていたピグミー系
の狩猟採集民の人たちが立ち上がった。2007

年 5 月に、それまで相互の交渉がほとんどな
かったピグミーの人たちが、コンゴ共和国の
インフォンドという町に集まり、共通のアイ
デンティティと森林に対する慣習的な権利を
もとめて大規模な集会を開催したのである

（James, 2007）。国連による「先住民族の権利に
関する宣言」の追い風を受けたこの運動が成
功するか否かは、国際世論の後押しと当該国
政府の理解にかかっていると言えよう。

森林の多様性に依存した文化
ピグミーの人びとがいかに多くを森に依存

しているかを知るには、彼らの森のキャンプ
を一瞥すれば十分である。半球型の小屋をは
じめ、簡便な椅子やベッドなどの家具類、運搬
用の籠や蔓等の道具類などは、すべて森の素
材だけからできている。子どもたちの遊び道
具や、櫛や彩色用の果汁などの装身具も森の
産物である。キャンプのあちこちには森で採
集してきた果実や芋などの食物残滓が落ちて
いる。そして日が暮れれば、わきたつようなポ
リフォニー（多声合唱）に呼応して森の中から
現れた精霊とともに夜更けまで歌い、踊る。食
生活や住居、道具のような物質面だけでなく、
遊びや儀礼に至るまで、生活のあらゆる側面
において森との密接な関わりがみられる。彼
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らの文化は森が有するさまざまな可能性を存
分に利用したものである。

私たちは、ムブティ・ピグミーの住むイト
ゥリの森で、600 種近い植物を採集した

（Terashima and Ichikawa, 2003）。それらの植物
のうち、彼らが食用として利用するものが
100 種以上、薬用が 100 数十種、道具や装飾品
具など物質文化に用いられるものが約 300 種、
矢毒や魚毒用の植物が約 70 種もあった。また、
儀礼その他の超自然的あるいは非物質的な用
途をもつものも 100 種以上が記録された。

物質文化における植物利用はとくに注目に
値する。ムブティ・ピグミーの物質文化を調
査した丹野正（1984）によると、全部で 80 点余
の彼らの物質文化のうち、素材の全部または
一部に植物性のものが使われているものは 8

割以上もあった。すなわちムブティの物質文
化は、森の中にふんだんにある植物を駆使し
た文字どおりの「森の文化」といってよい。

これらの直接的な用途のほかに、間接的に
もムブティの生活にとって重要な意味をもつ
植物が多い。狩猟の対象となる動物は直接、間
接的に森の植物に依存している。彼らは、野生
動物の餌となる植物やその果季、分布などを
よく知っていて、それらの果季になると、近く
の木の上に足場を作って、下に落ちた果実を

食べにくる動物を待ち伏せる。また、原生林の
樹冠を構成している大木の多くはいっけん何
の価値ももたないようにみえる。しかしこれ
らの大木の多くが野生の蜜蜂の蜜源として重
要である。蜂蜜はかれらの大好物であって、そ
のシーズンになると摂取カロリーの 80％以
上を蜂蜜に依存する（市川、1982）。さらに、さ
まざまな食用昆虫あるいはその幼虫も森の植
物の葉や材を食べて育つ。

さらにこの森には Apakumandura、直訳すれ
ば「森の主」（master of the forest）、あるいは「森
の父」とよばれる超自然的存在がいて、森の世
界を司っている。不猟がつづくと、この「森の
主」が森を「閉じて」しまった、あるいは「冷や
して」しまったといわれる。また、「森の主」
Apakumandura の木といわれるある種の木が
ある。この木は akobisi と呼ばれ、バンレイシ
科の Uvariopsis congolana という、幹生花をつけ
る樹高数メートルの小さな木であり、暗い深
い森の中にしか生えていない。この木を折っ
たり、切ったりすることはタブーとなってい
る。この木を誤って伐ると、Apakumandura を
怒らせてしまうので、近くにある板根を太鼓
の代わりに叩き、それに合わせて踊って
Apakumandura の怒りをなだめる必要がある
とされている。

しかし、ムブティは森に対して、このような
肯定的なイメージだけをもっているわけでは
ない。例えば、彼らは 200 種以上に及ぶ多種多
様な野生動物を食物にしている。これらの動
物はたしかに重要な食物であるが、同時にそ
の中のあるものは、彼らに病気その他の様々
な災いをもたらす危険なものでもある。例え
ば、ジャコウネコやクロホロホロチョウなど
は、それを食べると子供が熱病にかかるとい
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う理由で、子供やその両親が食べることが禁
じられている。彼らが食物と考えている哺乳
類は 60 種近くに及ぶが、そのうちの 6割近く

（34 種）が kuweri と呼ばれ、それを食べた人、
あるいはその子どもに病気をもたらす危険が
あるとされて、少なくともある時期には食べ
ることが忌避されている（市川、1982）。した
がって、ムブティは一般に、新しい食物を子ど
もに与える際には、その子どもが動物のもつ
このような危険性に十分対抗できるだけの力
をもっているか否かに注意を払っている。森
は彼らに食物を与えてくれるが、同時に、そう
した得体の知れない病気などの源泉でもある。

以上のように、森はムブティにとって、物質
的、精神的に、また直接的、間接的に、そして否
定面でも肯定面でも、実にさまざまな意味す
なわち「文化的負荷」を帯びている。このよう
に、森と彼らとの関係は多様で多重的であり、
かつ両義的である。森は、ムブティの文化と生
活の維持にとって必要なさまざまな価値の源
泉である。彼らの文化は森のもつ多様性その
ものに依存しているといえる。

同時に、これらの森林資源のなかには地域の
市場において流通し、地域住民の生活におい
てそれなりの役割を果たしているものも少な
くない。カフェインを含み、刺激剤として囓っ

たり、これから苦い飲物をつくるコーラの実
（Cola acuminata）や、タンパク質の含有量が

  

乾燥重量の 30％にも達するグネタム（Gnetum 

spp.）の葉、脂肪分を多く含むナッツから独得
の風味をもつ調味油をつくるイルヴィンギア
のナッツ（Irvingia spp.）、さらに森の植物を食
草とする昆虫の幼虫、蜂蜜、そしてとくにムブ
ティが狩猟で得る獣肉などは、狩猟採集民の
食生活において重要な役割を果たしているだ
けでなく、町の市場でも売られており、地域の
経済においても重要な役割を果たしている。

現在、このような非木材森林資源の商業的
価値が注目され、これらの資源の商品化によ
って森林の保護を図るという計画が進めらつ
つある。こうした計画には、後述するような課
題が残っているが、熱帯雨林がこのような資
源の宝庫であり、私たちはそれについてまだ



Journal of Sugiyama Human Research 2011102

第 4回　人間講座『熱帯雨林保全と先住民問題―森の民の生活から―』

ほんのわずかな情報しかもっていないという
こと、そしてそういう情報を得るには、やはり
何百年、何千年もこの森で生活してきた人び
とが集積してきた伝統的な知識からまず学ぶ
必要がある、ということを強調しておく必要
があろう。

森林環境に対する人為の影響
森の民ピグミーの人たちは、森が与えてく

れる多様な可能性を存分に利用している。彼
らの生活と文化の維持には、個々の資源とい
うよりは、全体としての森が不可欠である。し
たがって、森林保全は森の民の生活と文化に
とっても不可欠だといってよい。

それでは、彼らのさまざまな活動が森林環
境に与える影響の方はどうだろうか。森林資
源を利用するばかりでそれらの再生産が維持
されなければ、彼らの生活が持続的だとは言
えない。

コンゴのイトゥリの森で調査を始めた頃、
私たちは網羅的に植物を採集し、それらの方
名や用途その他の民族的な知識の記録をし
ていった。それらの結果はデータベースの形
にまとめられ、その一部が出版されている

（Terashima and Ichikawa, 2003）。 
イトゥリの森では 100 種以上もの植物が食

用にされていると書いたが、実際には、10-15

種くらいの植物が彼らに消費される食物の 6

～ 8 割を占めている（市川、1992）。これらの
主要食用植物の生育場所を調べてみると、興
味深い事実がわかった。ある集団で利用さ
れていた 13 種の主要な植物のうち、8 種が
十分な日射がないと発芽・成長しない陽樹
であった。油脂分に富んだナッツを産する
ウルシ科の Antrocaryon やトウダイグサ科の

Ricinodendron などがその例である。これらの
植物は現在では巨木となって樹冠を構成する
が、本来は日陰では成長できない陽樹である。
ウルシ科のロウソクノキ（Canarium）も、深い
森の中で巨木をみることがあるが、そうした
ところはかつての集落もしくはキャンプの跡
地だったと言われる。つまり、主要な食用植物
の多くは、以前はもっと開けた空き地、あるい
は地表まで十分な光がとどく「ギャップ」で発
芽・成長したものなのである。甘酸っぱい果
実をつけるキョウチクトウ科の Landolphia や
ショウガ科の Aframomum なども、光がよく当
たる攪乱環境もしくは林縁部に多い植物であ
る（Ichikawa, 1996）。

森を歩いていると、ところどころにぽっか
りと林冠が開き、光が差し込んでいる場所（ギ
ャップ）がある。それらは、風雨や雷などの自
然現象によって生じるが、人為の作用によっ
てギャップができることもある。たとえば彼
らは、大木の樹洞にミツバチの巣を発見した
場合に、その樹が柔らかい材質のものであれ
ば切り倒してしまう。こうして自然のギャッ
プによく似た空隙が形成される。森の中に新
しいキャンプを開いたときにも、周囲の樹木
が切り払われて日光が差し込むようになる。
このような人間の居住や活動によって、陽樹
が生育しやすい環境が形成されている。

また、キャンプの周囲には、食用となる植物
の実生が多いことに気がつく。それらは、食べ
残した種子や根茎が好適な光条件のもとで芽
生えたものである。食物残滓などは、現代社会
ではゴミとして生活から排除され、処分され
る対象でしかないが、森の中では有用植物が
そこから再生産されることが多い。

さらにまた、人間の居住による土壌改善効
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果も無視できない。森のキャンプには広い範
囲から、食物や燃料などの形で有機物やミネ
ラルが集められ、消費される。それらが土壌養
分のもとになる。ピグミーの平均的な集団サ
イズである 50 人程が１ヵ月間キャンプに滞
在すると、そこには、3 トンから 4.5 トンほど
の薪が運び込まれる。また、そこで消費される
食物はおよそ 1 ～ 1.5 トンに達する。これら
が灰や廃棄物（排泄物）としてキャンプの周囲
に集積する。これらのすべてが土壌に吸収さ
れるわけではないが、食物から供給される窒
素だけでも、その量は約 200 キログラムの硫
安に匹敵する（Ichikawa, 2001）。熱帯雨林の土
壌は腐葉土層がなく貧弱だと言われるが、人
間が滞在するキャンプは、森の中に希薄な形
で散在する土壌養分を集中させた場所だと言
ってよい。

キャンプ地周辺の資源は短期的にみれば消
費されて減少するかもしれないが、まさにそ
うした消費を通して将来の再生産の種が播か
れている。いいかえれば彼らの生活は、森の資
源を含む生態系の大きな循環システムの中に
あり、彼らの居住や活動がそうした循環に貢
献していると言えよう。

このことは、現在、私たちが目にする森林景
観の多くが、実は長い間の森と人の相互作用
を通して形成された歴史的な産物だというこ
とを意味する。そうだとすれば、人間活動を阻
害要因としか考えてこなかったこれまでの自
然保護のあり方の根本的な見直しを迫ること
になろう。森の生態系のなかに人間活動を位
置づけることによって、西欧的な自然と人間

（文化）の二元論とそれにもとづく現在の自然
保護のスキームに替わるものができるのでは
ないか。

森林の循環システムとその危機
森の民ピグミーは、自分たちが住む森にど

んなイメージをいだいているのだろうか。ム
ブティ・ピグミーを調査した人類学者のコリ
ン・ターンブルは、ムブティは、森のことを自
分たちの「父」あり、また「母」でもあると考え
ていると書いている。森は彼らが必要とする
食物や薬、その他の生活物資を与え、彼らを守
ってくれる。彼らは、「森の子ども（bamiki ba 

ndura）：だというわけである（Turnbull, 1965） 
ムブティはまた、厚い樹冠に覆われた森の

中を「子宮」のイメージで捉えている。子宮は、
胎児にとって理想的な環境であり、そこから
人間が産まれてきた空間である。一方、人間が
死んだらどうなるかと尋ねると、「死体は地中
に残る。しかし、死者のその人自身は森の奥の
方にいって、自分たちと同じような格好で生
活していると言う。彼らはときに、そうした祖
先たちと森のなかで邂逅し、新しい歌や踊り
を教えてもらうと主張する（Sawada, 1998）

 つまり森は、人間がそこから生まれ（子宮
のイメージ）、そしてまた死後に還ってゆく世
界だということになる。いいかえれば、人間の
生命もまた、森の中で循環していることにな
る。

ピグミーの人びとが住む森の世界では、人
間の文化や生活が森の自然に強く依存してい
る。その一方で、彼が森に住み、さまざまな活
動をするということが、森林生態系の維持に
も貢献している。すなわちそこは、森と人間が
相互に依存しながら共存する世界だと言えよ
う。

しかし、このような森と人の共存世界は、物
資がそのなかで循環する閉鎖系のなかでのみ
成立する。しかし森の世界と言えども、実際に
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はそのような閉鎖系ではなく、さまざまな形

で森林の物質が搬出され、流出している。森林
物産の商業化が進んだところでは、大量の物
資が外部に搬出されている。大規模な伐採や
耕地化によって、保水能力が失われた土地か
らは大量の土壌が流出している。このような
ところで森林内での循環は維持できない。森
林資源を維持するためには、持続的な利用を
目指した管理が必要となる。

森林産物の無制限の搬出が資源枯渇と生態
系の劣化を招いている例として「ブッシュミ
ート（野生獣肉）問題」があげられる。野生獣肉
はこれまで長い間、森林地域住民のタンパク
源として利用されてきた。それがもっぱら自
給用に利用されるかぎりでは、資源枯渇の問
題はおきなかった。しかし、現在では森から離
れた都市に住む住民のタンパク源として、野
生獣肉が大量に取引されるようになっている。
野生獣肉はまた、急速に森の自然との接触を
失いつつある都市住民に、家畜やニワトリな
どからは得られない「野生の力」を与えるもの
として重宝されている。森の中での狩猟はま
すます盛んになり、地域によってはそれが、稀
少種を含む野生動物を危機的な状況に追い込
んでいる。このままの勢いで狩猟がつづけば、
まもなく森から動物の姿が消えてしまうだろ

う。たとえ立派な森が残っていてもそこに棲
む狩猟動物がほとんど消えてしまうという、

「森林の空洞化現象（empty forest syndrome）」が
進んでいるところも少なくない。それは結局、
森林産物に依存して生活する人びと自身をも
苦しめることになる。持続的な森林資源の利
用計画は、「森林」と「住民生活」を両立させる
ために不可欠である。

持続的な森林資源利用の確立
私たちは、森林の保護と持続的な利用を進

めるには、住民自身が森林管理の主体となる
ような社会システムの構築が効果的だと考え
ている。保護の対象となる森林は通常、何十万
ヘクタール、あるいは何百万ヘクタールにも
及ぶ。これだけ広い面積を強権的に保護し、管
理するには、膨大なコスト（人員と経費）を要
する。しかし、その地域を熟知する住民自身が
主体的に管理するシステムができれば、コス
トははるかに少なくできるだろう。

住民主体の管理システムのためには、まず、
住民の慣習的な利用権が確立されることが肝
要である。中央アフリカ諸国の法律では、森林
地帯は国家に帰属し、住民の所有権は認めら
れていない。それを根拠にして、商業価値をも
つ森林産物をもとめて外部から多数の侵入者
が到来したらどうなるか？誰が採取してもよ
い資源、つまりオープン・アクセスの資源に
対しては、人びとは資源の持続性を顧慮する
ことなく、短期的な利益を追い求める。それが
やがては資源の枯渇をまねく。実際、森林の空
洞化現象などは、そうした外部者の無秩序な
侵入と、その直接的、間接的影響によって引き
起こされたものである。

乱獲による資源枯渇の問題は、「コモンズの
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悲劇」として知られている。「コモンズの悲劇」
を避けるためには、長期的観点から資源の持
続性を考える必要があるが、そのためにはま
ず、資源に対する「住民の権利」を確立するの
がよい。自分たちだけが利用する資源であれ
ば、その持続性を考える機会と余裕が生まれ
るだろう。とりわけ、政治的に弱い立場に置か
れ、自分たちの声を発する機会が少ない先住
民には、森林の慣習的な利用に関して、特別の
配慮を払う必要がある。

現在私たちは、カメルーンで「熱帯林におけ
る持続的生業戦略の確立」というプロジェク
トを推進している。このプロジェクでは、森林
周辺部における農業の集約化によって耕地の
外延的拡大を防ぐとともに、木材伐採に替わ
る利用として非木材森林産物の持続的利用が
図られている。森林資源の持続的利用には、そ
れを可能にする社会システムの構築が必要で
ある。私たちはまず、住民による森林利用の実
態を明らかにすることから着手している。第
1 に、どんな資源がどのように、どの程度利用
され、それらはどのように分布しているかに
ついて基礎情報を収集する。第 2 に、生計や家
計そして地域の経済や市場における非木材資
源の役割を評価する。そして第 3 に、森林資源
の利用について、住民自身が GPS などを使っ
て集めたデータを地図上に可視化する。パー
ティシペイトリー・マッピング（参加型地図
化）というこの方法によって、どのような人び
とがどのように森林の土地と資源を使ってい
るかが一目でわかるようになる。それをもと
に、住民が主体的に自分たちが利用する森林
の管理を試みるための基礎情報を整える。こ
のプロジェクトはまだ始まったばかりである
が、これをきっかけにして、この地域に住民主

体の新しい森林管理のあり方が提案できれば
と願っている。
（注 1）ピグミーが国連などでいう「先住民」である

ことは間違いないが、彼らがはたして、農耕以前に

狩猟採集だけに依存してこの地域の森に住んでい

たかについては議論がある。
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「総合人間論」プロジェクト研究報告

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

プロジェクト代表者・渡邉の活動を報告す
る。渡邉は、一昨年以来、総合人間学会に加入
し、活動を続けている。その間のいきさつは、

『椙山人間学研究 2010　Vol.6』に報告した。今
回は、総合人間学会編の総合人間学 4 ＜戦争
を総合人間学から考える＞の中から、いくつ
かの論文を取り上げ、考察を試みる。

 本書の構成は、シンポジウムの発表をまと
めた 6 本の論文、海外特別寄稿 2 編、エッセイ
5 本、一般研究論文 8 本からなっている。これ
らの執筆者のなかには、旧知の仲間が何人か
含まれている。シンポジウムの冒頭発表「戦争
の起源」の山極寿一氏（京都大学理学研究科教
授・現研究科長）、エッセイの寄稿者・市川光
雄氏（京都大学名誉教授・財団法人日本モン
キーセンター所長・京都大学アジア ･ アフリ
カ地域研究センター教授（当時））や木村光伸
氏（名古屋学院大学教授、元学長）などである。
本報告では、まず、山極論文を取り上げてみた
い。　
「戦争の起源」を論ずるにあたって、山極氏

はノーベル平和賞受賞演説でのオバマ米大統
領の言説の批判からはじめている。

・・・・・・アメリカ合衆国のオバマ大
統領がアフガンとイラクの紛争解決に「武
力行使は不可欠なだけでなく、道徳上も正
当化されることもある」と主張したことは

まだ記憶に新しい。これはアメリカ政府が
一貫して、戦争は平和をもたらす有効な手
段と見なし続けてきたことを裏付ける発言
である。世界一の大国がこのような態度を
取り続けていては決して戦争はなくならな
い。なぜオバマは人々の期待を裏切るよう
な発言をしたのだろうか。私はそこに、アメ
リカ人が人間の本性について大きな誤解を
してきた歴史が反映されていると思う。か
つて、人類の進化についての議論は、その誤
解を作り出すうえで重要な役割を果たし
た。しかし、それらの説は近年の先史人類学
や霊長類学の新しい発見によって葬り去ら
れたはずだった。驚いたことに、一般の人々、
とりわけ政治家たちは過去の間違った言説
をいまだに信じ、武力をもとに平和な世界
を構築しようとしている。・・・・・・

何が間違った説で、現在どう正されている
のか。山極論文は狩猟仮説を取り上げている。

■狩猟仮説
提唱者は、Australopithecus africanus（1925）

の発見者 R. ダートである。ダートの発見した
化石（タウング・ベビーと呼ばれている）は永
らく人類とは認知されなかった。人類は頭か
ら進化したと妄信する世界的権威Ａ . キース
によって排除されたからだ。ダートの化石研
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究は、ハ虫類化石研究の世界的古生物学者
R. ブルームに引き継がれた。ブルームの発見、
とくに下肢骨や骨盤の発見により、オースト
ラロピテクス類の直立二足歩行が明らかとな
った。

第二次世界大戦後、キースが拠り所として
いたピルトダウン人化石は、何者かによる偽
造であることも解明され、ダートが改めて脚
光を浴びることになる。人類のスタートは直
立二足歩行と共にある。ダートは化石研究に
カムバックした。そして、オーストラロピテク
スの洞穴遺跡で見つかったヒヒ頭骨やオース
トラロピテクス頭骨に陥没骨折の跡を発見す
る。いくら探しても石器は発見されない。ダー
トは、遺跡に存在するシカ類の大腿骨や角が
武器として利用されたのではないか、と考え
た。骨枝角（オステオドントケラティック）文
化の存在を提唱し、猿人が狩猟者しかも同種
で殺し合う存在であった、と結論したのだ。

ダートの狩猟仮説を読み物として書き上げ、
人口に膾炙せしめたのは、アメリカの劇作家
R. アードレイだった。‘African Genesis’ とい
う原作で、日本語への翻訳は『アフリカ創世
記』とされた。翻訳者は、当時日本モンキーセ
ンターに在籍中の大先輩徳田喜三郎先生を代
表に、先輩の伊澤紘生氏も含まれていた。強い
印象を受けながら、一晩で読了したことを憶
えている。

アードレイは、学会では不評だったダート
の骨枝角文化について、自らの眼で調べ、オー
ストラロピテクスの武器使用の証拠とした。
そして、武器使用による狩猟活動の発達とな
わばり防衛の本能から、集団間の闘争、つまり
戦争が始まったと解釈したのだった。これに
動物行動学の創設者、K. ローレンツが同調

した。ローレンツは、後にノーベル賞を授与さ
れた世界的学者だ。＜ローレンツのテーゼ＞
と呼ばれる仮設をもとに、狩猟説を後押しし、
世界中に広める役割を果たしたのだった。野
生動物は攻撃性を抑止する本能を持つ。例え
ば、オオカミは同種内での闘争（ケンカ）で攻
撃性をエスカレートさせるが、一方が仰向け
の体位を見せた瞬間（下腹部を相手にさらす）、
攻撃性を抑止することができる。この本能が
備わっていることで、オオカミは同種内での
殺し合いを回避している。一方、脳の発達を進
めた人類という動物種は、本能に頼らない行
動（学習行動）をとるようになり、攻撃性の抑
止ができなくなった（本能破壊）。動物は同種
内で殺し合わないような本能を有しているの
に、人間にその本能がない。しがたって、人間
は人間同士の殺し合いをしてしまう。動物の
中で、唯一同種内の殺し合い（殺人、戦争）をお
こなっているのが人間という動物だ、これが
＜ローレンツのテーゼ＞である。キーワード
は＜攻撃性＞ということだ。

■＜ローレンツのテーゼ＞への批判
ローレンツ批判の嚆矢は、日本の霊長類研

究者の手から放たれた。大学院時代、インドで
ハヌマンラングールのフィールドワークに従
事した杉山幸丸氏がその人だ。杉山さんたち
は、個体識別法を武器に、10 群のハヌマンラ
ングールを調べた。10 群ともに単雄複雌の
社会構成を示していた。群れの再編がなされ
ても単雄複雌は維持される。杉山さんたちは、
ハヌマンラングールの社会構造を一夫多妻型
と結論した。大発見となる観察は、群れの再編
の際なされた。群れ外にいるオスグループの
リーダーオスと群れのオスの間で激しい闘争
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があり、オスが入れ替わった。群れ外オスによ
る群れの乗っ取りが起きたのだ。このオスは、
それまで仲間だったオスグループの他のメン
バーを蹴散らし、1 頭だけ群れにおさまった。
群れは単雄複雌で再編されたのだが、発見は
この後の観察中になされた。新しいオスを迎
えて、群れのメスたちは次々に発情を開始し、
新しいオスと交尾する。ところが、群れ内に発
情しないメスが存在していた。乳児を抱える
授乳中のメスは発情しない。オスはやがて母
子を追いかけまわし、すきを見て乳児を噛み
殺したのだ。霊長類の子殺し行動の発見だっ
た。

杉山さんはこの観察を論文にまとめ、1965
年に発表した。英文で書かれた論文だったが、
日本モンキーセンター発行の ‘Primates’ とい
う雑誌の読者はさほど多くなく、反響は少な
かった。それでも、観察事例は＜ローレンツの
テーゼ＞を打破するものだった。人間以外で
も同種内での殺し合いが存在したのだ。子殺
し行動をめぐる論争は、1975 年以後に活発
化し、現在ではオスの繁殖戦略上有利な行動
として進化したとみなされている。

■狩猟仮説への批判
猿人たちが仲間をも殺戮していた証拠は明

確ではない。猿人たちが加工された石器を所
持していなかったことも明白だ。加工された
石器は 250 万年前に出現する。猿人遺跡の化
石を詳細に検討した C. ブレインはヒョウや
ハイエナの食べ残しと類似していること、猿
人の頭部につけられた穴がヒョウの牙に一致
することを発表した。猿人たちは捕食されて
いたのだ。

霊長類の行動を比較研究した D. ハートと
R. サスマンは、「ヒトは狩猟者ではなく、狩猟
される者として進化した」と結論している。狩
猟仮説は成立しないにもかかわらず、まだ多
くの現代人がそれを信じてしまっている。こ
のあたりに大きな問題点がある、と山極は主
張しているのだ。

おそらく、戦争という行動は新人に特有で
あり、特に農耕文明や牧畜文明とともに活発
化してきた。これは必ずしも人間の本性にも
とづいてはいない。霊長類学からは、まだまだ
発信すべきファクト（事実）が数多く残されて
いる。
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１．緒 言
戦後、我が国の女子大学は、民主主義社会に

ふさわしい女性の育成を目指しながらも、そ
の多くは、家政系学部を中心とした良妻賢母
教育や、キリスト教に依拠した良家の子女へ
の教養教育を提供することなどを意図して設
置されてきた。高度経済成長期においては、長
時間の社会的労働を担う男性（夫）と、それを
可能にするために家事労働や育児を担う女性

（妻）という性役割分業に一定の合理性がみら
れたため、当時、女子大学や、とりわけ短期大
学部には高い社会的需要があった。このよう
ななか、1975 年の国際婦人年を契機とする
女性の自立と地位向上をめざす世界的潮流の

なかで、我が国は 1985 年に女子差別撤廃条約
を批准し、同年、男女雇用機会均等法の制定を
みることとなった。これにより、女性の社会進
出が次第に促進されるようになり、1990 年
代には、ついに共働き世帯が専業主婦世帯を
上回るようになった１）。女子の四年制大学へ
の進学率が短期大学への進学率を上回るよう
になったのもこの時期である２）。女子大学の
なかには、良妻賢母教育のイメージを払拭す
るために家政系学部の名称を変更したり３）、
共学化へ踏み切ったりするケースもみられる
ようになった。さらに、少子化による 18 歳人
口の減少が進行するなか、1999 年には男女
雇用参画社会基本法が制定され、女子大学の
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共学化は一層加速化した。
一方、私立大学の共学化の動きをデータで

とらえると、1990 年代に共学化を行った女
子大学は全国で 10 校あり、2000 ～ 2011 年
には 19 校に及んだものの、直近の 2008 ～
2011 年を見ると 2 校に留まっており、「（女子
大学の）共学化は底を打った」との見方も出て
きている４）。このことを報じた『東京新聞』

（2011 年 12 月 17 日、夕刊）では、「共学人気に
押され気味だった各地の女子大が、新しい役
割に挑戦している」ことが紹介され、女子大学
に対する時代の要請は「企業や地域で活躍で
きる女性リーダーの育成」にあるとしている。
米国では、かねてより、女子大は共学より女性
リーダー輩出率が高いという複数の研究があ
り５）、我が国でも、「女性が社会で直面する課
題に対し、その解決のためのリーダーシップ
をとれる人材を育成するには女子大学が適し
ている」とする考え方は、以前から指摘されて
きたところでもある６）。

女性リーダーの育成については、1875 年
に東京女子師範学校として設立され、新制大
学としても 60 余年の歴史をもつお茶の水女
子大学が先駆的な取組を行っている。お茶の
水女子大学では、2006 ～ 2009 年度に文部科
学省の特別教育研究経費を得て「女性リーダ
ー育成プログラム」を展開し、3 つの柱（女性
研究者育成のための「女性リーダー育成プロ
グラム」の開発及び実践、女性研究者及び女性
リーダー育成にかかる支援方策の検討、女性
リーダーが活躍できる新領域の開拓）から構
成される事業を実施した７）。これらにおいて、
女子大学で展開される
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

リーダー育成プログラ
ムとしての特徴を抽出すると、①リーダー育
成のコンセプトが大学の歴史と結び付いてい

ること、②ロールモデルのケーススタディが
重視されていること、③ライフコース分析の
視点から仕事と結婚・子育ての両立を目指す
立場が明確であること、を挙げることができ
る。特に、ロールモデルの活用とライフコース
分析の視点に関しては、同プログラムの基礎
講義である半期 15 回の「お茶の水女子大学
論」のうち、7 回を卒業生による講演に当て
たり８）、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の両立とそれを支援す
る学内の仕組みについて紹介するＤＶＤを制
作したりするなど９）、充実した内容になって
いる。また、ロールモデルの生き方と働き方に
ついては、最近、文部科学省や厚生労働省が作
成した女子大学生のためのキャリアプランニ
ングを推奨する資料 10）11）においても紹介され
ており、その実態を把握することは、現代の女
子大学の課題や社会的な意味を考えるための
一助になると思われる。

これらを踏まえ、本研究では、ロールモデル
となる女子大学卒業生のライフコースを分析
することを通して、女子大学の特性を明らか
にし、その存在意義について検討することを
目的とすることにした。筆者らはすでに、女子
大学卒業生 25 事例のライフコースの分析を
実施しているが 12）、ここでの研究目的は、大
学在学時の理想のライフスタイルとその後の
現実のライフスタイルとの共通点及び相違点
や、卒業後のライフコース決定に与える母親
のロールモデルとしての影響力などを捉える
ことにあり、その対象は、卒業後 10 年程度を
経過した卒業生に限定するものであった。一
方、今回の調査研究では、女子大学の特性や存
在意義を追求することを目指していることか
ら、時代背景との関連が重要であり、その意味
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で、ロールモデルについては、女子大学創設期
から近年に至るまでの卒業生を広く対象とし
ていく必要がある。

本研究を通して、戦後経済の発展過程にお
いて女子大学がどのような役割を果たしてき
たかを振り返るとともに、男女雇用機会均等
法の制定を経て、女子大学への社会的期待が
どのように変化してきたかをとらえ、今後の
女子大学の社会的使命について追究していく
ことにしたい。

２．研究方法
本研究では、お茶の水女子大学と同じく女

子大学として 60 余年の歴史をもつ本学の卒
業生から、卒業後のライフコース及び在学当
時の女子大学の特徴などに関するインタビュ
ー調査を行い、その結果を分析する。具体的な
研究方法は、次のとおりである。

１）調査対象者及び調査方法　
本研究で、インタビュー調査の対象とした

のは、表 1 に示した 10 名の本学卒業生である。
ここでは、同窓会や人材バンクを通じて卒業
生の情報を収集し、年代や卒業学部等を考慮
しながら調査対象者を決定した。下記の 10 名
に対するインタビュー調査は、2011 年 9 月
～ 12 月に実施した。主な調査項目は、以下の
とおりである。

①経歴（卒業から現在までのライフコース）
②当時、本学及び各学部への進学を選択し

た理由
③当時の学生生活（本学のイメージ、通学ス

タイル、生活スタイル、授業中の様子や印
象に残っている授業名など）

④大学で学んだことや、大学で築いた人間
関係（友人関係）がその後の人生で（家庭
で、仕事で、その他の場で）どう生かされ
たか

表 1　調査対象者の特性

番号 氏名（記号） 年代 卒業年月
（修士修了年月）

卒業学部・学科〔専攻〕
（研究科・専攻） 職業、活動等の特徴

1 Ａ氏 20 歳代 2010 年 3 月 現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 会社員

2 Ｂ氏 20 歳代 2007 年 3 月 人間関係・人間関係 会社員

3 Ｃ氏 30 歳代 1999 年 3 月
（2001 年 3 月）

生活科学・食品栄養
（生活科学・食品栄養科学）在宅栄養士

4 Ｄ氏 30 歳代 1998 年 3 月 文学・英語英米文 ウェブサイトショップ経営

5 Ｅ氏 40 歳代 1987 年 3 月 短期大学・文〔国文〕 無職、ボランティア活動

6 Ｆ氏 40 歳代 1983 年 3 月 短期大学・文〔英文〕 会社員

7 Ｇ氏 50 歳代 1981 年 3 月 文・英文 会社経営

8 Ｈ氏 60 歳代 1966 年 3 月 家政・食物 無職、ボランティア活動

9 Ｉ氏 70 歳代 1960 年 3 月 家政・被服 無職（元中学校教員）

10 Ｊ氏 80 歳代 1954 年 3 月 家政・食物 無職（元大学教員、元同窓会長）
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２）分析方法
分析方法は、次のとおりである。
①はじめに、10 名の卒業生（Ａ～Ｊ氏）に

対するインタビュー調査の結果の概要に
ついて、上記の 4 つの調査項目別に整理
する。次に、インタビューで得た情報に基
づき、以下の分析を行う。

②戦後の経済及び女性政策の発展過程と本
学の学部設置の歴史の時系列軸に、Ａ～
Ｊ氏のライフコースの推移を重ね合わせ、
その全体的な傾向及び時代ごとにみた特
徴を把握する。

③戦後の経済及び女性政策の発展過程の時
系列軸に、Ａ～Ｊ氏の本学及び各学部へ
の進学動機に関わる事項・人・関心分野
を重ね合わせ、その全体的な傾向及び時
代ごとにみた特徴を把握する。

④戦後の経済及び女性政策の発展過程の時
系列軸に、Ａ～Ｊ氏の学生生活の特徴を
表す構成要素（文化的要素及び活動的要
素）を重ね合わせ、その全体的な傾向及び
時代ごとにみた特徴を把握する。

⑤Ａ～Ｊ氏のその後の人生に生かされた学
生時代の学びや人間関係について概観し、
女子大学が重視すべき特性を抽出する。

３．結果及び考察
１）20 代から 80 代の女子大学卒業生に対す

るインタビュー結果の概要
はじめに、20 代から 80 代の本学卒業生で

あるＡ～Ｊ氏に対するインタビュー結果を、
①経歴（卒業から現在までのライフコース）、
②当時、本学・各学部へ進学した動機、③当時
の学生生活、④学生時代の学びや人間関係が
その後の人生や現在の生活にどう生かされた
か、の 4 つの側面から整理すると、表 2 － 1 ～
10 のとおりとなる。　

経歴からは、それぞれの卒業生の就職、退職、
再就職といったキャリアの推移をはじめ、結
婚、出産、子育てとキャリアとの関係性などを
とらえることができる。また、大学・学部へ進
学した動機には、個人の志向のみならず、時代
背景のなかで、家族の判断などが影響を及ぼ
す場合も多いことがわかる。学生生活をとり
まく状況については、授業よりもむしろ習い
事や趣味、ファッションなどに時代の特徴が
現れており、学生時代に築いた友人関係を、い
まも大切にしている卒業生が多くみられる。

次項以下では、4 つの側面のそれぞれから、
時代背景を踏まえた女子大学卒業生のライフ
コースと大学の特性について、分析・考察を
行う。
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表 2ー 1　Ａ氏（20 代）のインタビュー結果
「教職、学芸員、ボランティアにインターンシップ、さまざまなことに挑戦した向上心溢れるＡ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

2010年3月 現代マネジメント学部現代マネジメント学科卒業

現在の職業・活動など

会社員（会社の業種）、人事部人事室、人材開発グループに所属

①経歴（卒業から現在までのライフコース）

2010年3月卒業し、現在の会社に入社、1年目より人事部人事室、人材開発グループに所属

②大学・学部への進学動機

スポーツ推薦で高校に進学した。そのスポーツでは成績をあまり残すことができなかったものの、内申が
よく、就職は某企業の推薦を受けることができた。もし、合格できれば就職、できなければ進学しようと思っ
ていた。結果、不合格であったので、進学することにしたが、推薦で人気のあるところは既に可能性がなく、
2つの女子大学の社会科学系学部を進路指導の先生に勧められた。雰囲気、女子大ということで、進学すべき
大学・学部を選択した。また、指定校推薦のない他の共学大学を一般入試で受験するのはどうかと思ったこと
もあったが、先生が「この女子大学のほうが雰囲気や環境が私に合っている」と推薦してくれた。経営、マネジ
メントを選んだのは、「働きたい」「働くための勉強がしたい」と思ったからである。併せて就職率が大学内で、
No.１であったことも理由である。

③当時の学生生活

大学時代は楽しい思い出ばかりである。授業は、教職や学芸員、現代マネジメント学部以外の授業も沢山と
った。教員免許も取りたいと思っていた。将来像が浮かばなかったので、取れるものは取っておこうと思っ
た。学芸員などにも当時は興味があった。興味関心については、幅広くてよいのではないかと考えていた。生
活の設計の授業で行った人生設計が印象深い。実務的な授業や、税の勉強なども身近なところで役に立つも
のであった。必須科目と選択科目があれば、どうしても必須科目をとるようになる。全て好きなものをとって
よいということであれば、経営の授業をとりたかった。クラブ活動にも取組み、1年生のときに柔道部をつく
った。
この大学にはお嬢様大学というイメージがあった。学生の服装は華やかで、ヴィトンのバック等ブランド

のものを持っていた。他大学ではジャージで通学している人もいたようだが、ここの学生は常に流行のもの
を着ているように見えた。
休日はアルバイトをしたり、ボランティア（国際交流）をしたり、友人と買い物をしたりした。アルバイト

は、専門店やスーパーマーケットでの販売員、巫女、スポーツジムなどを経験し、1，2年生の時期には8～9万
円くらいの収入を得て、好きなものが買えた。インターンシップなどもした。オープンカレッジにも参加し、
TOEICやコーチングなどの講座を受けた。学校に来て、友人と話をし、授業に出て、友人とご飯を食べたりし
た。1年時の夏に、1カ月オーストラリアに語学留学した、また1年時の冬にも、東南アジアに1カ月滞在し異文
化を体験した。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

まだ、卒業して2年しかたってないので、よくわからないが、在学中にできた友人や先生方とは良い関係が
続いている。人間教育というかどういう人間になりたいのかということについて、先生や先輩との関わりの
中で気付いた。じゃあ、私はこうしてみたいと思って、自分を振り返ることができた。この大学は、自分の子ど
もにも薦められる大学である。
卒業生で活躍している人をみたり、いろいろな先輩に会う機会があったりすると、こういうところで、こん

な風に働いているということがわかる。身近な先輩を見て、私にもできるかもしれない、チャンスがあるかも
しれないと思った。卒業生が、憧れの企業で活躍していることなどが具体的にわかると勇気をもらう。モデル
がないと憧れる人材に届くか届かないかを想像しづらいが、モデルがあると、自分の努力によっては可能性
があるかもしれないと思うことができ、一歩を踏み出す力となる。
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表 2ー 2  Ｂ氏（20 代）のインタビュー結果
「授業、アルバイト、海外研修など充実した学生生活を過ごしたＢ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

2007年3月 人間関係学部・人間関係学科卒業

現在の職業・活動など

会社員（工作機械メーカー）、人材開発課、採用チームに所属

①経歴（卒業から現在までのライフコース）

大学卒業後、企業に入社し、総務課に配属となった。半年後、人材開発課へ異動となり、現在に至っている。
新卒の採用やパートタイム労働の採用を担当している。現在の具体的な業務は、大卒採用のＨＰサイトの運
営、会社説明会の開催などである。

②大学・学部への進学動機

高校時代には心理学や人間関係に関心があり、それらに関する学部を志望していた。国公立大を志望して
いたが受験勉強をがんばったとは言えず、不合格となった。そこで、センター利用入試で合格した私立大学の
なかから、家族と相談し、大学・学部を選択した。特に父親が女子大学に行ってほしいと思っているような印
象を受け、それにしたがって進学を決めた。

③当時の学生生活

入学前は「お嬢様大学」のイメージが強かったが、入学してみると意外に自分のような一般家庭の子女が多
く、素直でやさしい人が多いというのが率直な印象だった。通学時はカジュアルな服装が多く、メイクも必要
最低限のナチュラルメークだった。部活（ラクロス）の帰りはジャージで帰宅することもあった。昼食は母親
が作ってくれた弁当が大半で、それ以外は学食で弁当を購入し、教室で友人と食べていた。2年生まで部活中
心の学生生活だったが、他にもやりたいことがあり退部した。授業のない平日や休日は、アルバイトに勤しん
だ。居酒屋での接客、ナゴヤドームでの弁当売り、愛知万博、水族館での土産ショップ店員などのアルバイト
をして、貯まったバイト代で旅行に行った。3年生で学部の海外研修（シドニー研修）に参加し、海外旅行に目
覚め、オーストラリア、韓国、カンボジアなど時間があれば出かけた。音楽好きな仲間とバンド活動を楽しみ、
現在も続けている。学生時代は好きなことややりたいと思ったことをやってかなり満喫したので、やり残し
たことはないという感じがする。
宴会などの場で大学名と言うと、歓声があがることがあり、女子大に通っていることを意識した。女子大と

いうことで、着替えが楽にできたり、周りを気にすることなくガールズトークを楽しんだりした。いわゆる
「女子同士のいざこざ」みたいなものはなかった。

授業はほとんど講義形式で、積極的な学生ほど前の席に座っていた。大教室になると私語も多少あったが、
全体的にはしっかりと授業を受けていた印象が残っている。また、ケースメソッドのような少人数の授業は、
より興味関心のある分野を選択しているためか、みんな積極的に授業に参加している様子だった。授業では、
演習（椙大サバイバル研究）、子ども論、ケース（障害者雇用に関する授業）などが印象に残っている。また、自
分たちに身近な問題として、女性に関する学問が深く学べたように思う。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

演習（「椙大サバイバル研究」）で学んだ企画力、自分で考え実践することは、何となく今の仕事に通じるも
のがある。
まだ、卒業して間もないけれども、この大学で学んだことは今後女性として生きていく上で活かされてく

るのではないかと思っている。
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表 2ー 3  Ｃ氏（30 代）のインタビュー結果
「4度目の就職で、いま、子育てと両立できる在宅専門職を得たＣ氏」

卒業年月、卒業学部・学科（大学院修士課程修了年月、修了研究科・専攻）

1999年3月 生活科学部・食品栄養学科卒業
（2001年3月 生活科学研究科・食品栄養科学研究科修了）

現在の職業・活動など

在宅栄養士（栄養指導、食育の講師など）

①経歴（卒業から現在までのライフコース）

大学院修了後、学内関係者の薦めで食品メーカーに勤めたが、大学で学んできたこととのギャップや、人間
関係の難しさから2年余で退職した。その後、大学のキャリアサポート室へ行き、大学病院の研究室（秘書兼技
術職員）を紹介され、再就職した。ここでは、検査値の入力作業など、大学で学んだ知識を基にして業務に当た
ることができた。また、医療事務にも興味をもち、楽しく勤めることができたが、結婚を契機に、2時間かけて
の通勤が難しくなり、結局、3年弱で、退職することになった。
大学病院の研究室を退職後、間もなく妊娠した。その後、切迫流産となり、当時、応募・採用されていた県の

食品表示ウォッチャーを辞退することになった。また、医療事務講座も受講中であとは試験を残すのみであ
ったが、一旦受験をあきらめた。医療事務の資格は、長女を無事出産後、6か月を経て受験し、合格することが
できた。
長女が1歳になったころ、託児所へ子どもを預け、職業訓練でパソコンスキルを学びながら、就職活動をし

た。取得した医療事務の資格を活かして、近所の病院の受付に採用され、勤務を行う傍ら、先生が行う栄養指
導の様子を学んだ。その後、栄養士会の勉強会で知人になった人の紹介で、現在勤めている会社と契約し、念
願の栄養指導の仕事に就くことができた。すぐに2人目の子どもを妊娠したが、上司の理解を得て、仕事を継
続することができた。
次女の出産後は、「在宅栄養士」として仕事を開始した。その後、1年8ヶ月を経て、食育の講師の依頼も受け

るようになっている。今後は、正社員になりたいと考えている。

②大学・学部への進学動機

中学校、高等学校もこの大学の併設校であったため、そのままの流れで、本学へ進学した。学科の選択にお
いては、食べることが好きであったことと、理系科目が得意で、特に化学の実験などが好きであったことか
ら、食品栄養学科を志望した。
また、大学院に関しては、学部卒業時に就職の機会が得られなかったことから、さらに専門的な知識を積ん

で、2年後の就職に備えようと、学部の上にある大学院研究科へ進学することにした。

③当時の学生生活

当時のこの大学や学園は、「お嬢様学校」というイメージで、中学から大学院まで12年間通ったが、華やかで
馴染めないと感じた。授業では、大学院進学の動機づけともなった解剖生理学や、家事労働、ジェンダー、家族
の生活設計などについて学んだ生活経営学などが印象に残っている。大学時代は、授業、部活、バイトに明け
暮れた。最も忙しかった大学2年のころは、朝7時に起床し、家族の弁当をつくってから登校、夕方、授業が終了
したあとは部活（合唱部）を行い、帰宅後、曽祖母の世話（介護）をした。休日はコールセンターや家庭教師のア
ルバイトを行い、大学院進学の費用などを貯めた。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

卒業後、食品栄養学科で学んだ専門的な知識や栄養士の資格を職業として活かすことを希望し続けてき
た。転職を重ねるなかで、大学病院研究室における検査値の入力作業や、現在の仕事（栄養指導や食育の講師）
において、それらを活かすことが叶えられている。
また、家庭生活においても、子どもたちの離乳食づくりなどにおいて、大学で学んだ知識やスキルを活かす

ことができた。



Journal of Sugiyama Human Research 2011 117

「女性論」プロジェクト研究報告

表 2ー 4  Ｄ氏（30 代）のインタビュー結果
「青年海外協力隊の活動に参加し、現在、韓国にてウェブショップを立ち上げたＤ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1998年3月卒業（文学部・英語英米文学科）

現在の職業・活動など

ウェブサイトショップの経営（鞄の製作・販売）

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

1998年4月から1学期間、市立中学で非常勤講師を務めた。また、同年の9月からは、総務庁東南アジア青年の
船に、3か月間参加した。その後、アルバイトをしながら勉強し、1999年7月から1年間、母校の大学の附属幼稚
園で助教諭を務めた。
さらに、2000年9月から2002年12月の間、青年海外協力隊の村落開発普及員として、バングラデシュで暮ら

した。帰国後、2003年4月より母校の大学に併設している高等学校の非常勤講師となり、2004年4月からは、教
諭として同校に勤務した。
2007年3月には母校の教諭の職を辞し、同年5月、夫の仕事の都合で渡仏した。その後、2010年から1年間は上

海駐在した。また、2011年からは韓国に在住している。10月に自身の鞄ウェブサイトショップを立ち上げ、現
在に至っている。

②大学・学部への進学動機

女子大で勉学に専念できると思い、この大学を選んだ。とくに当地では歴史のある女子大であることや外
国語の授業が充実していたことから、文学部の英語英米文学科への進学を決めた。

③当時の学生生活

大学に入学して驚いたことは、当時の英語科はこの大学の併設高校からでもトップクラスの人が来ていた
ようで、かなり学習熱心な人が多かったことである。英語のクラスでは最前列を陣取り、英語がかなり話せる
人が多かったので驚いた。授業を決める際にも迷わず、友達と相談することもなく自分自身で決めている様
子だったので、公立高校から来た私は併設高校出身者の自立ぶりにショックを受けた。授業の様子は、一般教
養については真面目に受ける学生が多いとはいえなかったが、英語の授業に関しては出席も厳しかったの
で休む者はいなかった。しかし活発に発言する人はまれにしかいなかった。留学から帰って来てから冷静に
回りを見たが、併設高校出身者を除けば、やはり発言することに慣れていない人が多いと思った。英語以外で
は、歴史とは何かを教えてもらった「西洋史」の授業が印象深い。
英語の勉強に力を入れ、大学以外でも、英会話を習っていた。また、休日には、デートを楽しんだり、アルバ

イトをしたりした。アルバイトでは、家庭教師、イベントコンパニオン、コンビニ店員などを経験した。大学に
は「お嬢様学校」のイメージがあり、化粧品やファッションにも関心をもっていた。初めはハイヒールをはい
て「綺麗系」のファッションをしていたが、次第にカジュアルになった。また、友達とバーベキューをしたり、
安くておいしいレストランや居酒屋でおしゃべりしながら食事をすることが楽しかった。
「女子大」に通っていることを意識したのは、コンパやサークルの誘いが多いと感じたときである。また、図
書館が夕方5時か6時までしか開いていなかったことが残念で悲しかった。「女子大」は勉強に集中でき、就職
室や事務局のサービス、また教授の学生への対応もきめ細やかでよかったが、保守的で人との交流が限られ、
毎日刺激が少なかった。

④ 学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

良くも悪くも、この大学での4年間が平穏すぎたので、外の世界へ出たいと思うようになった。また、友人は
数人ではあるが、現在もつながっている。
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表 2ー 5  Ｅ氏（40 代）のインタビュー結果
「初職では初の既婚従業員として勤務、現在はボランティア活動に励むＥ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1987年3月 短期大学部・文学科（国文専攻）卒業

現在の職業・活動など

専業主婦・絵本の読み聞かせのボランティア活動

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

大学卒業と同時に、大手電器メーカーの商品を取り扱う商社に入社した。就職活動では、「男性従業員比率
が高いこと」「勤務地が名古屋の中心地であること」を重要視していたので、思い通りの就職先に入社するこ
とができた。男性の高比率を希望したのは、中学校から大学までずっと女性ばかりの環境だったので、仕事で
はこれまでとは異なった環境に行きたかったためである。仕事の内容は、男性の営業職をサポートする事務
職だった。メール・携帯電話のない時代なので、ポケベルで営業職とは連絡をしていた。仕事は忙しかったが、
バブル景気もあり、楽しく過ごしていた。
23歳で結婚、当時社内では寿退職が慣例だったが、「辞めたくない」と上司に相談し、平成元年に社内で初の

既婚従業員となった。その後バブルが崩壊し、会社の雰囲気も既婚者から順に退職を促す雰囲気もあり、5年
間の在職の後、退職した。
その後、30歳で第一子を、33歳で第二子を出産した。末子が幼稚園に行くようになった頃、子育てが落ち着

いてきたので、何かしたいと思っていた折、恩師がオープンカレッジの講師をしている事を知り、講座を受け
に行った。その講座の受講経験から、「日本語の美しさ」「朗読を聞く心地よさ」に改めて気付き、地域での絵本
の読み聞かせの活動に参加するきっかけとなった。現在の読み聞かせのメンバーは15、6人程度、小学校2校、
幼稚園1園で月に数回、朝の時間に活動を行っている。活動は7年続いている。

②大学・学部への進学動機

将来の進路を検討しはじめたのは、高校2年生の頃だった。親や高校の教員から、「女性が四年制大学に行っ
たら就職はない」と言われていた時代で、特に親は、「女の子は25歳までに結婚」という考えだった。自分とし
ては、中学・高校時代から、学校でも家庭内でもこのような考えが当たり前だったので、自然な流れで就職を
考えるなら短大へ進学しようと思った。高校時代の成績は優秀だったので、当時人気のある専攻を選ぶこと
ができた。

③当時の学生生活

大学の講義は、40人程度の少人数クラスが多く、真面目な雰囲気でゆったりと授業を受けていた。授業のな
かで印象に残っているのは、「源氏物語を読む」である。レポート課題が原稿用紙100枚という授業もあった
が、その課題もきちんとこなした記憶がある。教員免許取得のため、月曜日から土曜日まで授業は詰まってい
て忙しかったが、急に1コマ空きができたらリフレッシュに映画を観に行って、まだ講義に戻ってくるなど、
時間を有意義に使っていた。サークル活動もしたかったが出来ず、アルバイトも春休みにしか出来なかった。
学校帰りには、週1回程度、ディスコに行き、合コンに誘われることも多く、おしゃれな服装で通学していた。
卒業旅行はハワイ旅行が流行していた。
他の女子大生と比べると、当時のこの大学の学生は、地味でもなく、特別にお嬢様風でもなく、ちょうど中

間くらいの雰囲気で、自分自身の考え、自分も持っている人が多かった。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

学生時代は知識を得ることが中心だった。大学を卒業して十数年ぶりにオープンカレッジに参加し、改め
て学ぶことで学生時代には気付かなかった日本語の美しさや、朗読の心地よさなどに気づけるようになっ
た。気づけたのは、学生時代の下地があったからだが、こうした事が本来の“学び”ということなのだと気付
き、現在のボランティア活動につながっている。
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表 2ー 6  Ｆ氏（40 代）のインタビュー結果
「時代に先駆けた視点と専門性を活かし、キャリアアップしているＦ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1983年3月 短期大学部・文学科（英文専攻）卒業

現在の職業・活動など

会社員（教育・コンサルティング会社）、法人・個人向け研修講師、コンサルなど

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

 大学卒業と同時に、大手パソコンメーカーのソフトウエア開発会社に入社した。きっかけは、学生時代に
経験したパソコン展示会でのインストラクターのアルバイトだった。そこで初めて触れるパソコンに強い興
味・関心をもったことで、この業界に入社することに決めた。入社時は事務職として配属されたが、たっての
希望で翌年の夏にはOAのショールームに部署異動があり、その後27歳で結婚退職するまで、インストラクタ
ーとして勤務を続けた。結婚退職については、会社側から就業継続を考えて欲しい、勤務体制については時短
なども検討するから、と強い誘いがあった。それまでインストラクターで既婚女性がいなかったので、会社と
してもロールモデルを作りたいという思いがあったのではないかと感じた。しかし当時は、「結婚したら辞め
たい」「結婚したら正社員では働かない」と決めていたので、そのまま退職した。
退職2カ月後には派遣会社に登録し、派遣社員として働き始めた。これまでの経験を活かしてIT講師として

勤め、35歳で、同じ派遣社員として働いていた仲間5人と共同出資し、起業した。それまでの培ってきた人脈を
活かし会社を運営していたが、39歳の時に、同じような業務をしている他社へ転職をした。
転職した2002年当時はITブームが去り、IT関係の仕事を継続するのは難しいと感じた。そこで、転職先の会

社で業務内容を「コーチング」に刷新し、新しい講座のカリキュラムを開発し、自らも講師として指導を行っ
た。IT関連の講師には若さが求められるケースも多く、経験やスキルがそのまま業績に生かされないことも
あり、講師たちはそうした壁にぶつかっていた。しかしコーチング講師は、むしろ人生経験を積んでいる人こ
そ最適と思われたため、かなり受け入れられやすかった。
転職先の会社では役職者として働いてきたが、2011年の夏に役員からは離れ、新しい事業展開に携わるな

ど、さらにステップアップするため、忙しい日々を送っている。

②大学・学部への進学動機

大学の併設高校の出身で、高校生の頃の夢は「大学生になること」だったので、とにかく頑張って勉強して
いた記憶がある。努力が報われ、推薦で短大の文学科（英文専攻）に進学した。四大もあったが、短大に進みた
いと思っていた。身近な母親や叔母もこの大学の出身だった。

③当時の学生生活

授業、部活（映画研究部）、アルバイトで毎日楽しく学生生活を送っていた。授業は、20人くらいの学籍番号
順に分けられたクラスで受けるので、非常に仲良くなり、仲間意識も強かったと思う。受講態度はまじめだっ
た。印象に残っているのは、ネイティブの授業である。また１年時に参加した一泊二日の校外授業では、教員
と有志だけで参加するもので、英語のみでの二日間が新鮮で、印象に残っている。
当時、髪型は「聖子ちゃんカット」で、洋服はサーファースタイル、ブランドバッグを持ち、ディスコに通う

のが定番だった。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

学生時代は女性中心の生活だったので、女性の良い面も悪い面も見てきた。良い面として、思い切りが
いい、チャレンジ精神がある、勤勉などがあると思う。現在、研修会社の講師として活動する自分にとっ
て、学生時代の体験は非常に役立っている。また、自分が社会人として仕事を始め、男性中心の社会に入
った際の苦労の体験から得たスキルや対処法を、今から活躍する女性達に伝えることができるので、今後
も女性の持っているパワーや可能性を引き出すことをミッションとして活動したい。
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表 2ー 7  Ｇ氏（50 代）のインタビュー結果
「添乗員の夢を追い続け、いま、派遣会社を経営するＧ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1981年3月 文学部・英文学科卒業

現在の職業・活動など

会社経営（ツアーコンダクターなどの派遣会社）

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

大学時代の海外旅行がきっかけで、将来、添乗員になりたいと強く思うようになったが、当時は、女性の添
乗員は考えられない時代であったため、卒業後は、その夢を抱きながらも、大手証券会社の不動産部へ嘱託職
員として入社した。しかし、会社では、正社員雇用ではなく将来的な不安もあり、1年程度で退職することにな
った。その後、学生時代にアルバイト経験のあった全国展開の学習塾で英語を教え始めたが、10名前後の生
徒では仕事にならず、ほかの仕事を考えてとき、新聞で、添乗員を募集していることを知り、面接を受けて合
格することができた。初めは国内旅行を中心にハードな仕事もこなし、やがて、中堅クラスとして海外旅行の
添乗も行うようになった。しかし、名古屋での東南アジアを中心とした仕事には、次第に物足りなさを感じる
ようになり、もっと幅を拡げたいと考えるようになった。そこで、大手旅行会社名古屋支店の上司の推薦を得
て、大阪支店の仕事を月2回の「通い」で請け負うようになり、欧州を主体に業界視察やバブル期の世界一周の
添乗なども経験した。
その後、大阪と名古屋の何社かの旅行会社関係者らより、「名古屋に（添乗員の）派遣会社をつくろう」と声

をかけられた。当初は、その方たちと一緒に会社を設立する予定でいたが、結果的には一人で取り組むことに
なった。両親には、娘の結婚費用として貯めていたお金を資本金として出してもらったり、事業を始めるため
の手続きやアドバイスなど、さまざまなサポートをしてもらった。1989年に設立した会社は、添乗員等の人材
派遣やツアーコンダクター養成などを業とし、現在、100名ほどの登録者があり、関連業務も含めて80名ほど
が稼働している。

②大学・学部への進学動機

女性については、当時、四大よりも短大の方が就職率がよく人気があり、当初、父親も母親も女の子が私立
の四大へ行く必要はないと考えており、行くのであれば、短大の英文科ということであった。一方、高校の担
任からは四大を薦められ、将来的には四大にシフトしていく時代の流れを考え、両親も承諾した。自分自身は
化学などの理科系科目が好きで、本来であれば薬学系をめざすところであるが、外を受験し失敗した時のリ
スクを考え、併設する四大の英文科への進学を選択することにした。

③当時の学生生活

当時は、若い女性向けのファッション雑誌である「an・an」や「non-no」が流行していた。ブランド品がはやり
始めた時期でもあり、ニナリッチやピエールカルダンなど、値ごろ感のあるブランド品が学生たちに人気で
あった。「聖子ちゃんカット」でハマトラファッションに身を包み、お洒落をしている学生が多数みられ、まさ
に「女子大学」というイメージがあった。
学生たちは、授業とアルバイトと習い事に勤しんでいた。授業では、現在と変わらず、真面目な学生がいる

一方で、私語や代返などの問題もあった。茶道や華道は、ほとんどの学生が嗜みとして習っており、刺繍や英
会話もはやっていた。文化センターの有名ホテルのシェフによる料理教室に通ったこともあった。大学のヨ
ーロッパ研修で海外旅行に目覚め、アルバイトでお金を貯めては、海外旅行をしていた。アルバイトでは、学
習塾講師、大型スーパー内の薬局やデパートでの子供服販売などを経験した。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

大学での語学の勉強は、添乗員としての職業において、ある程度役立ったとは思うが、当時の語学教育では
英語を十分に話せるようにはならなかった。留学などをして会話力を身につけたかったと、いまになって思
う。当時の友人たちとは、居住地もばらばらとなり近くにいる友人は少ないが、時々食事に行ったり、年賀状
や同窓会などのつきあいは継続している。
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表 2ー 8  Ｈ氏（60 代）のインタビュー結果
「子育てに専念し、その後、さまざまな社会貢献に励むＨ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1966年3月 家政学部・食物学科卒業

現在の職業・活動など

食育ボランティア、民生委員など

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

1966年4月より病院の栄養士として2年間勤めるが、職場の雰囲気が悪かったことなどを理由に退職し、そ
の後家事手伝いをして過ごした。1969年には結婚し、2人の子供を出産した。
子育てを終えてひと段落した頃、社会に対して自分にできることはないかと考え、1987年より大学の同窓

会の手伝いをすることになった。2006年からは自分自身の経験を生かし、市の食育ボランティアを務め、小さ
な子どもを抱える母親の子育て相談や小・中学生の料理体験などの活動を行ってきた。また、民生委員を始
め、独居老人へのお話会やレクリエーションなどを企画している。たいへん多忙であるが、現在、こうした活
動を楽しみながら、毎日を過ごしている。

②大学・学部への進学動機

兄が大学受験でたいへんな思いをしたことから、大学までつながっている中学を受験することにした。そ
の際、父親が女性には情操教育が必要と考えたことから、この大学の併設校を選択した。また、大学受験の段
階で家政学部を選んだ理由は、小学生の頃、土曜日に父母の帰りが遅かったため、「好きなようにやっていい
よ」と夕食作りを任され、食物領域に関心をもったことによる。高校生の頃、初めは料理研究家になろうかと
思っていたが、栄養士が足りないとのことだったので、栄養士への就職を考えながら食物学科を選択した。

③当時の学生生活

当時の大学は「お嬢様学校」というイメージはあったが、のんびりしている中にも荒れた学生もいた。また、
一般的には女性の就業意識は高くなかったが、この大学では仕事を持とうと志している学生が多かった。半
数の学生が就職するという状況で、勉強に前向きな学生が多くみられた。1限から4限まで授業があり、平日の
大半を勉強に費やしていた。休日はほとんど外出せず、ためていた新聞をまとめて読んだり、趣味のフランス
刺繍をしたりしてした。習い事は、書道や茶道に通っていた。3年間、小学校5年生の家庭教師のアルバイトを
していたが、周囲にはアルバイトをしている人はあまりいず、書店で働いている人が少しいる程度だった。
学生生活で楽しかったことはユネスコクラブの活動である。もともと高校生の頃までは控えめでおとなし

い生徒だったので、自分の考えを外へ出せるようになりたいと思った。ユネスコクラブでは、自分の意見を積
極的に表現しなければ他人に自分のことを分かってもらえないため、自分をアピールして表に出したいと考
え、入部した。
大学時代のファッションは地味で、ブラウスにスカートという姿で、勉強道具が入った大きなカバンを持

っていた。色使いも白、紺、薄いブルーやクリーム色などだった。
女子校、女子大では、異性の目がないため、抑止力がなく、やりたい放題になってしまうこともあるが、ゆっ

たりとおおらかに過ごせるところは利点であると感じた。共学だと、男子に負けないように勉強したりする
など、のんびりできなかったのではないかとも思う。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

学生時代に学んだことで、その後の人生に生かされているのは、「良妻賢母」の精神である。「良妻賢母」は大
学を創設した先生の教えにもあり、自然に身についていた。
また、20名のクラスメイトとは、今もつながっている。現在でも宿泊旅行をするなど、気楽で気兼ねない関

係が続いている。
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 表 2 ー 9  Ｉ氏（70 代）のインタビュー結果
「長年、中学校の家庭科教員として勤務し、退職後は自分の時間を楽しむＩ氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1960年3月 家政学部・被服学科卒業

現在の職業・活動など

専業主婦

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

1960年9月に、この大学に併設する中学校で家庭科の教員になった。同時期に公立学校の教員の採用通知が
来たが、併設中学校のほうが先に決まっていたことから、そちらを優先した。中学からの持ちあがりで高等学
校まで担当したこともあったが、基本的には中学校の担当を主に勤務してきた。
その後、60歳のときに退職した。定年は65歳であったが、あとは自分の時間を持ちたいと考えて、早期の退

職を決意した。現在は専業主婦として過ごしている。

②大学・学部への進学動機

この大学に併設する高等学校の出身であったため、そのまま大学へ進学することにした。当時は家政学部
だけであったが、家政学部では家庭科の教員免許を取得することができたため、高校の頃から教員になりた
いと考えていた私は、迷わず、この大学・学部を選択することにした。

③当時の学生生活

この大学はとても家庭的で、人間味があり、おもしろかった。また、いじめもなく、弱いところは助け合うこ
ともあり、とても良かった。
実習で、街中の資生堂2階を借り、色彩カードを持って、行き交う女性たちの服装チェックを定期的に行う

ということがあった。実践に即しており、楽しかった。また、若い男性の教員に騒いでいたこともあったが、不
真面目に授業を受けていたことはない。みんな講義を真面目に受けていたが、ちょっとした遊び心もあった。
昼食には弁当を持参していた。多くの人が弁当で、大学には牛乳とパンを売っている購買があるだけで、食

堂はなかった。外に食べにも行かなかった。
在学中、茶道と華道を習っており、習字も1年間やっていた。周りの学生は、流行を追っている生活スタイル

ではなかったが、私は被服科にいたので、ファッション系の雑誌はよく見ていた。また、音楽を聴くことが好
きで、地元でのクラッシックコンサートにも出かけていた。
当時、この地域の3大私立女子大学ののなかで、「結婚するならS大」と言われていた。女子大学のなかでも生

活感があり、堅実なタイプという印象があったためではないかと思う。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

教員時代に大学から教育実習生が送られてきたが、実習生の指導を通して、いまでも出身大学と中学校と
をつなぐ役割をはたしているように感じた。
また、卒業生18人を中心に、今でも、毎年同窓会を行っている。全員が参加できるわけではないが、みんなに

会うことが楽しみである。その中で仲良しだった5人グループ（現在は一人死亡してしまった）で、毎年温泉旅
行にも行く。これは女性のみの旅行で、その年にあった出来事など、いろいろな話をすることもでき、いまの
自分にとって、楽しく、癒しの場となっている。同窓生は大切な仲間であり、これからも関係を継続していき
たい。
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表 2－ 10  Ｊ氏（80 代）のインタビュー結果
「創成期の女子大学で学び、43 年間、大学で食物学の教員を続けた J氏」

卒業年月、卒業学部・学科

1954年3月 家政学部・食物学科卒業

現在の職業・活動など

専業主婦、（元同窓会長）

① 経歴（卒業から現在までのライフコース）

1954年卒業後1958年3月まで助手として母校の大学に勤務し、退職後、自宅で料理教室をはじめた。1960年
からは、市内にある、別の私立短期大学の専任講師となった。その後、途中非常勤講師になったりしながらも
職を続け、教授として定年を迎えるまで継続勤務した。
大学2年の時に地元の静岡から大学のある名古屋に戻る汽車の中で、東京からの帰省途中であった名古屋

出身の男子学生と出会い、学生時代から7年間交際した後、1961年に結婚した。出産・育児期は、非常勤講師と
して職業と子育ての両立をはかったり、親族や自宅の料理教室の助手の方々の手もかりながら、2人の子ども
を育てた。近年は、母校の大学の同窓会長をつとめていた。

②大学・学部への進学動機

静岡の田舎で学童期を過ごしており、都会の大学に行ってみたいと思っていた。姉たちは東京で医者をし
ていた伯父の家から通学していたが、当時、東京は焼け野原で、伯父たちも疎開していた。そこで名古屋にい
た叔母が、名古屋にある2つの女子大学を勧めてくれたので、いずれかを目指すことにした。2つの女子大学の
うち、この大学を選んだのは、姉の友人の有名なスケート選手の出身大学であったからである。一方、高校か
らは、国立の奈良女子大学を勧められ、名古屋からの疎開組の友人は、そちらへ行ったが、私は、特に学者にな
りたかったわけではなかったので、好きな食物のことを学びたいと思い、この大学の家政学部・食物学科を選
んだ。一方、叔母からの紹介ではあったが、叔母の家は医者で、使用人と子どもが大勢いたので、寮にはいるこ
とにした。寮にはオリンピックの金メダリストの卒業生の名声で、水泳部、陸上部の学生が沢山いた。

③当時の学生生活

大学での授業の様子は、少人数でアットホームであり、皆、まじめで一生懸命勉強し、さぼったりはしなか
った。寮生は特にまじめだった。常に今のリクルートスーツのような服で通学していた。中には華美な服装の
人もいたが、ほとんどの人は質素・清潔を旨としていた。
寮で弁当を作ってもらい、それを持参していた。焼き秋刀魚がご馳走というぐらいの質素なものだった。休

日はほとんど寮にいたが、ときどき同級生のスポーツ観戦・応援に出かけた。琴やピアノのお稽古をしていた
友人の発表会に行くこともあり、たまには映画にも出かけた。皆でおしゃべりをしたり、料理を作ったりする
ことが楽しかった。そんな楽しいことがいっぱいあった学生生活だったが、臨地訓練はとても大変だった。

④学生時代の学びや人間関係がその後の人生や現在の生活にどう生かされたか

大学時代、ご夫婦で教鞭をとられていた先生方の授業は大変印象に残っている。お人柄、お二人の関係の平
等性・対等性、実践的な指導が後の生活に影響したと思う。また、大変だった臨地訓練も、その後の仕事にとて
も役に立った。寮生活では、友人同士深入りし過ぎない程度の人間関係を保つことが大切だということを学
んだ。大学では先生と学生の関係が良好であり、その後同窓会長をしたということもあり、いまだに当時の同
級生との関係は続いている。
大学での学びは、その後の人生に直接的にも間接的にも生きていると思う。卒業後もずっと仕事を続けた

いと思っていたし、それも栄養学にかかわる先生になりたいと考えていたので、思い描いた通りの人生を過
ごてきた。人に支えられ助けられてここまでこられたと思う。
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２）女子大学卒業生のライフコースとその背
景

20 ～ 80 代の卒業生のライフコースを、戦
後の経済・女性政策の推移や、大学の学部設
置状況と併せて図示すると、図 1 のとおりで
ある。

Ａ～Ｊ氏の卒業後のライフコースは、主に
常勤的勤務、非常勤的勤務、社会的貢献活動に
従事する期間などから構成され、途中から起
業した人（Ｄ氏、Ｆ氏、Ｇ氏、Ｊ氏）も少なくは
ない。卒業直後には、常勤的勤務に就いた人が
ほとんどであるが、初めの仕事をそのまま長
期的に継続できたのは、20 代の卒業生（Ａ氏、
Ｂ氏）を除けばＩ氏 1 人であり、総じて、女子
大学を出て専門的な知識を身に付けた女性が、
初職を貫き通したケースは多くはないことが
わかる。なお、初職の常勤的勤務が途絶えるき
っかけは、必ずしも結婚（Ｆ氏）や出産による
わけではない、その理由は、戦後の高度成長期
においても、近年においても、むしろ職場の問
題（Ｃ氏、Ｅ氏、Ｈ氏）や、起業や社会貢献活動
などの自己実現（Ａ氏、Ｄ氏）のためであるケ
ースがいくつもみられる。ただし、Ｃ氏のよう
に、子育てのために、出産後の再就職は非常勤
職となったり、Ｄ氏のように、その後、パート
ナーの海外転勤に同行するために教諭の仕事
を辞めたり、Ｈ氏のように、寿退社を拒否して
社内初の既婚従業員となりながらも、会社の
経営が厳しくなり既婚者から順に退職を促さ
れる雰囲気のなかで、ついに会社を辞めてし
まうなど、結婚や出産・子育てが、間接的に仕
事の継続に影響を及ぼしていることは言うま
でもない。

次に、転職や起業、無職からの再就職などの
頻度に注目すると、現在、30 代半ばから 50

代前半の卒業生は、Ｅ氏を除き、そのキャリア
が変化に富んでいることがわかる。これらの
卒業生は、国際婦人年以降、女性の人権や就労
問題などに社会的関心が向けられ始め、1985
年には男女雇用機会均等法が、1991 年には
育児休業法が制定され、1999 年には男女共
同参画社会基本法の成立をみるという一連の
女性就労推進施策が整備された期間に、女子
大学である本学を卒業した人たちである。こ
の期間には、大学においても学部数が増えた
り、大学院家政学研究科（1999 年度より生活
科学研究科）の修士課程ができていることか
らも、女子大学を目指す若い女性たちの志向
が多様化したり、高い専門性を求める学生が
出てきたことが推察される。卒業生のなかに
は、女性の添乗員は考えられなかった時代に、
添乗員になるという夢をあきらめず、3 度の
転職の末、欧州の業界視察や世界一周旅行を
手掛ける添乗員の職を得、さらに添乗員を派
遣する会社を起こしたＧ氏や、大学院を修了
したのち、4 度目の就職で、ようやく子育て
との両立が可能な、念願の栄養指導の仕事（在
宅栄養士）を得たＣ氏などがみられる。彼女た
ちのライフスタイルの特徴は、職業における
男女の不平等な状況を克服したり、あるいは
性役割と自己実現を両立させるために、力強
く、粘り強く、一方で柔軟な思考をもちながら
努力を重ねた結果として、自らチャンスを引
き寄せたところにある。それはまた、良妻賢母
の育成から自立した有職女性の養成へと、教
育目的を移行させつつあった女子大学が目指
した女性像と一致しているようにも思われる。

このほか、女子大学の卒業生のライフコー
スにおいて注目すべき点は、社会的活動期間
にみられる。Ｅ氏とＨ氏は、常勤職を退職し、
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図 1. 女子大学卒業生のライフコースとその背景
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無職の子育て期間を経て、地域のボランティ
ア活動に長期間にわたり従事している。40
代の短期大学部・国文学科卒業生のＥ氏は、
大学のオープンカレッジの受講をきっかけに
絵本の読み聞かせを行い、60 代の家政学部・
被服学科卒業生のＨ氏は、食育ボランティア
や民生委員を行っている。いずれも、大学時代
に学んだ専門性を活かした社会貢献活動であ
る点が興味深い。また、30 代の文学部・英語
英米文学科卒業生のＤ氏も、大学で学んだ語
学を活かし、青年の船や青年海外協力隊の活
動に参加してきた。

一方、Ｅ氏のライフコースは、女性がリカレ
ント教育を通して新しいライフスタイルを見
出した良い事例でもある。Ｅ氏は、これについ
て「大学を卒業して十数年ぶりにオープンカ
レッジに参加し、改めて学ぶことで大学時代
には気付かなかった日本語の美しさや、朗読
の心地よさなどに気づけるようになった。気
づけたのは、学生時代の下地があったからだ
が、こうしたことが本来の “ 学び ” というこ
となのだと気づき、現在のボランティア活動
につながっている。」13）と述べている。また、4
度目の就職で在宅栄養士となった C 氏は、地
域の医療事務講座を受講して資格を取得した
のち、これを活かして病院に勤務し、そこで医
師による栄養指導の様子を学びながら、一方
で、栄養士会の勉強会にも参加し、そこででき
た知人の紹介で現在の職業を得るなど、積極
的な学習活動が、目標の実現に結びついたこ
とがわかる。

以上のように、女子大学卒業生のライフコ
ースからは、戦後の女性政策の発展期を中心
に、就職・退職・再就職・起業などの変化の
多いキャリア形成過程と粘り強く性役割を克

服しようとしたチャレンジ精神をみることが
できた。また、時代にかかわらず、大学で学ん
だ専門的知識を社会貢献活動に活かすという
生き方や、生涯学習による学びによってライ
フスタイルやキャリアの転換をはかった事例
をとらえることができた。
３）女子大学卒業生の大学・学部への進学動

機
Ａ～Ｊ氏が、当時、大学・学部へ進学するこ

とを決めた動機について、時代背景と併せて
整理すると、図 2 のとおりとなる。ここでは、
進学動機に関わる要素を「事項」と「人」と「関
心があった分野」の 3 つに分けてとらえるこ
とにした。また、要素間の関係性を矢印で示し
た。

大学・学部への進学動機に関わる事項をみ
ると、①併設高校の出身であったこと（高校
から推薦を受けたこと）、②女子大学であっ
たこと、③短期大学であったこと、の 3 つが
複数の卒業生に共通する特徴である。私立大
学では、併設高校や附属高校からの学内推薦
の仕組みがあることが一般的であるが、ここ
でも 10 名の卒業生のうち 5 名（Ｃ氏、Ｆ氏、
G 氏、Ｈ氏、Ｉ氏）が「併設高校から大学へ
進学した」と回答している。該当者の年齢は
30 代から 70 代まで幅広いことから、併設高
校に通っていたことが女子大学進学のきっか
けとなるという傾向は、時代を超えて共通す
るものであり、高校時代から育まれた学園へ
の愛着と受験勉強を回避できることが誘因と
なって、強い進学動機が形成されるものと考
えられる。一方、進学動機に「女子大学であ
ること」を挙げたのは、20 代、30 代の若い
世代（Ａ氏、Ｂ氏、Ｄ氏）である。戦後まも
ない時期の卒業生にとっては、むしろ女性が
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注：各卒業生の進学動機に関わった事項、人、関心分野は、インタビュー情報のみに基づいているため、実際の状況のすべてを反映していない場合がある。

図２．大学・学部への進学動機に関わった事項、人、関心分野
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共学の大学へ進学するという選択肢はほとん
どなかったことから、あえて女子大学を「選
んだ」という意識はなかったのかもしれない。
女子大学であることを進学動機に挙げた卒業
生たちは、「女子大学で勉強に専念できると
思った」「東海地方で歴史のある女子大のた
め」（Ｄ氏）、「父親が女子大学へ行ってほし
いと思っているような印象を受けた」（Ｂ氏）
と話している。また、短期大学への進学率が
4 割近くに達していた 1980 年代前半に短期
大学部へ進学した 2 人の卒業生は、いずれも

「短大であること」が進学動機になったとし
ている。Ｅ氏は「女性が四年制大学に行った
ら、就職はないと言われていた時代だった」
とし、「就職を考えるなら短大へ進学しよう
と思っていた」と述べた。最終的に四年制の
文学部・英文学科を選択したＧ氏も、「女性
については、当時、四大よりも短大の方が就
職率がよく人気があり、当初、父親も母親も
女の子が私立の四大へ行く必要はないと考え
ており、行くのであれば、短大の英文科とい
うことであった」と話している。このように、
男女雇用機会均等法の制定と前後する時代に
おいてなお、女性が大学へ行くのであれば、

「短大を出て一般事務職に就職し、結婚退職」
という性役割を肯定的にみる社会的風潮があ
ったことが推察される。一方、最近の卒業生

（Ａ氏）は、「働くための勉強がしたい」とい
う思いや「就職率」によって、大学・学部を
選び、実際に総合職への就職を果たしている
ことから、この 20 数年間で、女子大学に期
待される役割は大きく変化したことが理解さ
れる。このことは、進学動機として語られた

「関心のある分野」をみても分かる。卒業生
たちの「関心のある分野」は、図１でみた大

学の学部設置の推移と連動しながら、さまざ
まな分野へ拡がりをみせている。

次に、Ａ～Ｊ氏の大学・学部への進学に影
響を与えた人についてみると、①家族と②（高
校の）先生、に分けてとらえるができる。「家
族」（家族の一部、親族を含む）を挙げた者は
10 名中 5 名に及び、このうち父親に関しては、
上でみたように、性役割の観点などから女子
大学や短期大学を推奨する立場をとっている。
また、母親や叔母については、Ｆ氏の場合、い
ずれもこの女子大学の出身者である。家族や
知り合いに出身者がいるということは、女子
大学への進学を後押しするようで、女性が大
学へいくことが珍しかった時代にこの大学へ
進学したＪ氏の場合は、叔母が進めてくれた

「2 つの女子大学のうち、この大学を選んだの
は、姉の友人の有名なスケート選手の出身大
学であったからである」としている。一方、

「（高校の）先生」を挙げたのは 2 人に留まって
おり（Ａ氏、Ｇ氏）、今回の調査結果だけからみ
ると、総じて、女子大学への進学に関しては、
先生よりも家族による推奨的言動の方が影響
が大きいことが推察される。ただし、ここでの
調査対象者には併設高校出身者が多いため、
担任の先生から個別に推薦を受けた、という
認識をもつ者は少ないのかもしれない。

以上のように、女子大学卒業生が大学・学
部を選んだ動機については、時代にかかわら
ず併設高校で形成された学園への愛着や、家
族からの推奨などが大きな影響力をもってい
ることが理解された。また、男女雇用機会均等
法が制定される前後の時期においては、未だ
職場における性役割を前提とした短期大学へ
の進学希望が強かったこと、21 世紀に入り
男女共同参画社会の実現をめざす時代背景の
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なかで女子大学へ進学した卒業生にとっては、
むしろ「女子大学であること」が明確な進学動
機の一つとなっていることなどを推察するこ
とができた。
４）女子大学における学生生活の構成要素と

特徴
20 代から 80 代の本学卒業生であるＡ～Ｊ

氏が、大学に在学した当時の学生生活の様子
をいくつかの構成要素から整理すると、図 3
のとおりである。なお、図 3 には、表 2 － 1 ～
10 に表記しきれなかった個別の詳細な聞き
取り情報についても、可能な限り掲載した。こ
こでは、授業、クラブ活動、習いごと、趣味等

（休日の過ごし方や楽しんだことなどを含む）、
アルバイトなどを活動的要素、イメージ、ファ
ッションを文化的要素として位置づけること
にした。

はじめに「活動的要素」から学生生活の特徴
について考察する。授業に関しては、大学創設
期以来、概ね少人数クラスで真面目な受講態
度であったという評価がなされているが、最
近の卒業生からは「真面目」という言葉はみら
れない。また、私語の問題は、1981 年卒業の
Ｇ氏のコメントのなかで、すでに指摘されて
いることがわかる。印象に残る授業は、実習・
演習形式のものや実用性の高い内容をもつも
のである。クラブ活動については、10 名中 5
名が経験しており、20 代のＡ氏は、大学 1 年
のときに柔道部を設立している。習いごとや
趣味等に関しては、男女雇用機会均等法世代
の前後で、大きな違いがみられる。均等法以前
の卒業生やその友人は、茶道、華道、書道、琴、
ピアノ、料理、フランス刺繍などを習っていた
り趣味としており、いわゆる良家の子女に求
められる作法や教養、良妻賢母に期待される

スキルの習得などのため、さまざまなことに
取り組んでいたことがわかる。これに対し、均
等法以後の世代では、習いごとをしていた者
が少なくなるとともに、その内容も英会話や
TOEIC、コーチングなど、職業生活に役立つ
知識や技術の取得を目指すものに様変わりし
ている。また、趣味等についても、食べ歩きや
買い物など、日常生活の延長にある行動を楽
しむ傾向がみられ、この点も従前とは大いに
異なる。また、海外旅行等の経験も豊かで、特
に 20 代の卒業生は、「1 か月オーストラリア
に語学留学」したり「東南アジアに 1 カ月滞在
した」り、国際交流のボランティアをしたり

（Ａ氏）、「学部の海外研修に参加し、海外旅行
に目覚め、オーストラリア、韓国、カンボジア
など時間があれば出かけた」りするなど（Ｂ
氏）、積極的に海外の文化を楽しんでいる。

アルバイトについては、1966 年に女子大
学を卒業した 60 代のＨ氏以降の世代におい
て経験がみられる。Ｈ氏によれば、「3 年間、小
学校 5 年生の家庭教師のアルバイトをしてい
たが、周囲にはアルバイトをしている人はあ
まりいず、書店で働いている人が少しいる程
度だった」とのことであり、このころが女子学
生のごく一部がアルバイトをするようになっ
た時期であることがわかる。また、その内容は、
初期には家庭教師、学習塾講師などの教育関
係の仕事か、書店、大手スーパー、デパートな
どの一部の販売職に限られていたが、均等法
以降の世代では、イベントコンパニオンや居
酒屋店員、コンビニエンスストアや野球場な
どでの販売、巫女、スポーツジムなど、さまざ
まな業種に拡がりをみせており、若い女性の
アルバイトの機会が次第に多様化していった
様子をうかがい知ることができる。
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図３．学生生活の構成要素と特徴
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　注：各卒業生の進学動機に関わった事項、人、関心分野は、インタビュー情報のみに基づいているため、実際の状況のすべてを反映していない場合がある。
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次に、「文化的要素」について考察する。当地
で女子大学としての長い歴史をもつ本学のイ
メージについては、「お嬢様大学」、「お嬢様学
校」とするものがほとんどを占めているが、初
期の卒業生（Ｉ氏、Ｊ氏）においては、そのよう
なイメージよりもむしろ「家庭的」であるとい
った印象が強かったようである。また、60 代
の卒業生のＨ氏は、「良妻賢母」の教えを大切
にしてしつつも「仕事を持とうと志している
学生が多い」と話しており、いわゆる「職業志
向の良家の子女のための大学」といったイメ
ージがこのころから形成されてきたように思
われる。その後の女子学生にみる職業志向の
高まりは、上にみたとおりであるが、「働くた
めの勉強がしたい」という思いで本学に入学
した 20 代のＡ氏も本学に対して「お嬢様大
学」というイメージをもっている。このことか
ら、女子大学をしばしば形容してきた「お嬢様

（良家の子女）」のイメージは、いまや「職業を
もつ」ことと矛盾しないものとなり、20 代の
Ｂ氏のいうように「（お嬢様大学といっても）
一般家庭が多い」という印象にもつながって
いる。一方、女子学生のファッションについて
は、初期の卒業生は、質素で流行にとらわれな
い清楚な服装で通学していたが、男女雇用機
会均等法制定前後の時期にブランド品に対す
る志向が一気に高まり、以後、流行のファッシ
ョンでディスコや合コンに出かける華やかな
女子大生のライフスタイルが広まっていった
ことが理解される。バブル景気が収束したの
ちも、このような傾向は潜在的に続き、近年の
女子学生にみるブランド志向へと引き継がれ
ているものと推察される。

以上のように、女子大学の卒業生たちの学
生生活の構成要素についてみると、全体を通

して、男女雇用機会均等法制定前後の時期を
境に、その特徴は大きく変化し、「良妻賢母、質
素、家庭的、嗜みとしての習いごと」といった
諸要素が、「働く女性、お洒落、華やか、仕事に
役立つ習いごと、多様なアルバイト」といった
諸要素に替わっていったことが理解された。
また、長く続く「お嬢様大学」としてのイメー
ジも、時代とともに変化し、良妻賢母でありな
がら職業志向をもつ女性から、強い就職希望
をもった庶民的な女性へと推移する傾向をみ
てとることができた。
５）その後の人生に活かされた学生時代の学

びや人間関係と女子大学が重視すべき特
性

学生時代の学びや人間関係がその後の人生
や現在の生活にどう生かされたかについて、

Ａ～Ｊ氏のコメントにみる特徴点を抽出し
たうえで、女子大学が重視すべき特性を整理
すると、図４のとおりである。

多くの卒業生が「その後の人生や現在の生
活に活かされている」と感じているのは、学生
時代の友人との人間関係である。最近の卒業
生だけでなく、60 代、70 代、80 代の卒業生（Ｈ
氏、Ｉ氏、Ｊ氏）のいずれもが同級生等と「今で
もつながっている」「毎年同窓会を行ってい
る」などと答え、長期にわたる楽しく豊かな人
間関係を得たことに言及している。また、併せ
てＩ氏は、恩師である夫妻の人柄や二人の平
等性・対等性などがその後の生活に影響した
とも述べている。人間性に関する学びについ
ては、20 代のＡ氏も「人間教育というか、ど
ういう人間になりたいのかということについ
て、先生や先輩との関わりの中で気付いた」と
している。このように生涯大切にできる人間
関係や人としての生き方を獲得する機会のあ
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ることが、女子大学の提供すべき特性の１つ
と言える。

女子大学の特性にかかわるいま一つの軸は、
多様な学びに関するものである。とくに複数
の卒業生が「その後の人生等に活かされた」も
のとして掲げているのは、キャリア形成と結
び付いた専門的知識である。在宅栄養士をし
ている 30 代のＣ氏は「栄養士の資格」、添乗員
の派遣会社を経営している 50 代のＧ氏は「語
学力」、食物分野の大学教授を務めてきた 80
代のＪ氏は「栄養学」を挙げており、年代を問
わず、大学で得た専門的知識が、その後の職業
において活かされていることがわかる。また、
知識そのものでなく、キャリアモデルとして
の卒業生の姿から学んだものや、演習で鍛え

られた企画力や実践力などが、その後に活か
されたとする若い卒業生もみられる。20 代
のＡ氏は、「身近な先輩を見て、私にもできる
かもしれない、チャンスがあるかもしれない
と思った。卒業生が、憧れの起業で活躍してい
ることなどが具体的にわかると勇気をもらう。
モデルがないと憧れる人材に届くか届かない
かを想像しづらいが、モデルがあると、自分の
努力によっては可能性があるかもしれないと
思うことができ、一歩を踏み出す力となる。」
と話した。他方、女子大学における学びは、キ
ャリアに活かされる専門的知識だけではない。
上でも述べたが、初職を退職したＥ氏が、子育
てが一段落したときに大学でのリカレント教
育によって本来の “ 学び ” に気付き、その後

図 4　卒業生のその後の人生に活かされた学生時代の学びや人間関係と
        女子大学が重視すべき特性
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のボランティア活動につながったという事例
は、興味深い。その背景には、仕事を継続する
ことができなかった女性性に特有の歴史的状
況がある。女性の就労率が高まっているとは
いえ、出産半年後には有業女性の 6 割が無業
となる状況を鑑みれば、女性のライフコース
の多様性に配慮した教育は重要といえる。ま
た、現在、60 代でさまざまな社会貢献活動に
励む H 氏は、「学生時代に学んだことで、その
後の人生に活かされているものは、良妻賢母
の精神である」とはっきりと述べているが、良
妻賢母の現代的な意味を含めた女性教育のあ
り方をキャリア教育とともに考えていくよう
な、総合的な人間教育へのアプローチが、女子
大学に求められていると思われる。

以上のように、卒業生たちが、その後の人生
に活かすことができた学びや人間関係を手掛
かりに、女子大学が重視すべき特性について
とらえると、「人間性」と「学びの多様性」の 2
つの軸を抽出することができた。このうち、人
間性については、豊かな人間関係と、人として
あるべき姿を考える機会を提供することが女
子大学に期待され、他方で、学びの多様性につ
いては、専門的な知識から生涯を豊かにする
教養まで幅広い学びの機会を、キャリア教育、
女性教育、人間教育によって提供することが、
女子大学の社会的使命であることが推察され
た。

４．結 語
本研究では、20 代から 80 代の本学卒業生

へのインタビュー調査を手掛かりに、戦後か
ら近年に至るまでの、女子大学卒業生のライ
フコースと女子大学の特性について考察して
きた。その結果、卒業生たちのライフコースと

女子大学の特性については、戦後の社会経済
及び女性政策の発展過程の各時期に、独自の
傾向があることがわかった。そこで、本研究の
まとめにあたり、①戦後の復興期ないし高度
経済成長期、②男女雇用機会均等法制定前後
の女性政策生成期、③男女共同参画基本法制
定以降の女性政策発展期、の 3 つの時期に分
けて、それぞれの特徴を整理したい。また、そ
れらを踏まえたうえで、各時期における女子
大学の存在意義についても言及することにし
たい。

大学へ進学する女性が限られていた、戦後
の復興期ないし高度経済成長期に女子大学で
学んだ女性たちは、家庭的な雰囲気のある女
子大学で、良妻賢母の精神と家政に関する専
門的知識を学ぶとともに、良家の子女の嗜み
として茶道や華道を習ったり、料理や刺繍を
楽しんだりしながら学生時代を過ごした。ま
た、卒業後は、家政に関する専門的な知識やス
キルを家庭生活と職業生活ないし社会貢献活
動の各場面で活かし、高い教養をもった先駆
的な女性としてのライフコースを歩んできた。
これらのことから、この時代の女子大学は、良
家の子女に専門性の高い家事的知識やスキル
を教授し、それを家庭で活かすだけでなく、職
業的能力として活用できるレベルにまで高め、
家政系の教員など、当時の数少ない専門職の
女性を世の中に輩出する役割を担っていたと
いえよう。

やがて女性の大学進学率が高まり、国際婦
人年以降の女性の地位向上への動きが男女雇
用機会均等法に結実した時期に女子大学で学
んだ女性たちは、例えば人気の高い短期大学
部に進学し、ファッショナブルで華やかな学
生生活を過ごし、教養と基礎的・専門的な知
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識を身に付けた。卒業後は、バブル景気の恩恵
を受け、大手企業への就職を果たすものの、間
もなく結婚を契機に、惜しまれつつも初職を
退職する。そして、子育て期などを経たあと、
再び就職したり、転職したり、起業したり、社
会貢献活動を積極的に行うなど、自分らしい
生き方を求めて、変化の多いライフコースを
主体的に歩んできた。これらのことから、彼女
たちが通った時代の女子大学は、Ｍ字型就労
を前提としながら、女性の生涯にわたる多様
な生き方が可能となるような教養と専門的知
識の素地を、若い女性たちに提供する役割を
果たしてきたように思われる。

さらに 1999 年の男女共同参画社会基本法
成立ののち、21 世紀初めの女子大学に学ん
だ女性たちは、周囲の人からの勧めを動機の
一つとしながら、意識的に「女子大学」に進学
してきた。在学中には、ロールモデルに生き方
を学んだり演習で企画力と実践力を身につけ
るとともに、さまざまなアルバイトをして貯
めたお金で何度も海外に出かけるなど、自立
型の行動力を身に付けた。また、卒業後は、総
合職で就職を果たし、まさに、これからステッ
プアップを目指そうというところにある。こ
のような状況をみると、最近の女子大学には、
男女共同参画社会の実現をめざして、行動力
や主体性やリーダーシップをもち、結婚、出産
を経てなお、男性と同等に職業的能力や社会
的能力を発揮できる活力あふれる女性たちを
輩出することが求められているように思われ
る。

2010 年 12 月には、第 3 次男女共同参画社
会基本計画が策定され、その冒頭において、改
めて「①固定的性別役割分担意識をなくした
男女平等の社会、②男女の人権が尊重され、尊

厳を持って個人が生きることのできる社会、
③男女が個性と能力を発揮することによる、
多様性に富んだ活力ある社会」などを目指す
ことが確認されている 14）。女子大学が積み上
げてきた歴史は、まさにこれらの目標の達成
を課題としてきたものである。したがって、過
去の実績を生かしながら、今後も、自らの個性
を家庭と地域と職場のいずれにおいてもバラ
ンスよく活用し、柔軟に生きることができる
女性を育成しうることが、女子大学の存在意
義であるといえる。そこで鍵を握るのが、さま
ざまなロールモデルの存在であり、個性と専
門的知識を生かした職業人としての自己形成
を支援するキャリア教育であり、生涯の学び
を通して、多様なライフスタイルに応じた能
力の活用を支援する女性教育である。さらに
これらを統合し、一人の人間として、人生のさ
まざまなステージにおいて、周囲の人々との
関係を大切にしながら、自らの生きる道を自
ら切り拓いていくことができるような女性を
育成するための人間教育が、女子大学の古く
て新しい社会的使命であるといえよう。

注
１） 内閣府『平成20年版 男女共同参画白書』佐伯印

刷株式会社、p.78

２） 内閣府『平成22年版 男女共同参画白書』中和印

刷株式会社、p.100

３） 本学は、全国に先駆けて1991年に家政学部の名

称を生活科学部に変更した。その後、国立の女

子大学としては、お茶の水女子大学が生活科学

部へ、奈良女子大学が生活環境学部へと家政学

部の名称変更を行った。

４） 「女子大組織まとめる授業共学化底打ち「転換、
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時代の要請」 育て女性リーダー」、『東京新

聞』（2011年12月17日、夕刊）

５） asahi.com（朝日新聞社）「存在意義 探る女子

大・全入時代・大学・教育」、http://www.

a s a h i . c om / e d u / u n i v e r s i t y / z e n n y u /

TKY200809150095.html

６） 株式会社学生情報センター、大学改革提言誌

「Nasic Release」第16号（2008）におけるイン

タビュー記事「女性が直面する課題を解決する

リーダーを育成」において、本学の前学長であ

る泉有亮氏が述べたものである。

７） 国立大学法人 お茶の水女子大学 リーダーシッ

プ養成教育研究センター「文部科学省特別教育

研究経費（平成18年度－平成21年度）「女性リ

ーダー育成プログラム」成果報告書」に詳しい。

８） 椙山女学園大学女性リーダー育成・研究グルー

プ「平成20年度学園研究費助成金（Ａ）報告書

女性リーダー育成教育プログラムの開発と実践

に関する研究－DUELプログラムの展開方法の

検討－」、p.12

９） お茶の水女子大学「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」〔DVD〕

（2009年3月）

10）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

年3月）

11）厚生労働省都道府県労働局雇用均等室「女子大

学生のみなさん考えましょう！自分のキャリア

プラン」（2011年8月）

12）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

13）以下の卒業生の発言については、インタビュー

担当者がまとめた表2－1～10の表記に基づいて

いる。

14）「第三次男女共同参画基本計画」（2010年12月

17日）の「第一部　基本的な方針」による。
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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23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
加藤　益幹 国際コミュニケーション学部教授
季　増民 文化情報学部教授
鄭　麗芸 文化情報学部教授
冨田　和子 生活科学部助教
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
（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二十名程）が、
4月2日（土）、6月4日（土）、7月2日（土）、
8 月 6 日（土）、9 月 3 日（金）、11 月 8
日（土）、12 月 3 日（土）、1 月 19 日（土）、
2 月 4 日（水）、3 月 3 日（土）、それぞ
れ午後 1 時 30 分～ 6 時まで、交流会館
会議室において、『風葉和歌集』の注釈
研究のための発表会をした。その成果は、

『風葉和歌集研究』14 号、『同』15 号と
して発刊した。
『風葉和歌集』は、全 8 巻で、1408 首

を所収する物語和歌集である。現在のと
ころ、233 首の、巻四秋上の半ばまでが
完成した。一年で 50 首の完成を目指し
ており、このまま予定通り進んだとして
も、後20年余り続く。会員のメンバーは、
若い大学院生から年配までいるので、最
終的には研究書としてまとめあげたいと
いう希望を持っている。

２）『源氏物語』の注釈研究会（本学名誉教
授梅野きみ子研究員主催） 
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2012 年 6 月、風間書房から、共著『源
氏物語　注釈九』の刊行を目指し、梅野
きみ子・嘉藤久美子・宮田光・山埼和子
の 4 名と数名による研究会である。原稿
の打ち合わせを、上記の『風葉和歌集』
研究会のときに、同時に行った。今回の
著者は上記の 4 人であるが、『風葉和歌
集』研究会の他のメンバーも、著書出版
のための協力をしているので、研究会の
ついでに打ち合わせもするようにした。

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による、研究者の
集まりである。どちらも日本文化の研究
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
組んで皆が協力すれば、大きな成果が期
待できる。また、この研究対象はどちら
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
分野である。

しかし、両研究はどちらも、マスコミ
に注目されるような、華やかな研究では
ない。文献を丁寧に読む、地味な研究方
法である。これからまだ 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、全身全霊をかけ
て取り組んでいる我々に対して、本学園
は暖かいご理解を示し、暖かく見守って
いただけるので、一同、感謝する言葉を
知らないほどである。交流会館前には、
美しい駐車場も完備し、ますますこの交
流会館への魅力は尽きない。

交流会館とは、言葉の通り、多くの研
究仲間が交流するための会館であった。
このような交流会館があればこそ、本学
を退職後も、プロジェクトを組んで、そ
の名前の通りに研究者仲間の交流ができ
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。

（本学名誉教授　梅野きみ子）
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梅若万三郎家所蔵写真乾板のデジタル化について
Digitalazed Images of Photographic Plates Owned by the Manzaburo 
Umewaka's Family

椙山女学園大学文化情報学部教授
飯塚　恵理人
Erito　      Iizuka 　　

はじめに
梅若万三郎家には能に関係する乾板が 300

枚ほど保存されている。梅若研能会の八田達
弥先生に仲介して頂き、梅若万三郎先生にデ
ジタル化の許可を頂いたので、今年度より椙
山女学園大学に研究予算を申請し、デジタル
化させて頂くこととした。今年度予算では乾
板約 80 枚分をデジタル化し、完成したデータ
DVD は梅若研能会と椙山女学園大学飯塚研
究室の二箇所で保存している。今回はこれら
のデジタル化された写真（以下、データは

「DVD 番号」－「データ番号」の形の番号＋タ
イトルで示す）を紹介し、その撮影された背景
について考察したい。なお、本稿では初世梅若
実を「初世実」、初代万三郎を「万三郎」、明治
30 年代後半の梅若六郎を「二世実」と呼んで
いる。

一　乾板写真が撮影された経緯
明治 30 年代後半は、雑誌『能楽』が創刊され

るなど新興の知識人階層が能の愛好者として
育ちつつある時期だった。一方、明治初年から
能楽の大パトロンであった三井・三菱などの
財閥も健在であった。『梅若実日記』（注 1）明
治 37 年 9 月 7 日の記事に、梅若家で稽古して
いた三菱財閥二代総帥の岩崎弥之助が、写真
技師を派遣して《翁》の写真を撮影した記事が
ある。これを引用すると「一　岩崎氏より翁

万三郎　千歳六郎　三番叟三人装束にて写真
を取るに付て輝弥　宇佐見被参。写真師同道。
三番叟ハ山本東次郎を呼。山本へ五円出ル。新
太郎　只一へ参円挨拶。」となる。この写真は
岩崎の依頼で撮影、費用も岩崎負担で、呼んだ
山本東次郎にはお金が渡された。この謝礼も
岩崎負担と考えられる。万三郎・六郎への謝
礼は書かれていない。なお写真撮影の準備を
したのが新太郎と只一だった可能性がある。
この時撮影した写真と考えられるのが 02-042

「鈴之段」三番叟、02-043「鈴之段」三番叟、02-
048 左側「三番叟揉之段」右側「千歳」または

「面箱」（共に誰か不明）、02-049「鈴之段」三番
叟である。02-048 は揉之段なので黒色尉の面
はつけていない。ただし、この時期の山本東次
郎は二代目の則忠だが手元に則忠の写真がな
いため確認が取れなかったこと、このフォル
ダに《翁》のシテの万三郎、千歳の二世実の写
真が含まれていないので確定は出来ない。し
かし 02-003「鶴亀」シテ（観世清廉）のように観
世清廉の写真を含むこともあり、これらの写
真は梅若家の記録として撮影したものと考え
るよりも、外部の後援者が記録もしくは能の
広報の為に費用を負担して撮影し、梅若家も
それに協力したと考えるのが自然だろう。後
述するが、梅若家は明治 36 年 5 月に万三郎家
と六郎家が家計を別にする。この頃、出稽古す
る弟子も両家で分けたと考えられ、（代理で行
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くことはあるとしても）岩崎弥之助は主に
万三郎が担当したと考えられる。このことは、

『梅若実日誌』（注2）明治37年 4月 29日の「○
万三郎大磯の岩崎弥之助へ稽古ニ参止泊。五
月五日ニ帰ル。」などの記事から知られる。乾
板はまだ全体の四分の一程度がデジタル化さ
れたにすぎず、撮影の経緯なども伝わってい
ないが、現段階では岩崎弥之助の依頼によっ
て写真技師が撮影したものを、岩崎家の稽古
を万三郎が担当したことから万三郎家に伝え
られたと考える仮説が自然であろう。

二　明治 30年代後半の梅若家
―万三郎家・六郎家の分家と初世実の形見分
け―

明治 36 年 5 月 1 日、梅若家では普請を行い
万三郎家・六郎家の家計を分けて独立させた

（注 3）。現在の梅若万三郎家・梅若六郎家の
実質的な出発点と考えられる。この一年後の
明治 37 年 4 月 27 日、初世実は喜寿の祝いに
親戚一同へ形見分けとしてお金を渡した。こ
の記録から初世実が「親戚」と認識していた範
囲が伺われる。『梅若実日記』（注 4）の記事を
引用すると、「一、自分事当年七十七歳賀の祝
ニ付親戚一同江形見分に銘々へ金円ヲ遣ス。
本日午後ヨリ一統を拙宅へ招く。加多美金高
左之通リ。金弐百円ツヽ。おみね　安五郎　お
つる　万三郎　六郎五人。右ハ表面ニテ。おみ
ね　おつる　万三郎　六郎四人へハ金五百円
ツヽ遣ス。〆金弐千弐百円也。金百円ツヽ。鉄
之丞　豊作　新太郎　勇治郎　亥三郎　織雄
　平野又一郎　おゆき　おたか　おみつ　お
はま　お千代〆十二人。内おはま　お千代へ
ハ金弐百円内々ニ遣ス。〆金千四百円也。金三
拾円。広田きく。金弐拾五円ツヽ。お年　お松

お糸　お繁四人。〆金百三十円也。金拾円ツヽ。
お久　美雄　お竹　観世おあき　平野進〆五
人。〆金五拾円。金五円ツヽ。お米　春男　竜
雄 静江　喜久松　真　重亥　一男〆八人。金
四拾円也。右子供ハ惣領の者計リ。金高惣〆金
参千八百弐拾円也。右の外人親戚ニハ無之候
へ共拙者の心を以左ノ二人江遣ス。外人ニテ
一噌銑二江金拾円青木只一江金五円遣ス。」と
なり万三郎、二世実だけでなく、鉄之丞、織雄
も親戚として認識されている。またここには
載らないが、観世華雪（明治 37 年当時は織雄）
の妻となるお花にも弐百円が渡されたらしい。
このことは翌 28 日の『梅若実日記』（注 5）に

「安田銀行へおみね参り昨日の筐金を皆々預
る。おみね　おつる　万三郎　六郎四人ハ
五百円ツヽ。お高　お光ハ百円ツヽ。お花ハ弐
百円。皆々一ケ年預。」とあることで分かる。こ
の時期の梅若家は現在の梅若研能会（梅若
万三郎家）・梅若会（梅若六郎家）・銕仙会（観
世銕之丞家）がその妻も含めた「親戚」として
交際している。しかし、万三郎家と六郎家が家
計を別とし、それ以前から家計が別であった
鉄之丞・織雄と一噌銑二のグループがあるの
で、一族の中で三つの「家」（劇団）が分かれて
行く素地はすでにこの時期にあったと言える。

三　写真が撮影された日時
これらの乾板が撮影された日時や演目の記

録はなく、明確ではない。データの「タイトル」
は写真の内容から独自に付けたものである。
その中で判明しているものを挙げると、01-
001「鞍馬天狗」前シテは『観世華雪芸談』（注
6）に掲載されている写真の原版、01-013「小
袖曽我」右　ツレ二世梅若実　左シテ初代梅
若万三郎は、『亀堂閑話』（注 7）の口絵写真
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「『小袖曽我』シテ万三郎先生　ツレ六郎先生
　明治卅六年」の原版と認められる。このこと
からほかの乾板も明治 30 年代後半の撮影で
ある可能性が高い。なお 01-013「小袖曽我」に
ついては『梅若実日記』明治 36 年 5 月 17 日の

「宅別会能」の記事（注 8）に「小袖曽我万三郎
／六郎」が載っており、梅若舞台での催しの当
日、能の前後に装束をつけた姿の撮影かとも
考えられるが、『梅若実日記』・雑誌『能楽』等
の調査がまだ済んでいないのでこれも可能性
を示すにとどめたい。

四　完成データ一覧
以降にこれまでの完成データリストを示す。

DVD １には 01-001（以降 01- は省略）「鞍馬天
狗」前シテ（観世紅雪『観世華雪芸談』18 頁写
真の原版と認められる。）、002「景清」シテ、
003「井筒」後シテ、005「蟻通」前ジテ、006 仕
舞（二世梅若実）、008「熊野」右がシテ、左ツレ、
010［素袍上下出立］（二世梅若実）、012［厩橋
舞台正面図］、013「小袖曽我」（右ツレ二世梅
若実　左シテ初代梅若万三郎『亀堂閑談』口絵

「『小袖曽我』シテ万三郎先生　ツレ六郎先生
明治卅六年」写真の原版と認められる）、014

［長絹大口出立］、016「海士」前シテ、017「石橋」
後ジテ（赤頭）、018「石橋」後ジテ（大獅子か師
資十二段之式）（白頭）、019「石橋」後ジテ（白
頭）、020「石橋」か「小鍛冶」前シテ、021「松虫」
前シテとツレ・トモ、022［初世梅若万三郎仕
舞］、023「朝長」前シテとツレ・トモ、024［着
流女出立］、025「土蜘蛛」頼光（二世梅若実）、
027「海士」（左側前シテ、左側子方は不明）、
028［着流女出立］、031「放下僧」（右側後シテ
二世梅若実、左側後ツレ不明）、031［弓矢立合］

（左から二世実、初世万三郎）、032「通小町」（右

側後ツレ、左側後シテ）、033「通小町」後シテ、
034［着流尉出立］、035「春日龍神」前シテ、
036「春日龍神」後シテ、038「放下僧」（右側前
シテ　二世梅若実　左側前ツレ不明）、040「安
達原」前ジテ、041「安達原」後ジテ、042「鉢木」
前シテ（観世紅雪）、043「鉢木」後シテ（観世紅
雪）、044「千手」シテか ?、045「恋重荷」（右側
ツレ、左側前シテ）、047「籠太鼓」シテ、048「小
袖曽我」（左側ツレ二世実、右側シテ初世万三
郎）、049「富士太鼓」（右側子方不明、左側後シ
テ）、050［着流女出立］

DVD ２には、02-001（以降 02- は省略）独吟
二世実、002 仕舞「忠度」二世実、003「鶴亀」
シテ（観世清廉）、004「羽衣」シテ、005［着流
女出立］、006「鞍馬天狗」子方（誰か不明）、
007「融」後ジテ、008「石橋」後ジテ（白頭）、
009「巴」後ジテ、010「融」後シテ、011「満仲」（中
央初世梅若万三郎、左右子方誰か不明）、012

「船弁慶」前シテ、013「田村」（右側ワキ誰か不
明、左側前シテ）、014「融」前シテ、015「融」後
ジテ、017「石橋」後シテ（赤頭）、019「船弁慶」

（右側子方、左側ワキ　二人とも誰か不明）、
020「船弁慶」（右側子方、左側ワキ　二人とも
誰か不明）、021「船弁慶」後シテ、024［着流尉
出立］、025「海士」子方 ?（誰か不明）、026「石
橋」後シテ（赤頭）、027［山伏出立］（誰か不明）、
029［着流尉出立］、030［着流尉出立］、031［男
神出立。「女郎花」後ジテ ?］（左側で撮影を見
ている人物は誰か不明）、032 ［着流尉出立］ 

「石橋」もしくは「忠度」「小塩」前ジテ、034［妃
出立］、035「鞍馬天狗」もしくは「善界」「車僧」
などの後ジテ、036「松風」（右側シテ、左側ツ
レ）、037「松風」シテ、038「恋重荷」後ジテ、
039［着流女出立］、040「菊慈童」もしくは「天
鼓」シテ、041「小督」シテ（二世梅若実）、042「鈴
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之段」三番叟、043「鈴之段」三番叟、044「源氏
供養」後ジテ、045「羽衣」シテ、046「船弁慶」
前シテ、047「野宮」もしくは「半蔀」「夕顔」な
ど（右側ワキ誰か不明、左側後シテ）、048 左
側「三番叟揉之段」（右側「千歳」または「面箱」。
共に誰か不明）、049「鈴之段」三番叟、050「屋
島」もしくは「田村」後シテ。

まとめ
明治 30 年代の能楽の写真は、現在ほとんど

残っていない。今回紹介した梅若万三郎家の
乾板は梅若家に所属した能楽師・面・装束が
分かる点で、明治期の能を研究する際に非常
に価値の高い画像資料であると言える。今後
まだデジタル化されていない分の乾板のデジ
タル化を進めるとともに、『梅若実日記』や『能
楽』等に見られる梅若舞台での催しの記録・
図版との照合などから、これらの乾板の撮影
された日時・演目等を特定して行きたい。

注
１『梅若実日記』第七巻　梅若六郎・鳥越文蔵

監修　梅若実日記刊行会編　八木書店　
2003 年 12 月発行　152 頁

２　注 1　112 頁
３　注１　22 頁
４　注１　111 － 112 頁
５　注１　112 頁
６　『観世華雪芸談』沼 艸雨編集　檜書店　

　1960 年 3 月発行　18 頁写真
７　『能楽随想亀堂閑話』（復刊）十二世梅若

万三郎　玉川大学出版部　1997 年 5 月発
行　口絵写真

８　注１　26 頁

補記
貴重な乾版のデジタル化を許可頂きました当
代梅若万三郎先生、仲介の労を取ってくださ
いました梅若研能会八田達弥先生に心より感
謝いたします。本稿は平成 23 年度科学研究費
基盤研究（C）「東海地域近世・近代能楽資料
の収集・整理とデータベース化」（課題番号 : 
23520256）による成果の一部となります。

01-00501-00301-00201-001

DVD1
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01-02101-02001-01901-018

01-01701-01601-014

01-013

01-012

01-01001-00801-006

01-02501-02401-02301-022
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01-04101-04001-03801-036

01-03501-03401-03301-032

01-031

01-03001-02801-027

01-04501-04401-04301-042
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02-00802-00702-00602-005

02-00402-00302-00202-001

01-05001-049

01-048

01-047

02-01202-01102-01002-009

DVD2
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02-02902-02702-02602-025

02-02402-02102-02002-019

02-01702-01502-014

02-013

02-03402-03202-03102-030
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02-04602-04502-04402-043

02-04202-04102-04002-039

02-03802-03702-03602-035

02-05002-04902-04802-047
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「環境と人間」
プロジェクト研究報告

小学校のビオトープを活用した大学生の水環境教育
－椙山女学園大学教育学部（愛知県名古屋市）の教養教育における実践－
Environmental education of freshwater ecosystem for university students 
making practical use of the biotope constructed in an elementary school: 
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実践の背景
環境問題は21世紀の地球的課題であり、教

育現場では、義務教育の「総合的な学習」を
始めとして、保育から大学まで幅広い学齢で
環境教育が行われるようになってきた。筆者
らの実践の場の1つである大学における環境
教育は、専門学部を除き、一般的には教養教
育（The Liberal Arts）で実施されているこ
とが多い。

環境教育の目的は、学習者が、環境問題の
仕組みを理解し、自身が、その解決に向けて
行動することにある。したがって、知識定
着を目的とする教科学習とは異なった授業
方法が必要とされるだろう。宇土（2011a）
は、環境教育も含まれる「総合的な学習」の
目標として、「自己学習力」および「創造的
主体的生き方」の達成を挙げている。そして
活動展開は、「問題意識」→「体験」を通じ
→「自ら取り組む」であることを示し、時

間、人、場、形態の4つの工夫を提案してい
る。ところが、大学の環境教育は、「問題意
識」を喚起するために、教員による知識伝
達・一斉講義型の授業形態が一般的であり、
「体験」、「自ら取り組む」という形態を実
践している事例は極めて限られている（野中，
2001；野崎，2008；荻原ほか，2010；野崎，
2012a；野崎，2012b）。

筆者らは、保育者・教師の養成課程におけ
る環境教育では、そのカリキュラムを自ら創
り出す力を育むために、授業方法を工夫す
る必要があると考えている（宇土，2011b）。
そこで、教員による知識伝達・一斉講義型の
授業を廃し、受講生が「体験する」そして、
「自ら取り組む」場面を授業に取り入れ、そ
の中で「問題意識」を同時に高めていくこと
を目指した。具体的には、教室外での環境調
査の体験と受講生自身が授業を行うという形
態である。本報告では、学校現場に設置され
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たビオトープを活用しての環境調査「体験」、
そして、その結果を元に、ビオトープの活用
方法の提案に「自ら取り組む」という実践を
紹介する。なお、環境調査の体験の場として
小学校のビオトープを選んだ理由は、保育
者・教師を目指す受講生にとって意欲的に取
り組める場は学校にあると考えたためである。

方法
実践対象

本実践は、椙山女学園大学教育学部（愛知
県名古屋市）の教養教育科目として前期（4
～8月）に開講されている「環境の科学」で、
2011年4月26日に実施した。受講学生は44名
で、その内訳は、保育者（保育士・幼稚園教
諭）養成が主である保育・初等教育専修生24
名（3年生）、小学校教諭養成が主である初
等中等教育専修生20名（1年生6名、3年生14
名）であった。受講生は3～4人単位の12班に
分け、授業全体を通して協同的に学ぶ体制に
した。また、異なる学年間の交流を図るため、
1年生6名は2名ずつに分け、3年生と組ませた。

授業の形態
15回の授業と定期試験の1回、合計16回で

構成され、最初の2回は、環境問題の基礎と

して、「1. 環境問題の本質」、「2. 物質循
環～ダンゴムシは何をしているのか」を野崎
が簡単な科学実験や自然観察を交えて行った。
「3. 水の環境問題～附属小学校のビオトー
プ調査」は、野崎・宇土が担当し本報告で紹
介する実践である。

本報告では触れないが、残る12回は、「地
球温暖化」、「オゾン層破壊」、「大気汚染
と酸性雨」等、環境問題の学習で取り扱う内
容を1班ずつに割り当て、野崎が専門家とし
て支援しながら、60～70分の授業が出来るよ
うに「自ら取り組んで」学んでもらう。授
業をする班は、1週間前までに授業計画と配
布資料を準備し、野崎と議論する。授業には、
なるべく実験・実習を取り入れるように指導
した。当日は、60～70分の授業、20～30分の
質疑応答で構成される。

ビオト―プの調査方法
椙山女学園大学附属小学校は名古屋市千種

区に立地し、市営地下鉄東山線の覚王山駅か
ら徒歩10分ほどの距離にあり、周囲は住宅地
に囲まれた自然環境に乏しい都市部の学校で
ある。

ビオト―プは、校庭を囲む4辺の内2辺に沿
った水路として設置され、流入から始まり

写真 1. 椙山女学園大学附属小学校に設置された
ビオトープ池の流入地点。

写真 2. 椙山女学園大学附属小学校に設置された
ビオトープ池の最終地点の池。
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（写真1）、池で終わる（写真2）構造であ
る。全体を等間隔で12地点に分け、各班1地
点の調査を担当した。調査項目は、水温（温
度計）、酸性度を示すpH（共立理化パック
テスト WAK-pH）、有機物汚濁の程度を示
す化学的酸素要求量COD（共立理化パック
テスト WAK-COD 測定範囲0～8 mgO2/l）、
水に溶けている無機物濃度を示す電気伝導度
（東亜 DKK 伝導度計 CM-21P）とした。水
温、pH、CODの測定は受講学生が行い、伝
導度の測定はTAの4年生が行った。水質測
定が終わった後、たも網を用いて水生動物の
採集を行った。

事後学習
「体験」を振り返り、学びを深める（宇土，

2011b）ために2つの課題を出した。1つ目は
附属小学校長への手紙という形でビオトープ
調査の感想、2つ目はビオトープを活用する
ための提案である。2つの課題は、A4用紙1
枚にまとめ1週間後に提出させた。提出され
た課題は、野崎が内容を確認した後、宇土を
通じて附属小学校に送った。

結果と考察
ビオトープの環境調査

当日は、9時に附属小学校に隣接する公園
に集合し、出欠席を確認後、入校した。最初
にビオトープの場所を示し、流入から池まで
を観察した。食べられる野草であるセリが
繁茂しており、春の七草の1つであることを
紹介した。続いて附属小学校長の宇土がビオ
トープの現状と今後の課題について15分程度
の説明を行った（写真3）。その後、野崎と
TAが支援し10時10分まで調査を行い（写真
4）、結果発表を経て10時20分に解散した。

水温の測定結果を図1a、CODの測定結果
を図1bに示した。上流から下流に向かって
水温は低い地点が、CODは高い地点が多く
なる傾向であった。pHは6.0～6.8の幅でや
や弱酸性を示した。電気伝導度は17.1～17.9 
mS/mの幅で、名古屋市の水道水が8 mS/m
程度（野崎，2009）であることを考えると、
無機物を多く含んでいることが示された。こ
のように短いビオトープでありながら、上流
から下流に向かって水質の変化が見られるこ
とが明らかになった。

当日の名古屋市の気温は9時で12.4℃（気
象庁web siteの気象統計情報より引用）であ
り、ビオトープに流れ込んでいる水は気温よ

写真 3. 附属小学校長によるビオトープの現状と
課題に関する講話。

写真 4. 受講生によるビオトープ池の調査風景。
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り暖かいことがわかった。加えて弱酸性で高
い電気伝導度を考慮するとビオトープの水源
は湧水（地下水）であると理解できる（野崎，
2010ab；野崎・倉澤，2010）。附属小学校
は地下鉄東山線の覚王山駅出口から坂を下っ
た場所に位置しており、その原風景は、谷津
（やつ）、谷戸（やと）と呼ばれた丘陵の谷

間で、湧水を水源とした湿地や小川であった
と考えられる。東海地方丘陵部に見られる
弱酸性で栄養分が少ない湧水湿地には、シ
デコブシ、シラタマホシクサ、トウカイコモ
ウセンゴケ等、東海丘陵要素と呼ばれる希少
な植物群が生息している（竹中，2002；富田，
2008）。おそらく附属小学校の校地にも、そ
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図 1. 椙山女学園大学附属小学校に設置されたビオトープ池で 2011 年 4月 26 日 9時 30 分～ 10 時頃に測定された
水温（a）とCOD（b）の結果。
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のような植物がかつては生息していた可能性
が高い。

CODが下流に向かって高くなる理由は、
ビオト―プ周辺に繁茂している木本や草本か
らの落葉が流入し、それらが分解を受け有機
物が負荷されているためと考えられる。

水生動物は、メダカに良く似た外来魚のカ
ダヤシ、巻き貝のモノアラガイ、ヒメタニシ、
水生昆虫のヤゴ、甲殻類のミズムシが多数採
集された。いずれも酸素不足や水質汚染に強
い水生動物であり、生物を環境指標として用
いた場合、ビオトープはきれいな水環境とは
言い難い。しかしながら、受講生が最も楽し
んでいたのは、この採集活動であった。

ビオト―プ活用への提案
事後学習として提出されたビオトープ活

用への提案を表1にまとめた。記述内容から、
生き物、場の整備、食、水質、その他、の5
分類を設定した。複数の提案をした受講生が
おり、5分類の合計人数は全体の44名よりも
多くなっている。

生き物に関する提案を挙げた受講生は30名
で最も多く、全体の68%に達している。これ
は、周囲に自然環境が乏しい都市部でありな
がら、ビオトープからは多くの生き物が採集
され受講生自身も驚いたことが理由であろう。
観察・飼育等、生き物に触れる提案だけでな
く、子どもたちによる生き物図鑑の制作、生
き物の種類を増やすための放流も出された。
ただし、放流については、外来種問題を考慮
し、地域に生息していた生き物、すなわち在
来種を放流するという取り組みが大切になる
だろう。さらに、放流事業で良く取り上げら

表 1. 受講生 44 名によるビオトープ活用法の提案。複数の提案をした受講生がいるため、合計人数は 44名を超え
ている。

分類 人数 具体的な内容 教科
（人）

生き物 30 生き物に触れる場 理科・総合
季節的・長期的に生き物を観察する場 理科・総合
教室で飼育する生き物（ヤゴ・メダカ等）を採集する場 理科・総合
生き物図鑑の作成 理科・総合
種類を増やすために放流する 理科・総合
地域に生息していた（在来種）生き物を放流する 理科・総合

場の整備 9 異なる学年間で議論した発想でビオトープを改造する 総合
地域の自然再生の中核の場にする 総合
ビオトープの周囲に水田をつくり稲作の歴史・文化を学ぶ 社会科
椅子・机を置いて集まりやすい場にする 総合
生き物紹介・クイズを記載したパネルを設置する 総合
生き物が住みやすく採集しやすい場にする 総合

食 6 食文化（七草等）と関連づけて野草（セリ等）を食べる 生活科・家庭科
水質 5 近隣の河川と比較する 理科・総合

毎日測定し季節変化を調べる 理科・総合
水質と生き物の関係を調べる 理科・総合

その他 4 ビオトープの周囲で水辺に関係する歌を歌う 音楽
写生の場 図画工作
工作の材料を得る場 生活科
四季ごとにビオトープマップを作成する 生活科
ビオトープ係・委員会を発足させる 特別活動
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れるメダカやホタルについては、日本国内で
も遺伝子の塩基配列に地域差があり、人為的
な遺伝子攪乱を避けるために、可能な限り、
地域個体群からの放流が望まれる。観察・飼
育では、慶應義塾幼稚舎から始まった学校プ
ールに生息するヤゴを用いた「ヤゴ救出ネッ
ト」の実践が参考になる（清水，2004；清水，
2007）。プール清掃を兼ねたヤゴの採集、種
名の決定、トンボに羽化するまでの飼育等を
学年毎に分担し、それらの相互交流を基盤に
学校全体で取り組んでいる。得られた結果は
インターネットで公開し、他校の実践と比較
し、共通点、相違点から考察を深めていく。
現在ではweb siteにデータベースが構築され、
身近な生き物を介した環境教育の事例として
著名である（ヤゴ救出ネットweb site）。

次いで場の整備を9名が挙げた。ビオトー
プが活用されるためには、人が恒常的に集ま
る場にしていく必要があり、その実現には新
たな整備が必要であるという提案である。中
でも「地域の自然再生の中核の場にする」、
「ビオトープの周囲に水田をつくり稲作の歴

史・文化を学ぶ」という案は、学校ビオトー
プが学外に発信できる可能性を秘めている。
先行事例となる愛知県豊田市立上鷹見小学校、
寿恵野小学校での林宗弘教諭の実践は先進的
である。林教諭は両校に設置されたビオトー
プを地域の自然・歴史・文化・知恵の集約の
場と位置付け、学外の協力者を得て稲作、炭
焼き、古道の整備、生物相調査を行い、それ
らの結果をビオトープ通信の継続発行で発信
し、学校ビオトープを核にして地域全体を活
性化させる活動をつくりあげた（日本教育新
聞2011年10月17日号）。この実践は高く評価
され、全国学校・園庭ビオトープコンクール
（財団法人日本生態系協会）で2011年に環境
大臣賞（寿恵野小学校）を受賞している。

以下、食6名、水質5名、その他4名からの
提案があった。食に関しては、春の七草とし
て名高いセリがビオトープに群生していたこ
と、野崎が生命と食を主題とした生活科の授
業（野崎，2012c）を2年次に開講しているこ
とが影響したと考えている。水質に関しては、
継続的な調査を行い、空間的（地点間）およ

図 2. 学校ビオトープの構造とその活用に関する模式図。
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び季節的な違い、あるいは生き物の生息状況
と水質との関係を明らかにする自然科学的研
究が考えられる。その他では、地図づくり・
スケッチ（絵画）・工作といった制作系の提
案が中心であったが、水辺で生き物を見なが
ら「めだかの学校」を歌うという音楽の提案
は独創的である。また、ビオトープ係・委員
会については、宇土の発案で2011年度から環
境委員会として発足している。

ビオトープを活用した学校づくり
図2は、本実践を経て筆者らが考えた学校

ビオトープの構造とその活用に関する模式図
である。一般的に、学校ビオトープは自然体
験を目的として校内に設置された池や森を指
す用語と思われているが、図2では、学校の
自然、子ども、教師3者の相互関係が学校ビ
オトープであると定義している。つまり、池
や森が設置されていても子どもと教師の関わ
りが無ければビオトープと呼ぶことは出来な
い。逆に、池や森といった場が設置されてい
なくても、学校の自然を活用して子どもと教
師が活動すればビオトープと見なせる。先に
紹介した「ヤゴ救出ネット」の実践は、その
具体的な事例である。

また、学校の自然と子どもとの関係は、ど
ちらか一方が大きくなり、均衡が崩れると相
互関係にはならない。そこで、教師はこの均
衡を保つために、てこの支点の役割を担う。
同時に、教師は、学校の自然と子どもから研
究の種を得て、それらをまとめて関連の学会
に発信することで自身の専門性を向上させる
ことが可能となる。

最後に、ビオトープを介した学校・地域づ

くりについて説明する。先に紹介した豊田市
の林宗弘教諭は、学校ビオトープ、すなわち
学校を核とした地域づくりを実践されている。
林教諭は、周囲を豊かな里山環境に囲まれた
上鷹見小学校に勤務している際、見学に出向
いた筆者らに、「学校ビオトープの池や水田
には周囲では見られなくなった生き物が観察
される。効率的に生産するという目的のため
に農薬散布、施肥を行う農地や山林では、表
面的には、豊かな自然に見えるが、その内部
は大きく改変されている。生産を目的としな
い学校ビオトープは、原風景の維持という点
でも寄与できるのではないか」と語った（林
宗弘，私信）。この指摘は、学校ビオトープ
を活用した地域づくりの可能性を示唆してい
る。今回、実践の場とした椙山女学園大学附
属小学校のビオトープは天然の湧水で涵養さ
れる池を含んでいる。つまり、都会に位置し
ながら「水源の学校」である。今後、湧水と
地域の人的および社会的資源を活用して東海
丘陵要素等、地域の生物相を復元していく取
り組みを学校から発信していけば、環境の時
代21世紀にふさわしい地域づくりの出発点と
なるだろう。
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地球時代の学校づくりとESD
－ホールスクールアプローチとして－
Curriculum making in elementary school based on ESD through the whole 
school approach in the age of globe

椙山女学園大学附属小学校校長・椙山女学園大学教育学部教授
宇土　泰寛

Yasuhiro UTO

椙山女学園大学附属小学校教諭・研究主任
川野　幸彦
Yukihiko KAWANO

椙山女学園大学附属小学校教諭・第 2学年
佐藤　雅史
Masafumi SATO

椙山女学園大学附属小学校教諭・第 3学年
深尾　智美
Tomoni FUKAO

椙山女学園大学附属小学校教諭・第 4学年
篠﨑　友希
Yuki SHINOZAKI

椙山女学園大学附属小学校教諭・第 5学年
山下　亜子
Ako YAMASHITA

椙山女学園大学附属小学校教諭・第 6学年
坂野　由季

Yuki BANNO

椙山女学園大学附属小学校教諭・英語
宮田　菜月
Natsuki MIYATA

椙山女学園大学附属小学校教諭・環境教育
森　昌彦
Masahiko MORI

地球時代の教育とESD（持続発展教育）
国境を越えて、モノ・金融・情報そして人

も移動する地球時代を迎えた現在、環境問題
も地球的視野で対応せざるを得ない問題とな
っている。更に、環境問題は、人間の社会的
営みと深くかかわっており、従来の発想では
立ち行かなくなってきたのが、現在の私たち
人類が抱える課題なのである。

このような課題に対して、国連は、ブラジ
ルのリオデジャネイロで開催された地球サミ

ット（1992年）において「持続可能な開発」
（SD；Sustainable Development）概念を提
案し、2002年、南アフリカ共和国のヨハネス
ブルグ・サミットで、持続可能な開発のた
めの教育（ESD； Education for Sustainable 
Development）を提唱し、世界全体での取り
組みとして展開しているのである。日本で
は、文部科学省が、このESDを「持続発展
教育」と名称を決め、全国への展開を図って
いる。そして、2014年、ESD最終年国際会
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議が、愛知県で開催されることになったので
ある。

ESDの拠点としてのユネスコスクール
ESDは、世代間の公正、世代内の公正、

公共の問題解決に関わる市民の育成をめざし
た教育、つまり、持続可能な社会づくりのた
めの担い手づくりの教育と言えるのである。
そこでは、次の2つの観点が重要である。①
人格の発達、自立心等の人間性を育むこと。
②他人、社会、自然環境との関係性を認識し、
「つながり」を尊重できる個人を育むこと。
そのため、環境教育、国際教育等、総合的に
取り組む必要がある。このESDを推進する
核になるのが、ユネスコ（国連教育科学文化
機関：UNESCO）が認定し、世界的なネッ
トワークを持つユネスコスクールなのである。

ホールスクールアプローチとしての取組み
椙山女学園大学附属小学校は、学園の理念

「人間になろう」の具現化を初等教育として
担っており、保護者や専門機関、大学など、
様々な人々と連携し、学校改革を進めている。
そのような中で、環境教育と国際教育にプロ
ジェクトが生まれたのである。

一つは、教育学部野崎准教授の「環境と人
間」プロジェクトへの参加であった。そこで
は、地域の持続的発展を目指して、東山動物
園と連携し、絶滅危惧種の保護を目指す「東
山メダカ里親プロジェクト」への参加を中心
に、環境委員会の発足、ビオトープの再活用、
教科学習の中での環境教育など、低学年から
高学年まで教育実践を行うことができた。

もう一つは、地球の持続的発展を目指して、
西アフリカのブルキナファソ国への机と椅子

の支援交流を多くの企業や大使館などの協力
も得て実施することができた。そして、水
問題などの第2ステージへと発展させつつあ
る。更に、オーストラリアとのホームステイ
や絵画交流から、スカイプ交流などの日常的
な交流活動へと発展させつつある。このよう
に、地球時代の学校づくりを通して、学校の
中に豊かなかかわり合いと支え合いの場を創
り、児童一人ひとりの共生の心と豊かな個性
を伸ばすのである。そのために、協同的な学
び合い、エコ活動など、学校全体の運営も含
めて変革していくホールスクールアプローチ
として実践していくのである（宇土泰寛）。

椙山小学校－教育の方向性
子どもたちは、各教科での学習を進めてい

く中で、自然環境を守っていかなくてはなら
ないことを周知していく。また、社会環境と
積極的に関わっていくことで、自分たちの生
活が、豊かで未来への希望にあふれたものに
なることも学んでいく。ところが、日常的に
生活をしていくうちに、自分中心になり、地
球という宇宙船の構成員の一人であることの
自覚と責任をもつことを忘れてしまうこと
がある。そこで、今日重視されているのが、
ESDである。たとえば、学校周辺の様子を
調べていくという学習をとってみても、従来
のように、どこに何があるかを調べて地図を
つくって学習を終わるのではなく、どうして
そのものがそこにあるのだろうか、これから
どのようになっていくのだろうか、私たちと
はどうかかわっているのだろうかなどと考え
を広げていくことが、持続発展可能な社会を
つくるために重要となってくるのである。

つまり、ただ単に「知る」学習ではなく、
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子どもたちが「我が事」としてとらえ、実行
に向かっていけるような教育へと方向を転換
していくことが重要となってきたわけである。
そのためには、子どもたちが、「自覚」を持
って学び、習得したことを「責任」を持って
実行・実践していけるような教育を行ってい
かなくてはならなくなる。

そのとき、教師は、いかにして子どもたち
に「我が事」として学習をとらえさせていく
かを、いつも考えておく必要があるといえる。
そうしたことを常に教師が意識することで、
教材に対する見方や教育手法にも変化が生じ、
子どもたちを地球の構成員として育てていく
ことができると考える（川野幸彦）。

野菜をつくろう
2年生では、生き物に接することにより、

自然環境を考えるきっかけとするねらいがあ
る。動物、植物、水、日光、空気、土などの
身近にあるものについて目を向け、生きる上
での関わりを見せている。

　5月からは、一人一苗野菜を育ててきた。
まずは、苗から育てることにより、植物の生
育に関わる楽しさや育て上げたという達成感
を持たせたいと考えた。苗から実がついて、
種になるまでをスケッチを通して、観察した。
「オクラの実ができている。かわいいな。」
と、子どもが、大事そうになでている姿を見
ると、優しさに包まれているような気がした。
他にも、ピーマン。ミニトマト、ナスを子ど
もたちは、大事そうに育てていた。種を持ち
かえる子もいて、命のつながりも経験として
得られた子も見られた。

並行して、ビオトープの生き物にも目を向
けていた。メダカ（実はカダヤシ）を見て、

追っかけたり、夏は、シオカラトンボを見て、
麦わら帽子で採ろうとしたりした。また、シ
ロツメクサでリースを作る姿も見られ、生き
物と触れ合うことができたのではないか。た
だ、その行動は、触れる楽しさに由来するも
のであり、環境を考えるとかいった一つの流
れとして理解しているものではない。それを
少しずつつないで、とてもラフであるが、体
系的なものに作り上げられたらと考えて実践
している。

1月からは、葉物の野菜を種から育て、種
子からの成長を見守る活動をすすめる。植物
の一生を見る中で、生き物に優しく、自然環
境に優しく、自分や人のことも大切にできる
子に育っていってほしいと願っている（佐藤
雅史）。

地図をつくろう
3年生では、社会科の単元で覚王山駅周辺

と、日泰寺参道の地図作りを行った。椙小は
公立小学校とは違い、学区というくくりがな
い。公立小学校でこの単元を扱う場合には、
普段からなじみのある自分の住んでいる町を
地図にして、客観的に自分の町を見つめなお
すことになる。どのあたりにどんな建物、お
店、植物があるのかは、ある程度記憶に残っ
ていることだろう。しかし、椙小の児童の場
合には、普段は学校まで車で送り迎えされて
いる児童もおり、また自ら通っている児童で
あっても、覚王山駅からの通学路の記憶しか
ない。よって、本学校でこの単元を扱うとき
には、まずは学校の周りの環境を知るところ
から始めなければならない。学校周りの環境
と出会い、人と関わり、空気感にふれてから
はじめて地図作りに移ることができるのであ
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る。
本学習では、まず児童に覚王山駅周辺と日

泰寺参道の略地図を配布し、記憶をたよりに
地図の中に店の名前や、商品の種類を書かせ
た。それから実際に駅周辺と参道を探検し、
場所や店を確認させた。そのあと学校に戻り、
付箋に店の名前を書き、地図に貼っていった。
それを見ながら、新たな白地図に、もともと
地図記号があるものはそれを使い、ないもの
は自分たちで地図記号を考えて書き加え、オ
リジナルの地図を作っていった。地図にはそ
れぞれのおすすめのポイントも書きこんだ。

学校付近には、自然の多くある公園もあれ
ば、街路樹もところどころに植わっている。
今回は主に地域環境にポイントをしぼって地
図作りを行ったが、今後はそれだけでなく、
自然環境にも焦点を当て、授業を計画してい
きたい（深尾智美）。

水を大切にしよう
私たちは「水」は深くかかわり合いながら

生きている。自然界においても水は命をつな
ぐ大切な役割を果たしている。子どもたちも
学校や家庭での日ごろの生活からさまざまな
情報を得て水の重要性については気付いるこ
とでもある。

4年生は1学期に社会科で水について学習し
た。導入では一日にどれほどの水をどんな目
的で使っているか生活をふり返ることから始
め、校内の蛇口、水を使用する場所を調べた。
どこにでもある蛇口をひねれば当たり前のよ
うに出てくる水はどこから来るのか、教科書、
資料集をもとに役割分担をしながら調べ教え
合い活動を中心としながら学習を進めた。

より水と人の生活の関わりを考えるために

校外学習「山の生活」では、木曽三川公園の
アクアワールド水郷パークセンターに行き環
境講座を受けた。この講座では「川を汚した
のは誰だ」をテーマに物語を聞きながら、川
に見立てた水の中に生活排水や工場排水など
を入れていき、水の汚れの変化を観察し、実
験をふりかえって、自分たちの生活の中にお
いて「川を守るためにできること」を考えた。
川が汚れるのは、私たち人間の生活にさまざ
まな原因があることを理解し、自分たちの生
活を見直す機会となった。また朝明渓谷、御
在所岳で流れる川の水に触れた子どもたちは
冷たく透き通った水に感動していた。初めて
山に登る子や自然の河川で水に触れる子も少
なくない。

蛇口から当たり前のように出る水は、地球
を循環する貴重な資源である。知識として学
ぶだけでなく実際に水に触れることが子ども
たちの水への関心をもち、興味を広げるきっ
かけになる。地球の一員として水を大切にし
ようという心を育んできたい（篠﨑友希）。

環境にやさしい自動車を考えよう
第5学年の社会科では、農業・水産業・工

業といった日本の産業について学習し、それ
ぞれが、環境や人々の生活とどのように関わ
っているかを考えていった。そしてこれらの
中で、最も子ども達が意欲的に取り組んだの
は「自動車をつくる工業」においてであった。
それは、実際にトヨタの自動車工場へ見学に
行くという体験があったことに加え、保護者
が自動車産業に従事しているという家庭の児
童が多く、自動車というものがより身近であ
ったということ起因していると考えられる。

この単元では、最後に「環境にやさしい自
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動車」についての学習を行い、その中で、自
動車というものは、私達の生活になくてはな
らないものである一方、排気ガスが大気汚染
や地球温暖化の原因になっていること、そし
てその対策の一環として、これまでのガソリ
ン車以外に、ハイブリットカー(プラグイン
ハイブリットカー)・電気自動車・燃料電池
自動車等の、環境にやさしい自動車が開発さ
れてきていることを学んだ。そして、各自動
車の長所や短所を学習しながら、子ども達は
これらの開発を支えているのが、日本の高い
技術力であることや、どんなに環境に良いと
いうことがわかっていても、高価すぎるとな
かなか一般に普及しにくいということ等にも
気づいていった。そうして最後には、「もし
環境にやさしい自動車が増えたら、ガソリン
スタンドはどうなるのだろう。（そこで働い
ている人々の生活は？）」という疑問が生じ、
少なからず葛藤を味わった子もいた。今回の
学習では、それ以上踏み込むことはしなかっ
たが、今後は、子ども達が更に自分自身の考
えを吟味し深めていかれるように、授業の展
開を工夫していきたい（山下亜子）。

歴史と現代との課題をつなげよう
6年生は社会科では歴史を通して自分をふ

り返り、私たちを取り巻く環境について考え
る。そこで一・二学期と歴史を学んできた総
まとめとして、二学期末に「歴史の類似性」
を考える授業を行った。

まず子どもたちにある新聞記事を提示した。
その主な内容はこうである。「東京電力福島
原発事故後、足尾銅山鉱毒事件の展示施設に
足を運ぶ人が増えているという。鉱毒と放射
能の違いはあれ、それを撒いた加害企業は政

府と親密で、被害住民は塗炭の苦しみを強
いられた。1世紀以上の時間を隔てながらも、
両者は酷似している（2011年11月9日付　中
日新聞）。」。今回の授業では、福島原発事
故という環境問題と足尾銅山鉱毒事件という
二つの環境問題を比較し、その類似性を考え
ていくことにした。はじめは記事を読んでも
ピンときていなかった児童も、クラス全員で
両者の共通点、そしてなぜ今この記事が新聞
に載っているかを考えていくと、この2つの
問題が今の私たちに訴えることの重要性がみ
えてきたようである。また、それと同時に歴
史はただの知識ではなく、その知識を生かし
てこそ意味があるということに気付くことが
できた。教科書の中の知識を、私たちの生活
を取り巻く一部として捉えることができたと
いう点で、今回の授業は良いきっかけになっ
たように思う。

今回の取り組みでは、環境に関する知識と
歴史に関する知識を合わせることで、いかに
私たちの抱える環境問題が深刻か、そして先
人の行いを学ぶことの意味を改めて学んだ。
学習は知識を習得するためだけにあるのでは
ない。習得した知識を現在、そして未来に生
かす力は小学校で身につけておきたい大切な
力の一つであると思う。今後は自分たちのア
イデアで、物事をより多面的に見ていく力を
養っていきたい（坂野由季）。

世界の給食を知ろう
小学校では英文解釈・文法理解という英語

力を伸ばすことに重点を置いた授業ではなく、
私たちが生きる“日本”という国を土台に世界
の実情を知り理解するという授業を展開して
いる。世界を知るということは自国の理解を
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深めることにも繋がる。日本は世界の国々か
らどのような国として捉えられているのか、
また日本と他国との間にはどのような共通
点・相違点があるのかを考える授業づくりを
目指す。

子どもたちの興味・関心を高め、且つこの
指導目標を達成するために実践した授業が
「世界の給食を知ろう」というものである。
まず児童に6か国（ブラジル・ドイツ・スウ
ェーデン・チェコ・チリ・シンガポール）の
学校給食の写真を国名を伏せた状態で提示す
る。そして英語で表されたその国の人口・宗
教・観光名所やシンボルとなっている建物の
情報を参考に、どこの国で出されている給食
なのかを考えるのである。最後にまとめとし
て写真を見なくてもその国の給食がイメージ
できるようなキャッチコピーを考えるという
学習を行った。キャッチコピーを考える際に
はグループになって写真と真剣に向き合い、
各国の給食の特徴を捉え考えていた。以下は
子どもたちの中から挙げられたものである。

○ブラジル…お米と豆が1つのお皿に盛ら
れている。バランスは良さそうだが、盛りつ
けは雑である。○ドイツ…食器・盛りつけ方
にこだわっている感じ。デザートが多い。○
スウェーデン…主食はイモ類が主流。1つの
お皿に全て盛られている。○チェコ…飲み物
が2種類ある。スープ料理が多い。○チリ…
アボガドなどトロピカルフルーツが多い。○
シンガポール…油ものが多い。日本の献立に
似ている（日本と姉妹都市関係にあることが
関係しているのか）。

上の意見を見てみると、子どもたちはそれ
ぞれの写真から①ヨーロッパの主食はイモか
パンであること。②寒い国では体を温める料

理が出されていること。③暖かい国ではそこ
で育つ果物や野菜が使われ、色取りが鮮やか
であること。④日本と関係の深い国であると
食のスタイルも類似しているのかということ
を自然に読み取っていることが分かる。この
学習を通して、子どもたちは日本だけではな
く世界にも給食が食べられている国があると
いうこと、さらには使われている食材・調理
法はその国の風土と密接に関係しているとい
うことを理解することができた。今後も子ど
もたちに身近なトピックを用いて、自然環
境・気候が世界の文化や生活とどのように関
係しているのかを学ぶことにできる授業を進
めていきたいと思う（宮田菜月）。

マルチスケールで環境学習を考える
小学校では様々な教科・特別活動等で環境

に関係する学習を行う。特に「環境」という
教科はない。したがって、私たち指導者は
個々の学習の関係の全体像を見失うことな
く、子どもたちが個々の学習をどのように結
びつけるかという視点を要求される。ここで
は、環境に関係する学習で扱う事象の大きさ
を、空間スケールで考えていきたい。

第1・2学年では、校内・校外を観察するこ
とで身の周りの事象を学習する。この事象は、
0～100メートルの空間スケールを持つ。この
事象のスケールは、子どもたちが毎日、目で
見て、耳で聞き、鼻で嗅ぎ、手で触ることが
できる範囲である。この稿で紹介した野菜作
りやビオトープでの活動は、自分が事象に実
際に働きかけることができるという大きな特
徴がある。

次に第3・4学年では、さらに空間スケール
は100メートル～100キロメートルに広がる。
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この稿では覚王山周辺の地図づくりや河川の
学習を紹介したが、空間スケールが徐々に広
がるにつれ、子どもが事象と自分との関わり
あいをとらえにくくなる傾向がある。そのた
め、小学校全学年を通して特に難しい段階で
あると言える。

最後に第5・6学年では空間スケールが100
キロメートル～10000キロメートルの事象に
ついて学習する。この稿では、エネルギー問
題を含む工業の学習における地球規模の環境
の学習を紹介した。また、空間スケールのみ
ならず時間スケールも広げ、歴史を学ぶこと
により先人は環境とどのように考え関わって
いったかの学習を紹介した。

また英語の学習においてはこの稿で紹介し
たように、世界の食文化を通して環境を学ぶ
機会を設けている。

このように見ていくと、小学校の環境教育
は、学年が進むにしたがって空間スケールを
広げながら学習していくと考えられる。しか
し、例えば第6学年での植物による光合成な
ど理科で学習する環境に関わるものは、子ど
もの発達段階に応じて学習される。

以上のことから例として、光合成のような
ミクロなスケールの事象から、地球大気環境
のようなグローバルなスケールの事象までの
学習を扱う場合を考える。その2つの事象を

別々に学習しても、子どもたちが自力で関係
づけることは困難である。そこで、指導者が
それらを関係づけることを意識した学習計画
を立てることが、子どもの環境への理解をよ
りいっそう深める。私たち小学校の指導者は、
多くの教科・多くの学年を指導するので、こ
の点について大変有利である。

また、複数学年の児童で行う環境教育の試
みもある。今年度の例を挙げると、第1学年
の児童が学校の近くでドングリを採取するの
であるが、どこにあるのかわからないので、
第5学年の児童がその最適地を調べ、映像に
よって第1学年の児童に紹介するという総合
的な学習を行った。クラス単位で行う学習を
他学年と関わりあって行うという意味では、
これも学習する集団のスケールを変化させた
といえる。

今後は以上の学習に加え、環境委員会の
児童が複数学年で取り組む学習内容を提案
し、全校的に学ぶ環境学習を目指したい。そ
の提案には、環境委員会のもとに組織された
「メダカ研究所」の今後数年にわたる長期の
調査・研究の成果を反映させたい。小学校は
中学校・高等学校・大学に比べると、子ども
の在学年数が長い。この特徴を生かすために、
長期の調査・研究を充実させ、子どもの環境
の理解を助けたい（森昌彦）。
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メダカ里親活動を通した環境教育の実践
Practical report of environmental education through the Medaka-Satooya  
(Killifish breeding) activity

椙山女学園大学附属小学校教諭
森　昌彦

Masahiko　MORI

概　要
今年度、椙山女学園大学附属小学校（以

下、本校）では、環境教育を充実させるため
に「環境委員会」を新設した。この「環境委
員会」は、本校の児童会・委員会活動の一つ
である。この環境委員会で、東山動物園が主
催する、ひがしやまメダカ里親プロジェクト
「名古屋メダカ応援キッズ2011」に参加した。
これをきっかけに、児童が「環境」にどのよ
うに関わっていったかを報告する。

メダカ里親プロジェクト
メダカ里親プロジェクトは、東山動物園が

名古屋市内の個人や学校に「名古屋メダカ」
を貸し出し、その個人や学校がメダカを繁殖
させ再び東山公園に返還するという事業であ
る。「名古屋メダカ」とは、75年前に現在の
平和公園で発見されたメダカを系統管理した
もので、このプロジェクトに参加することは、
環境破壊によって絶滅が危惧されているメダ
カ（環境庁，1999）に児童が触れ合う絶好の
機会であると考え、参加を申請した。

ここで、「なぜ「名古屋メダカ」でなけれ
ばならないのか？」という疑問を持たれるか
もしれない。ペットショップでメダカを買っ
てきて、それを飼育・観察するという触れ合

い方もある。しかし、そのメダカは、産地が
特定できず、遺伝子レベルでは、名古屋に生
息する個体群とは異なる可能性が高い。仮に
それを野外に放流した場合、在来のメダカと
の交雑を進め、遺伝的特徴が失われる危険性
がある（上赤，2001）。そこで、産地が特定
できる「名古屋メダカ」を飼育・観察するこ
とは、児童が野生動物の正しい保護活動を考
えるよいきっかけとなるだろうと考えたから
である。さらに、本校は、山崎川流域に位置
し、前述した「名古屋メダカ」の発見された
場所と同じ流域になる。本校はかつてため池
だったところに立地し（井関編，1996）、体
育館下からの湧水を利用したビオトープが設
置されている。かつて、この場所にいて絶滅
してしまったメダカに近い「名古屋メダカ」
を再びこの地で飼育・観察することができれ
ば、児童がメダカに対する特別な親しみを持
つきっかけになるだろうとも考えたからであ
る。

メダカ里親プロジェクトに参加できること
になり、６月25日に環境委員会の児童とメダ
カ飼育の講習会に出席した。その場で個人に
は10匹、学校には30匹（ともに雄雌半数ず
つ）のメダカを受け取った。本校で受け取っ
た30匹は１週間で19匹も死亡し、残る11匹を
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何とか死なせず飼育しなければという緊急事
態に陥った。そこで、児童が当番で世話をす
ることは先延ばしにして水槽に薬剤を入れ、
病気の回復を見守った。後に判明したところ
では、他の参加者・参加校の多くが同様の緊
急事態にあり、その原因は、持ち帰る際にメ
ダカにストレスを与えたことと思われる。こ
の時の私の頭には、環境教育の四文字は隅に
追いやられ、とにかく全滅させないようにと
いう気持ちでいっぱいであった。その後、メ
ダカは死亡することなく、7月中旬には安定
して産卵・孵化し、繁殖も軌道に乗り出した。

メダカの繁殖方法を簡単に説明する。メダ
カは、適切に水かえと給餌を行うと毎日産卵
する。そのため可能な限り毎日水かえと給餌
を行う。産卵された卵を採取して親メダカと
隔離する。これは親メダカが卵を食べてしま
うからである（自分で産んだ卵すら食べるこ
ともある）。そのため、卵は別の容器に入れ
たメチレンブルー水の中で孵化させる。孵化
した稚魚は親メダカとは別の水槽に入れ、給
餌する。この水槽に毎日孵化した稚魚を入れ
続けると、先に孵化した稚魚が既に大きく成
長しているため、新たに入れる稚魚を餌にし
てしまう危険があるので、稚魚用の水槽は２
週間ごとに新しい水槽に替える。

私自身、このような繁殖を行ったことはな
く、市販のメダカの飼育書（松沢，2010；ア
クアライフ編集部，2007；青木，2010；小
林，2010）を頼りに手探り状態で作業を続け
た。繁殖が軌道に乗り、さあこれから環境委
員会の児童にメダカの世話と観察を指導しよ
うとすると、もう7月中旬となり、小学校は
夏休みに入る。公立小学校とは違い、本校は
学区を持たない。そのため児童が夏休み中に

登校して世話と観察をするのは無理だと判断
し、私一人でメダカの世話と観察を続行する
ことにした。メダカ里親プロジェクトは来年
度以降も継続して行えるということなので、
今年度は準備期間と割り切って、夏休み期間
に、水温、産卵数、孵化した卵の数をほぼ毎
日記録した。

2学期に入ってからは環境委員会の児童が
給餌の当番を担当した。産卵された卵の採取
と水替えは、一部の児童に方法を指導したが、
当番の仕事としては負担が大きく、引き続き
私が行った。

メダカ里親プロジェクトでは、繁殖の他に
参加校による研究発表が課題として含まれて
いる。その発表会に向けて私は環境委員の児
童に、学年ごとに以下の課題を与えた。

4年生
①小学校のビオトープに住むメダカとカ

ダヤシの数の調査
②覚王山付近の水田の分布の経年変化

5年生
③卵のふ化に関する資料整理

6年生
④メダカの行動に関する実験
　　　
①の課題については、本校のビオトープに

はメダカがいるということだったが、5月に
椙山女学園大学教育学部の野崎健太郎氏とゼ
ミ学生の指導で環境委員会の児童が調査した
ところ、これはメダカではなく、外来種のカ
ダヤシであったことがわかった。いつビオト
ープに移入したのかいまだに不明だが、調査
の結果、ほとんどがカダヤシだったことがわ
かった（表）。続いて②は、メダカがどのよ
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表1 椙山女学園大学附属小学校のビオトープにおけ表1 椙山女学園大学附属小学校のビオトープにおけ
るメダカ（るメダカ（Oryzias latipesOryzias latipes）とカダヤシ（）とカダヤシ（Gambusia affinisGambusia affinis））
の割合。の割合。

調査日 メダカ カダヤシ
（匹） （匹）

2011年9月25日 0 17
2011年9月28日 1 67

うに生息域を狭めていったかを調べるために、
メダカが生息していたと考えられる水田の分
布を1891年、1937年、1953年、2004年につい
て調べた。その結果、水田は1891年から1937
年までに激減しており、2004年では水田は見
られないことがわかった（図1）。③につい
ては、メダカの産卵数は水温の変化に大きく
関係していたことがわかった（図2）。後に、
研究発表会の会場にて夏季に水温が高温な日

からメダカにとっての適温に下がった日に多
く産卵するという説明を受けた。また産卵数
と孵化する割合には関係がないことがわかっ
た（図3）。④については、ダンゴムシが迷
路を進むとき、進路を左右交互に選択する傾
向つまり交替性転向があることは広く知られ
ている（森山，2011）。しかし、同様な実験
で、この傾向はメダカには見られないことが
わかった（図4）。以上のような課題を行い、
結果を発表するまでにはかなりの時間が必要
で、週1回の委員会活動の時間（35分間）で
は間に合わず、放課後、児童数名が居残り、
B紙に結果を書き込んでいった。

図1-a　覚王山付近（名古屋市営地下鉄，今池～東山公園）における水田の分布の経年変化。a) 調査した範囲（国土地理院25,000
分の1地形図「名古屋市南部」より引用。



Journal of Sugiyama Human Research 2011166

「環境と人間」プロジェクト研究報告

図1c　1937年

図1e　2004年

図1b　1891年　

図1d　1953年
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図2　メダカ飼育期間中の水温と産卵数の変化。

b～dは井関編、1996をもとに作成。は水田、　  はため池を表す。
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10月30日に、繁殖させたメダカの返還式と
研究発表会があった。本校では310匹のメダ
カを返還することができた。すべて返還した
わけでなく、残りのメダカは現在も飼育中で
ある。発表会では、本校の発表は他の参加校
のものと大きく異なっていたことがわかった。
それはまず、本校がメダカの繁殖や行動、生
息場所についての発表が中心であったのに対
して、他校はメダカの観察日誌的なものが中
心で児童のメダカに対する気持ちを前面に出
した発表であった。東山動物園の担当者にお
聞きしたところ、昨年の発表でも本校のよう
な内容で発表した参加校はなかったそうで、
「我々の盲点をつく発表」と評された。発表
会では審査員の方に「科学的な発表」とコメ
ントをいただき、「岩松鷹司賞」をいただい
た（写真1）。

e)　メダカB1回目d)　メダカA

b)　ダンゴムシAa)　迷路の図

f)　メダカB2回目

c)　ダンゴムシB

図4. ダンゴムシとメダカを用いた迷路実験の結果。a) 実験に用いた迷路。b)-c) ダンゴムシ2匹（A・B）の迷路実験の結
果。ダンゴムシA・Bともに交替性転向が見られた。d)-f) メダカ2匹（A・B）の迷路実験の結果。メダカBの2回目のみ交替
性転向が見られた。
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図3. メダカの産卵数と孵化した割合との関係。
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メダカ研究所
メダカ里親プロジェクトを通して、環境委

員会の児童の中から「何かを調べて発表する
部活動のような組織を作ってほしい」という
内容の意見があった。この背景には、環境委
員が選挙で選ばれ、任期が半年であるため、
継続して活動できないという児童の不満があ
った。私は校長に直接交渉したらどうかと勧
めた。その後、私と研究部主任と校長の相談
の上、「メダカ研究所」が設立された。その
特徴は、以下の通りである。

・何年生でも参加可能である。
・活動時間は週1日、午前中の長い休み時間

（20分間）
・研究課題は環境に直接関係しなくてもよい。
・活動時間には、他のメンバーに自分の１週

間の研究成果を発表する。発表を聞くだけ
の参加も認める（実際の研究は各自時間を
見つけて行う）。

・研究成果の発表を聞いて、指導者がアドバ
イスをする。

・全校朝礼で発表する機会を与える。
・環境委員会は「メダカ研究所」の活動を支

援する。

　
この「メダカ研究所」の「メダカ」はメダ

カ里親プロジェクトに由来し、「小さな」活
動という意味を込めている。したがって、研
究課題はメダカに無関係でもよいとした。こ
の「メダカ研究所」には現在、3年生から6年
生まで、約15名が参加している。この活動は、
「環境」を前面に出していない。もちろん、
環境委員会が活動を支援し、環境委員会の先
生（私）が研究のアドバイスをしているので、
児童にとって「環境」という言葉は多少意識
しているかもしれない。今活動している児童
の研究課題には以下のようなものがある。

・ナメクジはなぜ塩をかけるとちぢむのか
・アゲハはさなぎで何日すごすか
・芝の成長
・ヤドカリを育てる
・覚王山付近の昔話

これらは、いわゆる「環境」を意識した課
題ではない。しかし、これらを調べることに
よって、たとえばアゲハが増える環境とは何
か、または、昔の覚王山の環境はどのような
ものだったのかが児童におぼろげながら見え
てくればよいのではないかと私は考えている。
今、「環境」という言葉が巷にあふれ、それ
を考えるとき自分の頭で考えないことを私は
心配している。５年生で自動車産業について
学習するのであるが、ガソリン車・ハイブリ
ッド車・電気自動車のうち日本の自動車会社
は今後どの車種の生産に力を入れていくべき
かとの課題があった。そこで教師は、現在の、
車種別の普及台数の割合・車種別の二酸化炭
素の排出量・各国が持つ車種別の技術力や価

写真1　東山動物園2011年度「メダカ里親プロジェクト」返
還式および研究発表会（2011年10月30日）にて「岩松鷹司
賞」を受賞。
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格などの資料を児童に提示し答えを導き出さ
せようとした。日本の自動車会社はハイブリ
ッド車の開発を外国の自動車会社より先んじ
て行いその結果、価格を低く設定でき、その
上電気自動車には劣るものの二酸化炭素の排
出量ではガソリン車より下回るなどの理由か
ら、日本はハイブリッド車の生産に力を入れ
るべきと答えることを期待していた。しかし、
ある児童は答えにハイブリッド車をあげたの
はよいがその理由に「環境にやさしいから」
とテレビコマーシャルなどで聞くフレーズを
あげていたのには私は驚いた。この児童は提
示された資料を参考にせずに（複雑すぎてわ
からなかったのか）、答えを出してしまった。
これは別に子供に限った話ではなく、多くの
大人も似たようなことをしているかもしれな
い。このようなことにならないように私はど
んな小さいことでも自分で考えることを児童
に勧めたい。

環境教育の展望
今年度は、本校における環境教育の出発点

として、メダカ里親プロジェクトを通して、
環境委員会の児童と、またメダカ研究所の児
童と環境を考え始めた。今後、これを全校に
広めていくためには、校内外で成果の発表の
場をつくることが必要である。また、学習活
動の中で教師が「環境」という言葉を頭の隅
でいつも意識しておき、決して先のテレビコ
マーシャルを無批判に受け入れるような環境
教育を行わないようにしたい。来年度は、環
境委員会で、もっと身近な環境を何年も続け
て調べる活動を行い、メダカ研究所の活動と
して様々な研究の成果を発表させたい。

引用文献
青木崇浩（2010）メダカの飼い方と増やし方

がわかる本．日東書院．
アクアライフ編集部編（2007）：めだかの飼

い方ふやし方．マリン企画．
井関弘太郎編（1996）：明治・昭和　東海都

市地図．柏書房．
環境庁（1999）：レッドリスト淡水魚類
小林道信（2010）メダカの救急箱　100 問

100 答．誠文堂新光社．
上赤博文（2001）：ちょっと待ってケナフ！

これでいいのビオトープ？　よりよい総
合的な学習、体験活動をめざして．地人書
館．

松沢陽士（2010）：メダカの飼育 12 か月．学
研教育出版．

森山徹（2011）：ダンゴムシには心があるの
か　新しい心の科学．ＰＨＰ研究所．
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「人間とは」その8　最終回（まとめ）

̶ 人間の教育権  ̶

椙山女学園理事長
椙山　正弘

椙山女学園の教育理念「人間になろう」とい
う人間尊重の精神を学園教育の中で主体的に
活かしていくことは今日きわめて大きいと考
える。本学園の教育理念 ｢人間になろう｣ とい
う言葉について、どのような「人間」に「なる」
と考えればよいであろうか。私はこれをわか
りやすく理解するために、次の三つを「人間」
に「なる」ことであると考え、提唱したい。

①ひとを大切にできる人間
②ひとと支えあえる人間
③自らがんばれる人間

まず第一の「ひとを大切にできる人間」とは
どのような人間であろうか。人類は生産手段
を発達させ、生産力の向上によって豊かな生
活を送ることができるようになった。今日で
は私たちは物質的に豊かな生活を謳歌できる。
また美術や音楽等豊かな精神的文化も創造し、
鑑賞できる。スポーツを楽しむこともできる。
このような豊かな生活は、人間だけが創り出
し、人間だけが享受しているのである。しかし
一方で今、世界には貧しさがゆえに飢餓に苦
しんでいる人々が多くいるのも事実である。
さらに人間は現在、公害、自然災害、テロや戦
争の危機、事件や事故等人間の生命さえも脅
かされるというさまざまな危機的状況にもあ
る。あるいは生命の危機とまではいえないま
でも、身体的にも精神的にも、人間らしくない

状況におかれている例も少なくない。「ひとを
大切にできる人間」は、そうした、いわば人間
性の喪失状況から人間性を回復する、あるい
は世界中の誰もが豊かな生活を享受できるよ
うにする、あるいは人間性を創出する、人間尊
重のヒューマニズムの精神を創造する人間で
あると考える。

第二に、｢ひとと支えあえる人間｣とは人生
を生きるにあたって、人と人との協力とつな
がりを重視する人間である。元来、人間は互い
につながりを持ち、支えあって人間として生
きてきた。しかし、社会の都市化が進行すると
ともに「ひとり暮らし」の割合が増えるなど、
孤立化、孤独化の傾向が顕著になりつつある。
けれども、人間はひとりでは生きていくこと
はできない。東日本大震災の後、ひととひとの

「絆」が見直され、昨年を象徴する漢字に選ば
れたこともあり、人と人とのつながりが、きわ
めて大事なことは明らかである。だから、今こ
そ私たちが目指す｢ひとと支えあえる人間｣と
は、人と人とのつながり、つまり人類の協調・
連帯ということを大事にする人間である。

第三に、「自らがんばれる人間」とは、｢人間
になろう｣ ということが単に他者からの呼び
かけであるだけでなく、自らが自主的・主体
的に｢なろう｣とする決意表明をしたものとす
る人間である。本学園は「前畑がんばれ」の声
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援に応えてがんばり、世界一を達成した前畑
秀子の偉業を伝統に持つ学園である。

では一般的には、自ら主体的にどのように
努力すればよいのであろうか。著名な啓蒙思
想家ルソーは、その著「エミール」の中で次の
ように述べている。「私たちは弱いものとして
生まれてくる。私たちには力が必要だ。私たち
は何も持たずに生まれてくる。人間は教育に
よってつくられる。」つまり私たちは教育的な
営みの中で主体的に学習していかなければ人
間になることはできないというわけである。
ここでいう人間とは何であろうか。パスカル
は「人間は一本の葦にすぎない。自然のうちで
も最も弱いものである。だがそれは考える葦
である。」として、人間は考えるからこそ、他の
動物や植物とは異なるのだと言っている。つ
まり、人間は自ら考えることによって、学ぶこ
とによって、はじめて人間になる、ということ
である。はじめは不思議だな、と思う気持ちを
大切にすることであり、日常の平凡なことを
大事にし、そこに驚きと旺盛な好奇心を見出
し、その発想から出発して深く考える想像力
を育てたいものである。苦労して考え、それに

よって得た知は力となり、これを達成できた
時の喜びは、苦労のし甲斐があって、単なる快
楽ではなくて真の喜びである。成し遂げて得
る喜びこそは、まさに本当の生きがいである
といえよう。生きがいを獲得した人間は人に
対する思いやりを備えた人間性豊かな「人間
になる」ことができるということであるとい
えよう。

したがって、｢人間になろう｣という教育理
念は、単に個々人の精神主義的な修養の目標
であると解されるのではなく、人間性の復権、
人間尊重のヒューマニズムの精神を目指す人
間、人類の協力と連帯の達成を目指す人間、｢
人間｣ という目標に向かって自らが実践する
自覚と主体性を持つ人間、を目指してはじめ
て、「人間になろう」はその今日的意義を明確
化させ、未来への課題と展望を切り拓かせる
のである。私たちは、「人間になろう」という言
葉の積極的意義をいくら強調しても、決して
強調し過ぎることはないのである。

　　　　　　　　完
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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 江原昭善
客員研究員 杉浦昌弘
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）

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教授）
 吉田あけみ（人間関係学部教授）
 藤原直子（人間関係学部教授）
 小倉祥子（人間関係学部准教授）
 塚田文子（現代マネジメント准教授）
 小川奈保子（中学校教諭）

③『人間発達論』
※今年度は活動休止 

④『日本・アジア文化と人間』
プロジェクトリーダー　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）
 樋口謙一郎（文化情報学部准教授）
 冨田和子（生活科学部助教）

⑤『環境と人間』
プロジェクトリーダー　野崎健太郎

 （教育学部准教授）
研究員：原暁子（高等学校教諭）
 村上聡（中学校教諭）
 宇土泰寛（附属小学校長・教育学部教授）
 森昌彦（附属小学校教諭）
 川野幸彦（附属小学校教諭）
 宮田菜月（附属小学校教諭）
 篠崎友希（附属小学校教諭）
 佐藤雅史（附属小学校教諭）
 山下亜子（附属小学校教諭）
 坂野由季（附属小学校教諭）
 深尾智美（附属小学校教諭）

○平成 23年 5月 23 日（月）17:00 ～ 17:30
・椙山人間学研究センター運営委員会開催
メンバー：委員長（センター長） 椙山孝金

 大学（主任研究員） 渡邉　毅
 大学（学長） 野淵龍雄
 高校・中学（高校・中学校長） 河野庸介
 附属小学校（小学校長） 宇土泰寛
 附属幼稚園（幼稚園長） 山口雅史
 学園（学園事務局長） 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） 大浦詔子

○平成 23年 6月 8日（木）17:30 ～ 19:00

（平成23年4月から平成24年3月まで）
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「椙山人間学研究センター平成 23 年度第 1 回
人間講座」開催

テーマ：『青年心理学からみたキャリア教育』
講師：後藤宗理 椙山女学園大学看護学部教授
場所：椙山人間交流会館 1階会議室　
参加者：58 名　

○平成 23年 7月 26 日（火）17:00 ～ 18:30
「椙山人間学研究センター平成 23 年度第 2 回
人間講座」開催

テーマ：『起源からみた人間家族の特徴』
講師：渡邉毅 センター主任研究員 /
 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：32 名

○平成 23年 10 月 4日（火）17:30 ～ 19:00
「椙山人間学研究センター平成 23 年度第 3 回
人間講座」開催

テーマ：『脳とこころ―脳の進化から考え
る―』

講師：大石高生 京都大学霊長類研究所統合脳シス
テム分野准教授 / 椙山女学園大
学人間関係学部非常勤講師

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室
参加者：50 名

○平成 23年 11 月 12 日（土）
「第 24 回椙山フォーラム」開催

テーマ：『DNA からたどる我々の先祖たち』
講師：篠田謙一氏（独立行政法人国立科学博物館人

類研究部人類史研究グループ長）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：
 篠田謙一氏・渡邉毅氏（センター

主任研究員 / 人間関係学部教授）

時間：13:00 ～ 17:00
場所：椙山女学園大学文化情報学部棟 001 室
構成：第一部　基調講演

第二部　パネルディスカッション
第三部　質疑応答

参加者：90 名
（告知・広報）
①中日・日本経済新聞折込　19.4 万部　
（10・23）

②新聞「催事告知欄」（無料）への原稿送付
（中日、毎日、読売、朝日）

③マスコミへの取材依頼（名古屋教育記者
会 16 社）　

④教職員宛案内状送付　
⑤外部個人宛案内状送付　
⑥学園ホームページでの告知
⑦センターホームページでの告知
⑧名古屋市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 21 図書館
⑩近隣大学及び大学関連機関 24 校

○平成 23年 11 月 15 日（火）
・椙山人間学研究センター運営委員会持ち

回り会議にて開催

○平成 24年 1月 16 日（月）17:00 ～ 18:30
「椙山人間学研究センター平成 23 年度第 4 回
人間講座」開催

テーマ：『森の民ピグミーの生活から―日本
モンキーセンターとアフリカ学―』

講師：市川光雄 財団法人日本モンキーセ
ンター所長 / 京都大学名誉教授

場所：椙山人間交流会館 1 階会議室　
参加者：37 名
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○平成 24年 1月 23 日（月） 17:30 ～ 19:00
・プロジェクト活動報告会議開催

○平成 24年 3月
・『椙山人間学研究 2011』（第 7 号）発行
（3 月下旬完成予定）

■椙山人間学研究センター・ホームページの
運営
・センターの活動であるフォーラム、人間

講座の案内や告知、その報告などの詳し
い情報をセンターのホームページ上に掲
載してセンターの活動を公開し、学園の
教職員や学生等のみならず一般の方々へ
も、センターの活動に参画いただけるよ
うにしている。年誌「椙山人間学研究」既
刊号全ても全項公開している。

・椙山人間学研究センター・ホームページ
URL:http://www.sugiyama-u.ac.jp/shrc/

■「椙山人間学研究センター　打合せ会」開
催日（毎回議事録作成）

（参加：センター長、主任研究員、センター
事務室職員　陪席：江原客員研究員）

平成 23 年 4 月 14 日
平成 23 年 4 月 27 日
平成 23 年 6 月 20 日
平成 23 年 7 月 4 日
平成 23 年 8 月 1 日
平成 23 年 8 月 23 日
平成 23 年 9 月 29 日
平成 23 年 10 月 20 日
平成 23 年 11 月 10 日
平成 23 年 12 月 1 日
平成 24 年 1 月 12 日
平成 24 年 2 月 8 日
平成 24 年 3 月 27 日
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

（趣旨）
第1条　この規程は、学校法人椙山女学園

（以下「学園」という。）が、建学の精神
に基づく伝統に立って、その教育理念「人
間になろう」そのものを、より広くより深
く研究し、新たな人間についての知の開発
を通して、学園の教育研究、学術の振興に
寄与するとともに、研究の成果を広く学
界、一般社会及び地域に向けて発信する拠
点として設置する、椙山人間学研究セン
ター（以下「センター」という。）について
必要な事項を定める。

（センターの事業）
第2条　センターは、次の各号に定める事業

を行う。
（1）学園の教育理念「人間になろう」の調

査研究及びその教育実践の支援に関す
る事業

（2）新しい世紀に求められる「人間観」
（人文科学、社会科学及び自然科学等
における人間観の研究並びに学際的領
域の研究）についての調査研究事業

（3）学園の一貫教育及び連携教育について
の調査研究事業

（4）「人間学（観・論）」を主題としたフォー
ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）大学等学校、研究機関及び企業等学園
外の機関との交流並びにネットワーク
に関する事業

（6）年報の刊行に関する事業
（7）人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会
への講師の派遣等に関する事業

（8）その他センター長が必要と認める事業

（センター長）
第3条　センターにセンター長を置き、セン

ター長 は、理事長の命を受け、セン
ターの事業を統括し、 所属職員を統
督する。

2　センター長の任期は2年間とする。ただし、
再任を妨げない。

（主任研究員）
第4条　センターに主任研究員を置く。
2　主任研究員は、各調査研究領域を統括し、

研究ネットワークを主宰する。

（研究員）
第5条　センターの事業遂行に必要な研究調

査を行うため、研究員を置くことが
できる。

（客員研究員）
第6条　センターの研究調査に関して、学園

外に 広く知識又は経験を求める必要
があるときは、客員研究員を置くこ
とができる。

2　客員研究員について必要な事項は、理事
長が 定める。

（事務室）
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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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7号をお届けいたし
ます。ご多用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
心より感謝と御礼申し上げます。ありがとう
ございました。

平成23年を顧みる時、誰しも心の中に、3
月11日のあの惨状が目の前に浮かび上がるの
ではないでしょうか。この1年は空前絶後の
東日本大震災により我々日本人にとって憂い
深い年となりました。観測史上最大のマグニ
チュード9.0を記録した東北地方太平洋沖地
震や二次災害としての津波、火災、液状化現
象等による壊滅的な被害状況は連日報道やイ
ンターネットによって流され、日本国内だけ
に留まらず世界各国の人々の心を痛めました。
日本国内において自然災害による死傷者・行
方不明者が1万人を超えたのは戦後初のこと
であり、復旧活動もままならない地方の町村
も未だ存在し、復興の兆しが見えている地域
でも損害賠償や風評被害等の問題が山積して
います。更にその被害は第二次世界大戦にお
いて我が国の広島に投下された原子力爆弾の
放射能セシウムの168倍とまで予測されてい
る世界最大規模の原子力事故・福島第一原子
力発電所事故にまで及び、放射性物質による
汚染と影響が危惧されています。被曝の危険
性、国内外への拡散、環境への波紋などから
原子力発電の是非を問うエネルギー政策にま
で問題が発展しています。その痛みと比例す
るかのように後手後手に回る政府の対応の鈍
さや隠蔽体質の表面化、日本の脆弱な部分も
同時に露呈することとなり、先進国からの批
判も噴出しました。

しかしながら、そのような状況において被
災地から一条の光のような日本人のある姿が

伝えられました。財産を失っても略奪や暴動
は一切起こらず、取り乱すことなく共に助け
合う姿。避難所で次回はいつ支給があるのか
さえ分からない中で、おにぎりを見ず知らず
の隣人と半分に分け合う姿。津波がすぐ背後
に迫る中、危険を顧みず近所の人々に警告を
促す姿。自衛隊の救援活動やボランティアに
対し心から感謝を述べる姿。それは欧米文化
に感化された個人主義、利己主義が根付きつ
つある中で忘れかけていた日本人の美徳です。
この点は海外メディアにも大きく取り上げら
れ賞賛されています。日本人のもつ美徳は教
育と文化、歴史、風土によって古来より培わ
れてきたものであり、敬意と品格に基づく誇
るべき特質です。多くの尊い命を奪った震災
によって気づくのは大変皮肉なことでもあり
ますが、ナショナリズムを不必要に煽るので
はなく、あの日あの時の惨憺たる光景とその
悲嘆、不自由が続く現状、復興へかける希望
やその力強さを被災者、非被災者の区別なく
日本国民という共同体として共有し、一人ひ
とりがその想いを基軸として国家や日本人と
いう意識を見つめ直すことも今、日本人に求
められていることなのではないでしょうか。
その結集が絆となって今後の国家のあり方を
先導していくのではないかと思います。

また、『利他的な遺伝子　ヒトにモラルは
あるのか』（柳澤嘉一郎・筑摩選書・2011
年）において、社会的動物である人間は日頃
利己を優先して生きているが、その一方で純
粋な利他性を持っており、それらふたつは本
能として遺伝子によって脳に刻まれていると
定義し、様々な環境要因や社会状況によって
さらに育てられ、強化されていくと著者は著
しています。人間は利他によって心の満足を

編 集 後 記
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得ると同時にその経験によって自己研鑽され
ていくのでしょう。今、直面しているこの状
況を糧とした全世代の利他性の萌芽を大切に
育んでいくことも成熟した日本へ変容してい
くための大きな柱になっていくと思います。

人間そのものを多角的に研究する人間探
求の精神と本学教育理念「人間になろう」
の具現化を目指す椙山人間学研究センター
は、今年度、フォーラムと人間講座のテーマ
に「人」と「日本人」に焦点をあてて開催し、
その知見を広く提供してきました。各講演で
人間の生命力と逞しさ、人類の悠久な歴史と
本能、人間の本来有する才知に触れられたと
感じています。また、豊かな人間性を形成す
る柔らかな感性や人間の温かさ、また生きる
力のヒントも同時にお届けできていれば大変

幸いです。
設立以来より蓄積してきた叡智を礎とし、

今後も人間の真理に発展的に取り組んでいく
ことがセンターの責務になります。人間とは
何か、日本人とは、と原点に立ち返る機会を
得た今、また長い時間をかけて東日本大震災
を個人レベルで少しずつ総括を始める今、そ
の過程においてセンターの発信する知見やこ
の年誌『椙山人間学研究』が皆様の理解の一
助となるよう心から願っています。

2012年3月20日
センター事務室　大浦詔子
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椙山　正弘 （椙山女学園理事長）
椙山　孝金 （椙山人間学研究センター長）

後藤　宗理 （椙山女学園大学看護学部教授）
渡邉　毅 （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）
大石　高生 （京都大学霊長類研究所統合脳シ

ステム分野准教授）
市川　光雄 （財団法人日本モンキーセンター

所長 / 京都大学名誉教授）

（総合人間論）
渡邉　毅 （椙山人間学研究センター主任研究員
   椙山女学園大学人間関係学部教授）

（女性論）
東　珠実 （椙山女学園大学現代マネジメント学部教授）
影山　穂波 （椙山女学園大学国際コミュニケーション学部教授）
吉田　あけみ （椙山女学園大学人間関係学部教授）
藤原　直子 （椙山女学園大学人間関係学部教授）
小倉　祥子 （椙山女学園大学人間関係学部准教授）
塚田　文子 （椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授）
小川　奈保子 （椙山女学園中学校教諭）

（日本・アジア文化と人間）
鄭　麗芸 （椙山女学園大学文化情報学部教授）
飯塚　恵理人 （椙山女学園大学文化情報学部教授）
梅野　きみ子 （椙山女学園大学名誉教授）

（環境と人間）
野崎　健太郎 （椙山女学園大学教育学部准教授）
宇土　泰寛 （椙山女学園大学附属小学校長

椙山女学園大学教育学部教授）
森　昌彦 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
川野　幸彦 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
宮田　菜月 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
篠崎　友希 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
佐藤　雅史 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
山下　亜子 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
坂野　由季 （椙山女学園大学附属小学校教諭）
深尾　智美 （椙山女学園大学附属小学校教諭）

竹田　浩康 （企画広報部企画課長）
大浦　詔子 （企画広報部企画課職員）

執筆者紹介
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