
「チ」という音は、マッチを擦るように発する。
しっかりと密着した上顎と舌が、腹から押し出された

強い息で離れるときチが現われる。それが「チ」の力だ。
声ではなく息の音だ。 

チとは地であり、血であり、乳であり、知……、人間
にとって最も大切な力の源が「チ」であるから、チを呼
び出すときはチを呼び出すための音をしっかりと唱える
のだ。そうすればチはいまここの身体に放たれる。
「神」の枕詞は「ちはやぶる」。

前述のようにチは、強い摩擦音。ハは「ファ」と発音
する。閉じた唇を息の力でこじあける勢いだ。ブはぶりっ
と唇が破れる感じ。ルはブの勢いを借りて舌を震わす。
このように全身全霊でことばを発した瞬間、「ちはやぶる」
は神を召喚する呪詛となる（と、私は思っている）。 

だから、万葉集は音読しなければならない。
 歌は詠むもの。詠むと読むは違う。詠むとは命を与え
ること。万物を讃え、祝福すること。祝うこと。
 

いわばしるたるみのうえのさわらびのもえいづるはる
になりにけるかも  

志貴皇子の名歌である。 
この歌はからっぽだ。無意味である。真に空っぽの器

であるから、魂を乗せ時を超える船となる。 
「いわばしる」は垂水の枕詞。垂水とは滴る水、滝。

竜の文字が入っているとおり、滝の流れは生命体として
感受される。しかし、水神として竜を呼び出すための枕
詞「いわばしる」は発するのがたいへん難しい。 

「いわ」と普通に発音しても「ワ」のあと口がぽかん
空いて間抜けである。「岩」を表現するのなら「イ」に
特殊な強い緊張が必要だ。「ワ」は発音した時の自分の
顔を見れば、その音が畏怖を現わしていると実感できる。

「ばしる」の「バ」はパに近い破裂音。「シ」は「シーッ」
と人さし指を当てる感じ、そのシの勢いでルを発するた
めに舌を振動させる。

さあ、ではご一緒に発音してみましょう。い、わ、ば、
し、る。

ただ一心に発するだけで、心が大自然の裡に還ってゆ
く心地がしないだろうか。 

心はどこにあるか。どこにもないが、心は音によって
言葉として顕現する。このあたりまえの事実のなんとい
う不思議。なんという神秘。
「ちはやぶる」「いわばしる」と全身全霊で発する時、

時を超えて内的外的全世界が、私の脳内にイメージとし
て発火し、全身を貫通して立ち現われるのを感じる。 

ことばは、自然界の御霊。ことばこそ、ふるさとだ。 
というわけで、旅先で歌を詠み、古い鳥居に触れては

「ちはやぶる」、水に触れては「いわばしる」と発するの
が倣いとなった。 

青森県の環状列石、小牧野遺跡を歩きつつ「チ、チ、
チ」と火を点すように石の間を歩いていたら、ふと思い
ついたことがある。

高村光太郎の「智恵子抄」。あれは「智恵子」でなけ
ればいかんのだ。「恵子抄」でも「真理子抄」でもいか
んのだ。

あれは「チ」の音。チに宿る力のたまものだ……と。

巻 頭 言

呪詛としての
枕詞 
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高橋修（たかはし おさむ）　1930 年、京都府物部村 (現在の京都府綾部市 )に生まれる。1951年、京都府立農業講習所卒業。 1952 年、京都府に採
用され農業改良普及事業に従事。 1988 年、京都府を退職。1990 年から2001年まで、国際協力機構（ JICA）の専門家として、また全国農業改良普及
支援協会の委嘱により、アジア 8 カ国の農業普及改善について技術協力。2002 年から2008 年、ペシャワール会医療サービス（PMS）の農業計画担当
として、アフガニスタンで現地指導と後方支援に従事。編著に『アフガン農業支援奮闘記』(石風社 )がある。



まず現地に学ぶ

𠮷川　高橋さんは農業普及のお仕事でアジアの各国で
活動してこられたわけですが、行く土地土地によって、
気候も土も違いますし、農業もみんな違いますね。行
った先でいろいろやり取りをしながら進めていらっし
ゃるんですか。
高橋　私は1952年から1988年まで京都府の農業改良普
及員 (2004年に法改正で呼称を「普及指導員」と変更。
本文中ではすべて「普及員」と記述 )として普及活動に
従事し、1990年から、国際協力機構 ( JICA)や全国農業
改良普及支援協会、ペシャワール会医療サービス (PMS)

の仕事で、アジア数カ国において農業改良の技術協力
に携わってきました。

ご承知のとおり、農業は自然条件に大きく影響され
ます。また農業形態も、作物の選択も、つくり方も、
それぞれの国の文化に即して営まれています。食べ方
についても同様です。日本から作物を持ってきて、日
本の技術そのままでやろうとしてもまずうまくいかな
いし、心から受け入れてもらえません。お金を出せば
分かったような顔をしてやっていますが、ほとんど根
づかない。どんな国でも農家は、経験の中でいろいろ
工夫してきたことに誇りをもっているのです。

私が仕事をしていたインドネシアのジャワ島のチア
ンジュール近くにある、標高1,000メートル余りの高原
は、ジャカルタ向け野菜の一大産地ですが、野菜が植
えてある畝のところどころに、ニンニクかタマネギか、
そういう類いの野菜が植えてあるんです。何だろうと
思って聞いてみると、瓜類などの根に寄生するネマト
ーダという害虫がいるんですが、これが植えてあると

その臭いで、そこから 2 メートルぐらいはネマトーダ
がいないと言う。それは経験から生まれた知恵なんで
すね。

アフガニスタンでも独特の技術があり、パキスタン
からトウモロコシのいい品種を持ってくると、まず害
虫にやられる。日本から持っていったものも、もちろ
んやられる。彼らは、長年そこでつくっているトウモ
ロコシの中から、強そうなのを選んでつくっているの
です。そのかわり味が悪く収量も低いですが。

通常なら日本から、つくりやすくて、たくさん穫れ
る種苗を持っていきます。しかし、それをやると失敗
する場合が多いですから、最初は彼らがやっている選
抜作業を少し手助けし、そこから少しずつ新しい品種
を俎上に載せていく、といったふうにするのです。
内田　現地の人が持っている技を理解してそれを吸収
しながら、高橋さんのほうからも何か伝えるというこ
となんですね。
高橋　まず最初に彼らの経験を尊重しないと信頼して
くれません。高飛車に出ると「初めて日本から来て、
何を言うとるんや」と鼻先であしらわれます。

アフガンへは2002年に私が出かけ、その後 6 年半の
間に、五月雨式に 4 名の青年が農業計画の活動に参加
してくれました。このうち、橋本康範君は元小学校の
教員、進藤陽一郎君は某国立大学の哲学科卒など、ユ
ニークな青年ばかりでした。

中には、日本で齧ってきたことをパッとやろうとして
ガツンとやられる例もありましたが、みんな私の「ま
ず現地の農家がやっていることをよく見て……」とい
う助言を聞き入れ、真面目に向き合ってくれたと思っ
ています。
鎌田　まずこちらのほうが学ぶ姿勢で、現地を観察し
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ないといけないんですね。
𠮷川　高橋さんのご本（『アフガン農業支援奮闘記』）
に、アフガンで亡くなられた伊藤和也さんが現地の方
にとても好かれて信頼されていた、というお話が書か
れていました。
高橋　彼は非農家の出身ですが、静岡県立農業短期大
学を出て、静岡にありますアフガン支援のNGO「カ
レーズの会」の縁で、直接「ペシャワール会」の現地
活動をやってみたいということで来たわけです。

彼は最初、「教えてやる」という意識が強すぎたため
になかなか村に受け入れられなくて、ほかのNGOに
変わりたいと相談がありました。そこで私は言いまし
た。「君は、希望を持ってここまで来て、なんでうまく
いかないのか分かるか?　農家の人は、ここで生まれ育
って、百姓を長年やってきた。君よりずっとベテラン
なんだ。そこを大事にしないと、いろいろ言ったって
聞いてくれないよ。よそのNGOへ行ったって同じこ
と。もう 1 回やり直せ」と。

またあるときは、伊藤君から「日本の小麦の品種を
持ってきたい」と提案がありました。私は、提案は嬉
しかったですが、「いや、待てよ」と思ってね。現地で
ものすごく立派な小麦をつくっている農家をちょいち
ょい見ていましたので、伊藤君に、「あそこの角っこの
畑の小麦は、ものすごくよくできておるな。こっちの
川の横のも、よくできているだろう。なぜうまくいっ
ているのか確かめることが先ではないか」と助言しま
した。

さっそく彼はそれらの農家をまわりました。彼が集
めてくれたノウハウは、種を早く蒔くことと、薄く蒔
くことでした。それから平地にばら蒔きするのではな
くて、ちょっと畝立てして蒔く。そういうノウハウを
5 つほど集めてきてくれました。それを 1 つの体系に
して試験農場でやったところ、10アールあたり慣行の

倍近い470数キログラム穫れました。大変な評判にな
り、地域の人が大勢見学に来たようです。

そのとき伊藤君は、これはあの農家から早蒔きのノ
ウハウをもらって、薄蒔きのノウハウはこの農家から
もらったと言って、農家の名前を挙げて見学に来た人
に説明したところ、それがパッと広がって、あれだけ
慕われる存在になったのです。
伊藤　君は最初、自分の考え方を変えることは苦しか
っただろうと思います。教えてやるつもりで来ている
のに言うことを聞いてくれない。そこで、伊藤君は自
分の考え方を変えていった。教育用語で「概念砕き」
というそうですが、それを彼は実践した。彼は人柄が
いいとか、立派な仕事をしたとか、それで評価するの
もいいけれど、彼にはこういう苦しい経過がある。そ
こを乗り越えたことをもっと評価してやってほしいと
思っているんです。

情報よりもコミュニケーション

鎌田　最初、伊藤さんは日本である方法を学んで、現地
でそれをそのまま伝えようとしたがうまくいかない。
そこで、現地から学んで現地の方法論を取り入れ、そ
れを組み立てて、体系化し直して提示したところうま
くいった。そのとき、これとこれを組み合わせたらい
いのではないかと、考えを再構築していくときの理論
的裏づけが必要だと思うんです。この理論と実践、実
際の方法を、どういうふうにつなげていくのですか。
高橋　農業は、技術的に「これが正しい」と分かってい
ても、地域とか品種が異なるとか、またその年の天候
によって、そのまま適用できない場合が多いですね。
アフガンの麦の播種期を例にとると、ふつう農家は12

月上旬に播種しますが、中には11月20日頃に蒔いて成
績を上げている農家がある。その何軒かの中のより優
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れた農家の播種期を確かめ、播種適期はだいたいこの
へんかと見当を付けます。
鎌田　すべて経験と観察から割り出していく。
高橋　簡単に言えば、経験と観察をベースに置き、そ
の上に学理と試験成績を重ね合わせ、農家が納得する
改善策を相談していくということでしょうか。
内田　そういった経験と勘みたいなものを生かしてう
まく情報を収集できるというのは、普及員さんのプロ
フェッショナルな役割なのですか。
高橋　そうだと思います。今の普及員さんは、すぐに
インターネットで検索したマニュアルを使うことが多
いと聞いています。インターネットも大いに使ったら
いいですが、でも、インターネットでデータだけ取っ
て使うのと、直接農家に会い、細かいところを教えて
もらいながら使うのとは全然違います。

そのノウハウを提供してくれる農家も、煩わしそう
な顔をしていますが、聞いてもらうのはうれしいこと
なんです。インターネットですと農家は、「いろいろ
苦労したんやね」とか「ずいぶん工夫しているね」と
か、そういう声を聞くことはできないでしょう。

普及員はやはり、直接農家の声と実情に触れながら
ノウハウを会得する。そして、「こういうことに使わせ
てほしいんだけど、どうだろう」と投げかけもする。
そうすると、「うん、俺のところも100点満点ではない
から、こういうことも気をつけるように言ってもらっ
たらどうだ」といったアドバイスをくれるんです。
内田　そういうやり取りは、農家さん自身の誇りやや
りがいにつながるわけですね。
鎌田　お話を伺っていて、高橋さんのお仕事と、私が
やっているフィールドワーク的な研究と、似ていると
ころがあると思いました。確かに、情報だけだと、イ

ンターネットのほうが速いし、あるいは本からその部
分だけを取り出せばいい。だけど、実際のフィールド
ワークで一番大事なのは、情報よりもコミュニケーシ
ョンで、そこにいる人たちと信頼関係を結ぶことがで
きるかどうかですね。

そうすると、今まで得た情報とは違うような話が出
てくる。そういう信頼感は、本当に深いコミュニケー
ションができないと醸成されません。情報だけを聞き
取ろうという姿勢で行くと、大事なことは教えてくれ
なかったりする。本当にリラックスして打ち解けて親
しくなると、いろんな機会にぽつぽつと出てくる。こ
ういうことは、待つというか、そういうふうなことな
しに生きたものが現れてこない。フィールドワークを
通してそういう経験をするんですが、いまのお話は、
コミュニケーションの大事さとか、そのもっと奥底に
ある、人間どうしの基本的な信頼感のようなものが土
台を成しているということを教えられたように思いま
す。
高橋　農家は頑固ですからね。農家だけではない。経
験の必要な仕事の人はたいがい頑固です。
鎌田　職人さんも、自分の流儀がある。
高橋　そういう農家に行って、「これをやってみろ」

「分かった。やってみる」というのは、あまり長続きし
ないのが多いんです。そうではなくて、「おまえ、何を
言うてんのや」というような、少々の働きかけでは動
じない人は、やり出したら素晴らしい仕事をする。ど
うやってそういう農家を立ち上がらせるか、その動機
づけですね。そこは、やはり教科書どおりではいかな
いところがあります。

私の場合はほめることが多いです。いろいろ話を聞
かせてもらっていると、過去の苦労を話されます。そ
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番茶を干す高橋さんと伊藤君　アフガンでは緑茶が
愛飲されており、すべて輸入に頼っている。そこで人
間関係を温める一助にと、高温とアルカリ土壌に苦労
しながらお茶の栽培を始めた

長老たちとの話し合い　ペシャワール会農業計画の活動目的は、自立を促し、自立するための活動
を援けることにある。課題の選定はその出発点で、十数カ所で半年余り、辛抱強く地域の長老たち
と話し合いを重ねた



うすると、私も百姓の生まれですから、身につまされ
たり同感するところが多いのです。そこから始まって、
ささやかなことでも「素晴らしいアイデアやな」とち
ょっと漏らすと、「ああ、そうか」と喜んでくれる。苦
労したり、工夫してきたことを評価されると、さらに
頑張ってみようという気になる。そのへんが普及員の
仕事冥利に尽きるという感じですね。
内田　農業者さんと、まさに心が通じた瞬間とは、そ
ういうときに訪れるんですね。
高橋　そうですね。スリランカでこんなことがありま
した。ヤシ園は50年過ぎますと、急速に生産性が下が
ってきます。そのヤシの木の間に、バナナとか、パイ
ナップル、野菜などの産地をつくっていこうというプ
ロジェクトでした。それも直接やるんじゃなくて、普
及員の活動の改善を通じてやる。そこがなかなかしん
どかったのですが。

担当の普及員さんと、カウンターパートと、私とが
現地に行って、事前の打ち合わせに従っていろいろ話
をしました。そうしたら、農家の人がシンハリ語で何
か言っている。「何を言ってるんだ ?」と聞くと、「気
持ちはわかった。わしらなりにやってみるよ」と言っ
ていますよと。「おお、そうか」と思って。いろいろや
っていると、やはり気持ちが通じ合うときがあるんで
す。
内田　逆に、すごく大変だったり、簡単に気持ちが通
じなかったり、というようなこともあったでしょうね。
高橋　ありました。この場合も、ここまでいくのにか
なりの月数を費やしています。その間じっと我慢をし
て、ここの農家は、今日はどんな仕事をしているのか
と見て回っているわけです。そのうち「また来よった
んか」とヤシの木に登って実を落として、ジュースを
飲ませてくれたりする。そんなことを何回か繰り返し
ながら、いよいよこのへんでやってみるかと思って、

「いっぺん集まって相談してくれないか」と声をかけま
した。これ（左上）がそのグループ員集会の写真です。

この経験が生きて、アフガンでも同じような方法で
やってきました。こちらが答えを出すのは簡単ですが、
それをやったら根付かないと思っています。

日本人の驕り

𠮷川　JICAの活動ですが、日本人が行く場合と、欧米
の国から行く場合で、現地の人たちは受け止め方が違
うのでしょうか。日本人のほうが近しく感じてもらえ
るとか。日本では、欧米から人が来ると尊敬するみた
いな、欧米の文化をちょっと高く見るようなところが
あると思うのですが。
高橋　スリランカでは、やはりかつての宗主国のイギ
リスに対する尊敬みたいなものがありまして、確かに
日本人をちょっと下に見るというところがありまし
た。でも、私はそういうことは一向に苦になりません
ので、日本国内のときと同じように、同じ目線で付き
合ってきました。しかし、日本人 6 名のメンバーの中
には、「日本から持ってきた技術を教えてやるんだ」と
いうスタンスの人が多かったですね。

スリランカの南西モンスーン地帯は、乾季にはほと
んど雨が降らず猛烈に暑い。そこへ、「日本の技術だ」
といって、畝を立ててキュウリを植える。当然 3 日も
持たずに枯れてしまいます。向こうの技術は、畝を立
てて植えるのではなく、溝を掘って、その溝の中を耕
して、燃えるものを持ってきて溝の中で燃やして肥料
にします。そして、そこへ野菜を植える。
𠮷川　日本と逆ですね。
高橋　「日本流ではだめだ」と言っても、専門家と称す
る人が「畝を立てないとだめだ」と言って……。私は
チームリーダーとして苦労しました。

6

グループ員集会と栽培状況　スリランカのヤシ園の中で野菜やパ
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員集会で、立ち上がって経験を披露しながら積極的に提案してく
れる農家



鎌田　なぜそういう思い上がりみたいな意識が生まれ
てくるんでしょうかね。本当に経験を大事にする普及
員とか農業の研究者だったら、もっと素直に物を見て、
素直に学び、そこから再構築することができるはずで
すよね。
高橋　最近は日本の国力が落ちていますが、私が外国
へ行かせていただいていたころは、JICAも農水省も、
イケイケドンドンで、技術移転だ、日本流のやり方を
広めるんだ、という意識が非常に強い時代でした。
鎌田　ODAも日本がいちばんお金を出しているんだと
いう経済大国の驕りがあったかもしれませんね。
高橋　そうですね。あの時ほど日本人の驕りを感じた
ことはなかったです。
鎌田　80年代の終わりから90年代が、そういう時期で
したでしょうか。
高橋　はい、そのころです。今思い出しても情けない
です。
鎌田　日本は明治以降、韓国を併合したり、中国を侵
略的に支配しようとしたりして、戦争があって、そう
いう歴史的経験を反省したはずですが、経済大国にな
ったときに、また同じようなことをやっているんです
ね。これはお金や権力があったり、力をつけてきた者
の持つ業のようなものなんでしょうか。
高橋　心がけていても、人間というのは思い上がりし
やすい本性があるんじゃないかと思ったりします。私
自身、「ああ、思い上がってるな」とふと気づくことが
あります。

話を聴き取り再活用するのは難しい

鎌田　普及員の仕事の「普及」という概念は、一面
で、上から下へという意味合いを持っていますよね。
でも、実際に現場に入ると、下から来る声をうまく循
環させていくようなことができなければ、本当の意味
での普及は成立しない。そうすると、その方々 1 人 1

人の声を謙虚に聴き取る、傾聴する姿勢がないと、う
まくいかないですね。
高橋　普及活動というのは、私は基本的にはボトムア
ップの仕事じゃないかなと思っているんです。農業で
生活してきた人は、素晴らしい知恵を持っています。
無限の可能性を持っている。それを謙虚に聞き出さな
いで、どこかで齧ってきたことを押しつけようとした
って、信頼されない。そんなことを仲間内でしゃべっ
ていたら、「おまえはずるい」と言われたことがありま
す。
鎌田　普及員仲間にですか。なぜですか。
高橋　「わしらは、気張って本を読んで調べてやってい
る。おまえは何もしないで、いろんな農家の話を集め

てきて、それをつくねてやっているだけじゃないか」
と言ってね。
鎌田　それは逆じゃないですか。本を読んで、それをま
とめて伝えるのはやさしいけれど、話を聴き取って、
それをうまく再活用するのは、本当に難しい。
内田　いろいろな知見を集めて、まとめて、いいとこ
ろ、悪いところ、枝を切ったり伸ばしたりしながらや
るのは、ひとつの芸術みたいな技ですね。私はそれが
一番肝だと思うんです。
𠮷川　だいたい、農家の人たちもそんなに簡単には自
分たちの大切なもののことは話さないですよね。人間
誰しもそうだと思います。
内田　自分の大事な知恵はなかなか話してくれないで
すね。農家さんも、本当に信頼しないと話してくれな
いんじゃないですか。
高橋　私は小学校 5 年生のときから、百姓仕事の手伝
いをさせられていたんです。父から、牛を使って耕して
みろと言われて。田圃の端まで行ったらUターンしま
す。牛は手綱を引っぱったら回りますが、犂は重くて
回せないので、親父が回してくれるわけです。そして
数歩だけ親父がやる。親父が手綱を持っている間は、
牛は素直に前を向いて歩く。そっと代わっているはず
なんですが、私が代わると牛は 1 回立ち止まって後ろ
を見て、「ああ、こいつか」という感じで、その後はノ
ソノソ歩いたり、草のほうへ行ったり……。
鎌田　現金ですね (笑 )。
高橋　牛の話は余談ですが、親父は、「百姓ちゅうのは
のう、村の中で助け合ってやっとるんじゃ。ここが済
んだら、あそこの家へ手伝いに行くからのう。うちだ
って世話になる時があるやろ」と言っていました。当
時は子どもで詳しくは分かりませんでしたが、いま思
い出すと、やはり父の言うことは正しかったなと思い
ます。またそれが、農家の本音を聞き出すときに役立
ってきたように感じています。
鎌田　そういうことが血肉になって染み込んでいるの
で、話しているとそれが滲み出てきて、農家の方も、
この人はよく話がわかる人だなとなる。こういう具体
的なディテールを本当によく理解してくれるんだなと
いうのは、やはり話しているうちに分かるんでしょう
ね。ふつうの勉強だけしてきたら、なかなか具体的な
ことなんてわかりにくいですよ。でも、高橋さんのよ
うな経験を持っている普及員さんは少なくなってきて
いるんじゃないですか。
高橋　年代から見るとほぼいなくなったでしょうね。
私の経験がスリランカやアフガンで通用するかどうか
分かりませんでしたが、私の原体験みたいなものを生
かしながらやってきました。そんな経験から「やはり
農家はどこの国でもいっしょやな」と思っています。
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𠮷川　お父さんが話されたことをずっと覚えていらっ
しゃるんですね。

村人同士の互助的な関係

鎌田　農業って、水の利用もそうですが、村人同士の
互助的な関係をうまくしないと、なかなかスムーズに
いかないと思うんです。日本は非常に互助的な関係を
うまくつくっていく。けれども、隣とはうまくいかな
いとか、いろいろな問題があると思うんですが、国別
の違いというか、普遍的にどこでも農民はそういう互
助組織をつくっているのでしょうか。
高橋　インドネシアでは、互助組織の有無については
よく分かりませんでしたが、百姓はけっこう水の管理
とか稲刈りを助け合ってやっていました。それから、
地主さんとの交渉も、 1 人では埒があかないので皆で
やっていました。

アフガンの場合は、自然条件も社会的な仕組みも厳
しさがあり、そうしなければ生きていけませんので、
農作業だけにとどまらないで、生活も一族ごとに助け
合って暮らしていました。しかし悲しいことですが、
他の一族とはかなりの緊張感が生じる場合もあるよう
に感じました。
鎌田　掟が厳しいイスラム系ですからね。
高橋　そうです。長老の言うことに逆らうと、その村に
住み続けることはできないと聞いたことがあります。
やはりアフガンの場合、そこは厳しいんです。

鎌田　日本の場合、農作業と祭りは切っても切れない、
新嘗の祭りとか収穫感謝の祭りがありますね。年の初
めには豊作祈願のお祭りもあります。インドネシアと
かほかのところでも、そういう祈りとか祭りとか、収
穫に関してあるのでしょうか。イスラムの場合はちょ
っと違うかもしれませんが、特にヒンズー教とか仏教
の場合、農耕と祈りとか祭りなどが関係してくると思
うんです。その土地の宗教的な世界観と農作業や農業
の関係はどういうものだったでしょうか。
高橋　いちばんそれを感じたのは、スリランカの南西
モンスーン地帯で雨季明けに行われる村祭りです。夏
に古都キャンディの仏歯寺で行われるお祭りと同じペ
ラヘラと呼んでいました。雨季に授かった恵みへの感
謝と、厳しい乾季への決意を固める意味があると聞き
ましたが、村人は隣村よりも盛大にやることに関心が
あり、村々で大勢集まって、競争していろいろな飾り
つけをしていました。農業に必要な、相互協力の心と
活力を養うことが目的なのかもしれません。

このときはほうぼうの村から招待が来まして、行か
ないと具合が悪いからこちらはフル回転です。
鎌田　お祭りのはしごですね。
高橋　 1 カ所であまりたくさんいただくとあとが食べ
られなくなりますから、「ありがとう」といただいたふ
りをして (笑 )。
鎌田　スリランカはいわゆる「小乗仏教」、上座部仏教
ですね。イスラム圏の場合は、宗教と農業との関係は
どうだったですか。
高橋　アフガニスタンの場合、結婚式とか誕生日など
は大々的にやりますが、祭りと言えるかどうか……。
鎌田　農作業と関係したものは、あまりない ?

高橋　あまり感じませんでしたが、われわれのプロジ
ェクトで、サツマイモ掘りを始めたんです。当日は、
頼んでいないのに朝から大人も子どもも大勢待ってい
て、わいわいがやがや。掘り終わるとすぐそこで焚火
して焼いて食べる。こちらは「種芋だけは残してくれ
よ」と言って (笑 )。これは一種のお祭りでした。そう
いう場を毎年提供できただけでもよかったと思ってい
ます。

また毎年11月に収穫祭をやりました。50人か、年に
よっては100人ほど長老を招待し、試験農場でできたも
のを調理して、みんなに食べてもらう。その過程で、
いま食べている豆はこういう豆で、こういう作り方を
するんだというような説明を、アフガンの言葉がしゃ
べれる橋本君、伊藤君、進藤君らにしてもらう。そし
て細かい説明は試験農場の担当農家にできるだけやら
せる。

というのは、一般農家が長老に説明するのは名誉な
ことなんです。日本人の説明は少しにしておいて、彼
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サツマイモの収穫　アフガニ
スタンで、早期育苗、病害虫
の予防、種芋の貯蔵など、現
地で可能な栽培方法を試行錯
誤しながら、サツマイモを人
気作物に育て上げた。収穫と
なると、村人たちがどこから
か聞きつけて手伝いに集まっ
てきた。日本でもめったにお
目にかかれない立派なサツマ
イモを収穫。この後は楽しい
焼き芋作業が待っている



らにできるだけしゃべらせろ
と言って。そうしたら自信を
持つわけです。中には大きな
ホラを吹く人もいましたが

（笑）。イスラム圏ですから、
お酒はなしです。帰りは、試
験農場でできた種を、来年は
これをこうつくりなさいと言
って、お土産にあげる。そん
なことをやっていました。
𠮷川　それはまさに普及のお
仕事ですね。
高橋　泥棒もけっこういまし
て、普及の手伝いをしてくれ
ました。技術だけ盗んでくれ
るのならうれしいですが、し
まいには、株ごと引き抜いて
いくのでね (笑 )。ブドウなん
か、しょっちゅう子どもに盗
られる。子どもはしょうがな
いんですが、大人が夜来て株
ごと引き抜いていくんで、こ
れはかなわん。でも、そこで怒ったらおしまい。そのう
ちに広まってしまえば収まると自分をなだめて……。
助け合い社会であるためか、それほど罪悪感はないよ
うに感じました。
鎌田　それは、忍耐が必要ですね。
高橋　忍耐ですね。怒らずに待っているのも仕事の内
です。
𠮷川　高橋さんが日本に帰ってこられるとき、向こう
の人たちから、もっと長くいてほしいとか、何か希望
みたいなのはなかったのですか。
高橋　私はアフガンでは最後のお別れができていない
んですよ。というのは、私が日本に帰っているときに
伊藤君の事件が起こって、それからもう行けていない
んです。

事件が起こって半年後、2009年 2 月に、試験農場を
担当してくれていた現地の農家から進藤君のところへ
電話がかかったんです。「アキルシャとモハマドからこ
ういう電話が入りました」と、進藤君からメールをも
らいました。「日本の皆は元気か。ミスター高橋は元気
か。ミスター伊藤の家族たちは元気か。えん麦の種は
希望農家に配ってやる。サツマイモはちゃんと貯蔵し
ておる。農業計画はちゃんとやっている。早く帰って
こい」という話で、うれしかったですね。
内田　わざわざ国際電話でかけてくださった。
鎌田　それから行かれていないのは心残りですね。
高橋　残念ですが、年齢を考えると、農家が育ってく

れたことで満足しなければならないと思っています。

日本の農業の未来

鎌田　TPP交渉への参加表明を安倍晋三首相がしまし
た。そうすると、日本の農家、農業というものがこれ
から先どうなるのか、いろんな現場で不安の声が上が
っています。普及員経験者としての高橋さんの立場か
ら見ると、TPPの問題も含めて、未来の日本の農業を
どういうふうにお考えでしょうか。
高橋　私はこの問題を云々する能力はありませんが、
TPPによって日本の農業が崩壊すると農村が崩壊す
る。農村が崩壊すると、日本人が持っている助け合い
の心が失われるのではないかと心配しています。日本
人の精神構造は農村の風土に培われてきたと聞いてい
ますから……。
鎌田　深刻ですね。TPPに参加せずに、今までのよう
に日本の農業をもっと育てていくという選択肢はない
んですか。
高橋　私は深刻に受け止めています。これまで輸入を
規制していてもかなりの量の米やほかの農産物が入っ
てきています。ですから、TPPに参加したらどんどん
入ってくることは間違いない。そのとき、日本の消費
者がどう選択するか。日本農業の未来は、むしろそこ
にかかっているんじゃないかと思っています。
𠮷川　私はいまのような状況を少しでも変えてゆくに

9

共に生き、共に喜びを得るために　　高橋修さんインタビュー

収穫祭の会食風景　アフガニスタンで、毎年11月に近隣の長老約100名を招いて収穫祭を開催し、試験農場の
成績についての報告と意見交換、生産物を利用した料理による会食などを行う。これは村祭りとして定着した。
収穫祭が終わると、有望な作物・品種の種子をお土産として手渡し、普及の場としても活用してきた



は、普及員さんたちが、国内で新たに農業を始めたい
という人たちを支援して、日本の農業者人口を増やし
ていくような試みがあってもいいんじゃないかと思う
んですが、どうなんでしょうか。
高橋　これまでの農家戸数を維持することは難しいと
思っています。今後はかなり大面積でコストを考えた
農業を進めざるを得ないでしょうし、また、いい品質、
特色ある作物に特化せざるを得ない場合もあるでしょ
う。それは農家側の努力だと思いますが、もっと大事
なのは、消費者側の意識改革だと、市場で買い物風景
を見ながら思っているんです。残念ですが、店頭で産
地国を確認している人は少ないですね。そこを抜きに
して日本の農業の存立はかなり厳しいと思っています。
鎌田　たしかに、生業としての農業はなかなか成立しが
たいという日本の現状があります。しかし、いま農業
とか、生命、生物に対する意識は、環境問題も含めて
高まってきていて、少なくとも、大学で農学部は人気
ですね。農業の研究も実践も、いままで以上に広がっ
てきていると思うんです。農業をやってみたいという
若者も昔より増えてきている。田圃や畑を借りてやっ
ている若者も少なくない。それだけ危機意識がある。
ということは、消費者のほうも、きちんと安全性の高
いものを食べて、子どもにもそういうものを食べさせ
たいという意識は、だいぶ高まってきていると思うん
です。

原発の放射能の問題もありますから、これから先も、
消費者の意識改革という点では、一生懸命やれば期待
できる面があると思います。そして、大規模で、職業
として成り立つ農業は狭まってしまうけれども、農業
そのものを日本国内でもっと豊かにしていく道はある
んじゃないか。それがないと日本の国全体、生活全体
が崩壊していくと思うんです。
高橋　私は、こうしたらいいという知恵はないですが、
農業という概念を変えるときが来ているような感じが
しています。
𠮷川　どんなふうに変えるんですか。
高橋　一口で言えば自給自足を発展させることです。
私が育ったころは物質的には貧しかったですが、衣食
住を工夫し、村の中で助け合い、心の面では豊かだっ
たんです。だから、いったんそこへ回帰し、今度は、
ここが一番大事だと思うのですが、生産者と消費者が
ネットワークを組んで、お互いに知恵と力を出しあっ
て再出発することが必要ではないかと考えています。
鎌田　私も突き詰めたらそれに近いものだと思いま
す。地産地消、自給自足とか、コンパクト・シティみ
たいなところで、地域で成り立つような経済や生業と
いうものを考える。いまはTPPも含めてグローバリズ
ムの流通機構の中で、それを壊されていくような状況

にありますが、将来的に自然災害などがもっと増えて
くると思っているんです。そうしたときに、自分たち
で自分たちの地域をどう維持し守っていくのか。これ
はやはり生活の基本です。そのとき、農業はもっと自
覚的に大事にしないといけないという時代が必ず来る
と思います。
𠮷川　私も地産地消とか自給自足は、小さなまとまり
をたくさんつくるという発想で行くのがいいかなと思
います。あと、都会育ちの高校生とか大学生が、農業
体験に参加する仕組みを自治体レベルで作るといいん
じゃないかなと思うんです。自分が食べるものを育て
る作業を日常の一部に加えてゆく、ということですが。

地域コーディネーターの役割

高橋　その場合、農業体験のための農地が必要になり
ますが、農家は土地を手放すことに抵抗感があります。
鎌田　先祖代々伝わっているものですから。
高橋　農地を貸してくれと言えば、持て余していても
高く吹っかける。それが災いして、なかなか農地は動
かない。
内田　そうですね。新規の人は入りにくい。簡単には
貸してもらえないですね。
高橋　また他所から来た人は、やはり他所者として扱
う。地域によって程度の差はありますが。
内田　だから、こっちにやってみたいと思う人がいて、
こっちに余っている土地があるけれども、簡単にはい
かない。
高橋　そうですね。
鎌田　僕はこれから先、地域のいろんな問題をうまく
解決していくコーディネーターの役割をする人物が必
要になってくると思います。農業もその 1 つですが、そ
の要望、ニーズ、たとえば農地を貸してほしいという
人と、農家の人をつないで成立させていく。そして、
両方がよい状態を見いだしていくようになればいいと
思います。
内田　それはまさに普及員さんのお仕事ですね。
高橋　むかし普及員は、そういう役割も持っていたん
ですが。
内田　農業に限らず、生活改良の普及員さんも、そう
いう役割を果たしておられる。
高橋　それがいつの間にか、技術屋、事務屋の傾向が
強まってきたと聞きました。
鎌田　そうですね。だから、今までの普及員という枠
では収まらないような事態が、社会全体で生まれてき
ていると思います。人間関係そのものをもう 1 回つな
ぎ直してくれるようなコーディネーターが求められて
いる。
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高橋　鎌田先生、そのお話、私はたいへん心強いです。
鎌田　僕は本当に社会コーディネーターが必要だと思
うんです。そういう役割を果たす人が出てこないと日
本は崩壊していく。
高橋　同感です。
鎌田　でも、何とかしたいという気持ちはみんなある
んですね。だから、何とかしたいという気持ちそのも
のをつないでいく「つなぎ屋」が、これから大事にな
ると思います。そのためには、知恵と経験と忍耐力を
兼ね備えた高橋さんのような方が世の中で大いに活躍
してくれたらいいと思います。
内田　本当にそうですね。高橋さんは『技術と普及』
という雑誌に「おじいさん普及員の遺言」というタイ
トルでずっと連載しておられました。若い普及員の方
に、まさに知恵と経験を伝える文章で、味わい深くて、
ファンがたくさんいると聞いています。

「共に生き、共に喜びを得るために」

内田　若い普及員さんだけでなく、いまの若い人の中
には、いろんな人とつながって、自分を生かしていき
たいと思っている人はいるんですね。その一方で、そ
ういう人たちの気持ちが、いまいち生かしきれないよ
うな社会の仕組みもある。たとえば、普及員さんはす
ごく人が減っていて新規採用もなかなかないとか、そ
のアンバランスさを何とかできないのかなといつも思
っています。
高橋　私もそう思いますが、こんな年であまり出しゃ
ばると、かえって若い人の反発を招きます。だから、
中年の普及員が育つことを切に願っています。
𠮷川　20代の人たちは夢も持ちやすいのですが、40～
50代、高橋さんの次の世代の人たちは、迷ったり次の
道を探しあぐねたりしているんじゃないかと思うんで
す。
高橋　そうみたいですね。
鎌田　メタレベルで、世の中を支援したり、サポート
とかサジェスチョンとか、いろんなヒントを与えて活
性化させていく人を「メンター」というんですね。そ
れは昔でいえば「長老」の役割です。少子高齢化して
いくので、そういう人たちのサイクルをうまくつなぎ
合わさないと、社会全体が回っていかない。
高橋　アフガンでいっしょに仕事をした進藤陽一郎君
が、素晴らしい言葉を送ってくれました。「教えに行く
のではなく、人助けに行くのではなく、共に生き、共
に喜びを得るために行く」という言葉ですが、この言
葉は、鎌田先生のお考えを実現するうえで役立つよう
に思うのですが……。
鎌田　まさにそうですね。

高橋　アフガンだけでなく、日本の国内でもこれであ
るべきだと思います。
鎌田　それこそ普遍的な精神ですね。
高橋　「負うた子に教えられ」ではありませんが、中年
の世代が育ちつつあることに希望を感じています。
𠮷川　いまおいくつぐらいの方ですか。
高橋　35歳くらいだと思います。
内田　若いですね。
鎌田　そういう方々が活躍できる時代が来ることがこ
れからの希望のひとつです。ぜひ、高橋さんのお力もも
っと発揮していただいて、日本の農業や社会全体を、
もう 1 回立て直していく、結びなおしていくようなこ
とをしていただきたい。そのためにセンターも何か役
割を果たせればいいなと思っています。
高橋　こちらこそ、お世話になります。こころの未来
研究センターが、心と心をつなぎ、社会に温かさと新
たなエネルギーをもたらす拠点になることを期待して
います。よろしくお願いします。
𠮷川・鎌田・内田　本日はいいお話をありがとうござ
いました。

（2013 年 3 月29日、こころの未来研究センターにて）
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共に生き、共に喜びを得るために　　高橋修さんインタビュー

収穫祭のセレモニーに立つ中村哲医師（右）と進藤ワーカー（中央）
中村医師は、1984年にパキスタンで医療活動を開始し、現在アフガニス
タン東部を中心に、灌漑・農業・医療の活動を展開している



子供のころ、中秋の名月の日には、
ススキと萩を月見団子の横に添え、
母が準備した子芋に箸で穴をあけ、
そこからお月さんを覗いて願い事を
唱えたものである。その頃の願いが
何であったかよくは覚えていない。
きっと月見団子がお預け状態で、気
持ちが入っていなかったのであろう。
母の里は琵琶湖の西、安曇川上流の
田舎である。お月見が終わり、金木
犀の香りが漂い始めると、母の里か
ら新しい竹かごいっぱいのマツタケ
が送られてきた。 4 人兄弟の私は、
ただ一人そのマツタケを心待ちにす
る、変な子供であったらしい。今な
ら、子芋の穴からお月さんに「“お

腹いっぱい”マツタケが食べられま
すように」とお願いするところであ
る。

琵琶湖のそばで生まれ育った私は、
小学校 5 、 6 年時の担任の先生に恵
まれた。柳が芽吹き始める早春、先生
が漕ぐ伝馬船に揺られ、膳所公園近
くの浜辺に出かけ、越冬地の北湖か
ら産卵のために南下してきた子持ち
のホンモロコ釣りに巡り合えた。初
めて釣り上げた魚体が銀鱗を朝日に
輝かせて宙に舞う姿が今も鮮やかに
蘇る。この一瞬の“原体験”がまぎ
れもなく魚の研究へ進むきっかけと
なり、気がつけば稚魚研究40年の上
に、新たな統合学問「森里海連環学」
に踏み入り、“60にして惑う”日々の
中に身を委ねている。豊かな森と豊
かな海のつながりが、里に住む私た
ちの意識の持続循環的な方向への転
換によって蘇れば、研究のために犠
牲にした無数の稚魚たちへの供養に
なり、幻のマツタケの復活にもつな
がるに違いないとの思いが深まる。

森や山が海の稚魚を育む

魚の生態に関する40年にわたる野
外調査を通じて、多くの沿岸性魚類
は稚魚へと変態する頃、陸と海の境
界域に当たる砂浜、河口・干潟域、
藻場などに集まり、そこを成育場と
して子供の時期を過ごすことが明ら
かになった。日本海では、「“白神山
地のブナ林”が‶ヒラメ稚魚”を育
む」、九州有明海では「“九重・阿蘇
山系”が“特産稚魚”を育む」との
結論に辿り着いた（図１）。同時に、
立ち止まって周りを見渡せば、稚魚
たちが成育する海辺環境が、陸域に
おける私たち人間活動の際限なき拡
大により、ことごとく消失・劣化す
る現実に直面することになった。自
らの研究が単に稚魚たちが“滅びゆ
く”現状を説明するだけのものでし
かなかった限界と無力感を痛感させ
られた。

一人の研究者がライフワークの末
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論 考◉特集・地域と環境

森は海の恋人―森・里・海のつながりの思想

田中　克（京都大学名誉教授）
Masaru TANAKA

1943年滋賀県大津市生まれ。京都大学名誉
教授、（公財）国際高等研究所チーフリサー
チフェロー、NPO法人森は海の恋人理事。
京都大学農学部水産学科卒業、同大学院博
士課程修了。水産庁西海区水産研究所、京
都大学農学部水産学科助教授等を経て1993
年同教授。この間マダイ・ヒラメ・スズキ・
サワラなど沿岸重要魚種の生理生態を研
究。多くの稚魚は渚域や河口域に集まるこ
とを解明、同時に渚域の消失や劣化の問題
に直面する。2003年、森と海の現地教育研究
施設を統合したフィールド科学教育研究セ
ンターの発足とともにセンター長に就任。
森里海連環学という新たな統合学問領域を
提唱している。著書に『森里海連環学への
道』、共著に『魚類学（下）』『稚魚̶̶生残と
変態の生理生態学 』『水産の21世紀』など。

図 1 　海の生き物（ヒラメ）の生活環と陸域の水循環の関わり　白神山地のブナ林が日本海のヒラメ稚
魚につながる仕組み。両者のつながりは稚魚が集まる渚域で最も顕著に現れる



に辿り着いた森と海のつながり、それ
を良くも悪くもする“里”に住む人
間の環境意識を問う新たな統合学問

「森里海連環学」への扉を開くよりず
っと以前から、海に生きる漁師は日々
の生業の中から森と海の不可分のつ
ながりを確信し、自ら森の保全や再
生に取り組む活動を進めていた。

“心に木を植える”森は海の恋人

わが国が四面を海に囲まれた海洋
国であることは、誰しもよく知ると
ころであるが、世界的な森林大国で
あるとの認識は高くはない。森林面
積率は、森と湖の国北欧諸国に引け
を取らず、わが国は先進国の中では
極めて稀な森の国である。地球はも
ともと森に覆われていたが、今では
その面積は30％にまで落ち込む中、わ
が国の67％は特筆される。古くより、
海辺の森を保全すると沿岸の生き物
たちが健全に保たれ、漁業を持続的
に営むことができるとの“魚附き林”
の思想が根付いてきた。この先人の
知恵を海辺の森から川の源流域の森
にまで拡大し、“豊かな森が豊かな海
を育む”との自然の仕組みを、限り
なく抒情的な“森は海の恋人”に託
した活動が、気仙沼のカキ養殖漁師
によって始められたのは1989年であ
る。この活動は、森と海の大国、日
本の国の在り方を示すものとして幅
広い共感を得て、今では小中高校の
社会、国語、英語の教科書にも紹介
されるまで普及している。

一般には、この運動は漁師による
植林活動として認知されるに至った
が、先導者畠山重篤氏の思いは子供
たちの“心に木を植える”ことにあ
る（写真１）。木は大地にしっかり
根を張り、時間をかけてゆっくりと
成長し、風雪に耐え、昆虫や小鳥た
ちに棲家や餌を提供し、人々に暮ら
しの糧をもたらし、二酸化炭素を吸
収して酸素を生み出し、地球生命系
の縁の下の力持ちとして黙々と役割
を果たす存在である。心に木を育ん

だ子供たちはやがて成人となり、そ
の木は次の世代に受け継がれていく
ことになる。心の木は、時間と空間
を通じて広がり大きな森になること
が、この日本を、そして世界をより
持続循環的な方向に向かわせる本道
であるとの考えと言える。

巨大地震と津波に学ぶ

先の巨大な地震と津波は、私たち
が忘れかけていた多くのことを気づ
かせてくれた。とりわけ巨大な津波
の襲来に、自然の圧倒的な大きさを
痛感し、自然への畏敬の念を取り戻
す必要を肝に銘じることとなった。
これまでの大量生産・大量消費の物
質文明の在り方を見直し、人間が生
み出す技術で自然を制御できるとの
技術過信を戒めることとなった。あ
の巨大な自然の力の前に魚も人も同
じように翻弄された現実を突きつけ
られ、すべての命は等価であること
を思い知らされた。

私たちは今、地球規模での気候変
動が激化し、3. 11を契機に地震活動
のレベルが一段活性化した災害列島
の中で、いかに“安全”に暮らすか
が問われる社会に生きている。原子
力発電所の崩壊により、高いレベル
の放射性物質が広域的に広がった中
で子供たちが暮らさなければならな

い時代に、さらにそれらが森から世
界の海洋へと不可避的に広がろうと
する、今までに経験したことのない
時代に生きている。何よりも深刻な
問題は、あくなき経済成長を今なお
最優先させ、自然破壊と財政破綻を
拡大し続け、すべてのつけを続く世
代に先送りする“無責任極まりない”
時代に生きていることである。この
無責任さから脱却できる道はあるの
であろうか。

復興理念としての森里海の連環

東日本大震災は、少子高齢化が進
むわが国が抱えるすべての潜在的諸
課題を、一気に顕在化させた。今問
われているのは、個々の課題への対
症療法ではなく、国の在り方そのも
のの根源的な転換であろう。歯止め
の利かない人口の増加は、すでに地
球の“環境収容力”を超えており、
富の著しい偏りと貧困の拡大がいっ
そう顕著になりつつある。今地球は、
再起不能のきわどい淵に急接近して
いる。市場原理主義のもとにグロー
バル経済の成長こそ繁栄との“呪縛”
から脱却できるであろうか。

世界は日本が「東日本大震災から
何を学び、どこに向かおうとしてい
るか」を注視している。進むべき道
を見失った世界は、日本ならあるべ
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写真１ 　舞根湾における子供たちの“心に木を植える”環境教育　森は海の恋人指導者の畠山重篤氏
らによる小学生のための“臨海体験 ”



き社会への道を先導してくれるかも
しれないと大きな期待を寄せている。
その答えが「放射性物質は完全にコ
ントロール」されているであり、さ
らに「10mでだめなら15m」とばか
りに巨大なコンクリートの防潮堤で
海と人の暮らしを隔離して未来を閉
ざす方策しか示せないようでは、世
界は日本を見限るであろう。大震災
の復興を乗り超えて、これからの社
会をより持続的で循環的な方向へ転
換させることこそ、真の復興の道で
あり、世界は「さすがは日本」と信
頼感を高め、それは続く世代への掛
け替えのない大きな贈り物になるに
違いない。日本の知恵として世界か
ら注目を集め始めている“森は海の
恋人”やその根拠となる森里海連環
は、復興の基本理念そのものと言え
るであろう。

森と海のつながりに見る光と影

“森は海の恋人”は、豊かな海の源
は豊かな森にあるとの両者のつなが
りの光の側面にスポットを当てたも
のであるが、巨大地震と津波は、同
時に陸域から有害物質の海への流入
をもたらす負のつながりをも大きく
浮上させた。その最たるものは、福
島第一原子力発電所から直近の海へ
の放射性物質の流出であり、大気中
を飛散して森林域に広域的に蓄積し

た放射性物質の森から海への流出で
ある（写真２）。このように本来の
プラスのつながりがマイナスのつな
がりに転化するのは、ひとえに流域
に暮らす人々の暮らしや産業の在り
方、ひいては人々の価値観に大きく
関わると言える。

森と海のつながりの光と影は、ひ
とつの川の流域に限られた問題では
ない。マレーシアやインドネシアで
は、熱帯雨林の伐採跡地はパームヤ
シの農園に変えられつつある。遠く
からは緑一面のパームヤシ林も近づ
くにつれ、鳥や昆虫などの生き物の
気配が一切しない“沈黙の世界”で
あることに驚かされる。伐採前の熱
帯雨林は陸域で最も生物多様性が豊
かで、生き物あふれる森はこの上な
く賑やかである。伐採後の“人工”
の森では、パームヤシの収穫を増や
すために大量の肥料と農薬が使用さ
れ、それらは川や地下水系に流出し
てマングローブ河口域やサンゴ礁域
の生態系に影響を及ぼす負の森里海
連鎖が進行している。熱帯雨林の生
物多様性の象徴オランウータンは、
このような開発の中で今や絶滅の危
機に瀕している。これは遠く熱帯ア
ジアの、私たちとは関わりのない別
世界の問題なのであろうか。パーム
ヤシ産業は、植物性の再生油を生産
し、環境親和的であると疑いなく日
常的に利用する都会に住む私たち自

身の消費に支えられて成立する産業
である。熱帯雨林の賢人オランウー
タンの運命は、遠く都会に住む私た
ち自身の “Remote Responsibility” に深
く関わるのである。

蘇る干潟に発生したアサリ

三陸地方の基幹産業は森と海が深
く結び付く豊かな自然環境の中で営
まれるカキやホタテガイなどの養殖
業や沿岸漁業である。大震災後の復
旧にとって最も大きな課題は、養殖
業再開の前提条件である「海の中の
様子」を知ることであった。三陸沿
岸のすべての海洋・水産関係の試験
研究機関が壊滅するなか、千年に一
度の巨大な地震と津波が沿岸生態
系に及ぼした影響を「歴史の証言」
として記録し、世界に発信するとと
もに、続く世代に伝承することは今
を生きる者の責務と思われた。幸
い、“森は海の恋人”運動に思いを
寄せる全国の志ある研究者が舞根湾
に集まり、地元NPO法人森は海の
恋人との連携のもとに、沿岸生態系
の被災の状況と回復の過程を調べる
ボランティア調査「気仙沼舞根湾調
査」が、2011年 5 月に始まった。

この調査の過程で、海の生き物の
回復は予想をはるかに超える速度で
進行することが確認され、カキやホ
タテガイ養殖業の早期再開に根拠を
与えることとなった。リアスの海と
して深く入り組んだ湾奥では、埋め
立てによる陸地の拡大が行われてき
たが、巨大な津波はその埋め立て地
を壊滅させ、地盤沈下によって海水
が浸入し、そこには湿地が蘇り、干潟
的環境が再生しつつある。その“新天
地”には、震災の海を耐え抜いた生
き物たちが早くも現れ出したのであ
る。その代表例はアサリである（写
真３）。この地に暮らす人々には、若
いころ朝餉・夕餉の食材に干潟でア
サリを採って海と共に暮らした日々
が蘇り、再び津波の海と共に生きる
気持ちを新たにする大きな力になっ
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写真 2 　岩手県一関市室根町の矢越山から気仙沼方面を臨む　日本の故郷に見られるのどかな光景の
中に見えない放射性物質が蓄積した深刻な現実がある



たのである。

蘇る水際環境と巨大な防潮堤

舞根湾調査の“主役”として登場
したアサリの全国漁獲量は、16万トン
前後から 3 万 5 千トン前後に落ち込
み、“絶滅への道”を辿りつつある。
最も深刻な例は有明海であり、最高
9 万トンの漁獲量は、20世紀最後の

20年間に数千トンにまで激減したの
である。この春には多くの浜で春の
風物詩である潮干狩りを断念せざる
を得ない状況が全国に広がった。

全国的に深刻な状況にあるアサリ
が、三陸沿岸では地震によって再生
しつつある海辺環境に蘇る現実は、
事の本質をよく物語っている。それ
はアサリに限らず、すでに絶滅危惧
種に指定されたニホンウナギについ
ても同様である。ウナギの生息する
河口域や川の岸辺がコンクリートで
固められ、ねぐらを失い餌生物が棲
めなくなれば、絶滅の危機に瀕する
ことは自明の理である。巨大地震は

“ウナギの里”をも復活させつつある
と言える。

今、三陸の未来に極めて深刻な影
響をもたらすと危惧される重大な計
画が進行している。被災を受けた福
島県から岩手県の370ｋｍにもわた
るほとんどすべての浜にコンクリー
トの巨大な防潮堤を張り巡らす計画
が、復興財源という期限の制約のも
とに、海と共に生きる地域住民の意
思にかかわらず、行政主導で極めて
拙速に進められている。この計画の
深刻さは、元に戻す復旧事業の名の
もとに、高さは1.5倍以上（宮城県で
は最高14.7ｍ）、総延長も著しく延び、
従来の垂直な壁ではなく高さの 5 ，
6 倍もの底辺を持つ台形型の巨大な
構造物の設置にある（写真４）。森
と海の地下水を通じたつながりをも
遮断する可能性も危惧される。この
ような防潮堤の設置には、現在の法
制では「環境アセスメント」さえ必
要とされず、多くの国民の目に触れ

ないままに計画が実行される点にお
いても極めて深刻である。

ふるさとを潰す先に未来はあるか

このような巨大な防潮堤の設置が、
豊饒の海三陸の景観、環境、生態系、
漁業、観光産業、環境教育など多面
的に深刻な影響を及ぼすことは言う
までもないが、海と人の暮らしを隔
離することにより、いのちのつなが
りや人々の心の豊かさ、さらには人
間関係に深刻な影響を与えることが
最も危惧される。大震災が及ぼした
最大の災禍は、多くの人々が突然強
制的に“ふるさと”を奪われたこと
にあると言える。

すべての生命のふるさとである海。
遠い昔、私たち脊椎動物の先祖であ
る魚類が海で生まれ、その中から陸

域に新天地を求める先駆者が現れた。
彼らは陸と海の境界、とりわけ干満
のある干潟域で過ごす中で、陸上生
活に適応し得る体の仕組みや働きを
整え、上陸に成功したことが想像され
る。渚域はそのような人類の故郷につ
ながる場所なのである。夕日を眺め
ながら若いカップルが肩を寄せ合って
明日の夢を語り、地球の裏側に思いを
はせる場としての渚には、そのような
私たちの祖先が辿ってきた悠久の歴史
が刻まれている。人は肉体的な“命”
のほかに、心豊かに生きるというもう
ひとつの精神的な“いのち”を持つ。
それは、すべての生き物たちの命の
つながりの中で成立する存在であり、
自然の所産と言える。“森は海の恋
人”と森・里・海のつながりはその
根元に横たわり、持続的に“いのち”
を保証する重要な基盤と言える。
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森は海の恋人　　森・里・海のつながりの思想

写真 3 　舞根湾奥部に蘇る湿地（そこに現れたアサリ）を高台移転の場所から臨む　人は限りなく豊か
な自然環境の中で海と共に生きる幸せを選択した

写真 4  気仙沼大谷海岸に設置予定のコンクリート防潮堤をイメージする　人々の憩いの場としての砂浜
が日々の暮らしから隔離される現実が進行しつつある（赤い点線のような防潮堤が造られる）



自然に見つめられていることの
自覚

2013年 5 月25日、ＦＭ仙台の「カフ
ェ・デ・モンク」というローカルな番
組に、石巻市洞源院住職夫人の小野
崎美紀さんが出演しておられた。2011

年 3 月11日の東日本大震災の夜、無
数の星のまたたく夜空に、何千とい
う火の魂

たま

が昇っていくのを見られた
という。また、金野伸介氏は、東日
本大震災で仙台市卸町の自宅と店舗
が壊滅した。家族は 3 日間、車の中
で生活せざるをえなかった。水も食
料もなく明日も知れない命、その 3

月11日の漆黒の夜空には、「こんなに
あったのかと思うほどの星が満ち溢
れていた」と私に語った。 

東日本大震災が宮城県を襲ったの
は、雪の降る寒い日だった。雪がや

むと、物音ひとつしない静寂の中、
漆黒の夜空には満天の星が輝いてい
た。その夜空の星の彼方に「何千と
いう火の魂が昇っていくのを見た」
と小野崎氏は語る。同じころ何千と
いう人々が津波にのまれ命を落とさ
れていた。火の魂はおそらく幻視で
あろう。しかし、人の命は亡くなる
とき、光り輝く魂になるのではない
かというのが、私のいつわらざる気
持ちである。小野崎氏の話を聞いて
涙が出た。ラジオを聞いて涙が出た
のは、幼い頃「海ゆかば」がラジオ
から流れてきたのを聞いたとき以来
だった。 

21世紀初頭、人間は地球を支配し
地球の資源をむさぼりつくしている。
夜でも明るい都会からは、漆黒の夜
空が消えた。そして人間は満天の星
空を忘れただけではない。星空の彼
方から見つめられているという事実
も忘れたのである。 

われわれはこの生命の惑星・地球
に生きている。だが、われわれ人間
だけが地球に生きているのではない。
無数の生きとし生けるものとともに、
人類は計り知れない宇宙の法則の中
で生きている。その現実の一端を、
巨大災害に直面し、自分の命の危機
に直面したとき、人は思い知るので
ある。

だがそのことを歯牙にもかけない
鬼がこの世に現れる。「国土強靭化」
という名の下に、日本列島をコンク
リートの防潮堤で囲もうなどという
とんでもない発想をする人々が出現
してきた。3.11の巨大津波によって
肉親の命を奪われ、すべての財産ま
で失った人々は、しばらくは茫然自
失の状態で、津波に対する恐怖と憎
しみでいっぱいだった。そんなとき、

あたかもその被災者の心情を察する
かのように、「巨大な津波にも耐える
巨大な防潮堤を造りましょう」と言
う人が現れた。そして政府にかけあ
い、巨大防潮堤を建設する費用の獲
得に成功した。それは、3.11からわず
か 3 か月後の2011年 6 月のことであ
った。 

茫然自失の被災者にむかって、差
し伸べるべき助けの手は、彼らの明
日からの暮らしをどう立て直すかで
あった。ところがこともあろうに、
政府は30年後、いや50年後に来るか
どうかも分からない巨大津波にも耐
える防潮堤を造ることを最優先した
のである。  

海と共に暮らす生活を
取り戻したい  

東日本大震災から 2 年が経過し
た。津波に襲われた海辺の低地の多
くは居住禁止区域に指定された。「ど
うせ住めないのになぜこんな立派な
防潮堤を造るのですか。それよりも
早く仮設住宅を出てちゃんとした家
に住みたい」―こうした声が被災
者から出始めた。たしかに、震災直
後には人々は津波の恐怖におびえ、
1 日も早く巨大な津波から自分たち
を守ってくれる巨大な防潮堤の建設
を念願した。だが、時間が経つとと
もに人々は平常心にもどり、やはり
美しい海との共生を望むようになっ
ている。 

ところが行政がまっさきに対応し
たのは、巨大な津波から住民の生命
をどう守るかだった。もちろん住民
の生命財産を守るのは行政の責任だ
が、その守り方の順番が逆転してい
た。まず住民の生命を守るためには、
住民が美しい故郷で豊かな暮らしが
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できることを最優先すべきだった。
暮らしの再建を最優先の課題にすべ
きだった。

それは科学者にも責任がある。政
府の中央防災会議の意見に代表され
るように、災害の危険性を強調する
あまり、肝心の被災者の生活再建を
どうするかの議論がどこかへ飛んで
しまった。生きとし生けるものの生
命の在り方よりも、物理現象を追い
求める科学の世界が影を落としてい
る。 

すでに仙台平野には、立派なコン
クリートの防潮堤が完成しつつある。
しかし、その背後の津波に襲われた
閖
ゆり

上
あげ

港の街並は、津波に襲われた当
時のまま放置されている。もちろん
ガレキは撤去されたが、コンクリー
トの土台のまま、町の再建にはまだ
完全にはめどがたっていない。

行政側は言う、「コンクリートの防
潮堤が完成しないと土盛りの高さが
決められないので街づくりを始める
ことができない」と。これは本末転

倒ではないか。 コンクリートの防潮
堤を造る前にやるべきことがあった
のではないか。それはまず被災した
住民の暮らしをどう立て直し、海の
資源を東北の未来のためにどのよう
に生かし、東北の沿岸漁村の歴史と
伝統文化をどう守るかが考慮される
べきではなかったのか。

宮城県では漁業協同組合を一本化
し、企業も漁業に参入できる仕組み
がつくられた。それは短期的な経済
原則から見れば、正しいやりかただ
ったかもしれない。だが、非効率的
な小さな漁船で漁に行き、海の資源
を守り、海とのかかわりあいの中で
一生を送り、漁村の歴史と伝統文化
を守り、大切な海の自然を子々孫々
に伝えるという中・長期的な意味に
おいては、マイナスではなかったの
か。経済効率を追求するあまり、海
の自然を破壊することにつながりは
しないか。

人間は巨大なコンクリートの防潮
堤に囲まれては暮らせない。人間の

命は美しい自然、生きとし生けるも
のの命が輝く自然に囲まれてこそ輝
くのである。 

たとえ巨大なコンクリートの防潮
堤によって50年に 1 回訪れる津波の
被害から逃れることができたとして
も、大地の生命力が萎え、海の命の
輝きと隔絶され、美しい風土が失わ
れ、人と人のコミュニティが失われ
た中では、人は暮らせないし、生き
ていけないのである。 

住民が望むのは、海と共に生き続
ける日々の暮らしの快適性である。
美しい海を眺め、潮騒の音を聞き、
海の臭いをかぎ、海の豊かな魚介類
を獲って共に助け合いながら暮らす。
それが縄文時代以来、 1 万年にわた
って日本人が行ってきたことである。
それが海辺で生きるということなの
である。 

縄文時代以来の日本人独自の自然
との共生の在り方、海と共に暮らして
きた東北人の歴史と伝統文化をみれ
ば、日本人の生きる力の源である海
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豊かな海と共に生きる街づくり 

図 1 　気仙沼の只越地区。両岸あわせて90メートル、高さ11.3メートルの防潮堤が造られる



と遮断しては、東北人の生きる力が
湧いてこないことは明らかである。  

命の水の連環を断ち切る防潮堤     

美しい気仙沼のリアス式海岸一帯
に、最大高11.8メートルの防潮堤が
建設される。堤防は高さと底辺の幅
が 1 対 5 の関係になっている。たと
えば気仙沼の海水浴で有名な大谷海
岸には、高さ9.8メートルの防潮堤が
計画されている。その場合、底辺の
片幅は50メートルにも達する。海水
浴で賑わうビーチは、完全に堤防の
下になる1。石巻御伊勢浜海岸も、海
水浴客でにぎわう美しい海岸だった。
ところが震災で地盤が沈降し、砂浜
が減少した上に、高さ9.8メートルの
防潮堤が建設されれば、海岸は完全
にコンクリートの下になる。

田中克氏2によれば、この海と陸の
境界の波打ち際がもっとも生物多様
性の高い所である。ベンケイガニの
ように山の谷間でくらす生き物たち
が海で産卵する場合もある。そのも
っとも多様な生き物が生息する海岸
を、コンクリートで埋め尽くし、山
と海の連環を断ち切ることは、どう
みても正しい行為とは思えない。鳴
き砂浜をはじめ三陸のリアス式海岸
はこの世のものとは思えないほど美
しい海岸であるが、もしそこに防潮
堤を造るとすると、それらもコンク
リートの防潮堤によって覆われてし
まうことになる。 

しかも、こうした砂浜海岸を人工
的に造ろうとしてもなかなかうまく
いかない。砂がうまく定着しないの
である。生きとし生けるものの命あ
ふれるビーチは、自然からの贈り物
なのである。 

それとともに、地下に支持杭を何
万本と打ち込むことが問題である。
高さ11.8メートル、底辺の幅50メート
ル以上に達する巨大な防潮堤を、軟
弱地盤の海岸部に構築するためには、
地盤の固い沖積基底礫層にまで達す
る支持杭としての矢板を、何万本と

打ち込まなければならない。その莫
大な数の矢板によって、宮城県の豊
かな海を支えてきた森・里・海の地
下水の流れが大きく変わることのほ
うがより大きな問題なのである。 

小さなリアスの海岸平野を
埋め尽くす堤防   

気仙沼の只越地区では、沖積低地
を流れる川幅10メートル前後の只越
川の両岸に防潮堤が建設される（図
1）。沖積低地の幅は広いところで
も300メートルあるかないか、そこに
堤防の底辺の幅45メートル、両岸あ
わせて90メートル、高さ11.3メートル
のコンクリートの防潮堤が造られる
のである1。リアス式海岸の沖積低地
は小さい。その小さな面積の半分以
上を、コンクリートの防潮堤が占め
るのである。

これらの沖積低地から山までの距
離はわずかである。津波が来たとき
に逃げる道路さえ十分に整備してお
けば、貴重な沖積低地を無生命のコ
ンクリートで埋め尽くす必要はない。
沖積低地の湿地がラムサール条約に
登録されるように、沖積低地は生物
多様性の宝庫である。水生植物や水
鳥・水生昆虫のような大型の生き物
のみでなく、土壌中には無数のバク
テリアが生息する生命の大地なので
ある。そのような、生きとし生ける
ものの住処となっている沖積低地を、
無生命のコンクリートで覆い尽くす
ことは、人間の傍若無人以外のなに
ものでもない。 

しかも、こうしたリアス式の海岸
では山が背後に迫っており、高さ11.3

メートルもの無生命の防潮堤を目の
前にした、狭い凹地のような窪みで、
人間はどのようにして暮らしていく
のであろうか。担当者は「そこに盛
り土するから大丈夫だ」と言うが、
たこつぼのような凹地が、人間にと
って暮らしやすい所とはとうてい思
えない。しかも、その盛り土する土
が不足しているという。それを調達
するまでは凹地に盛り土することも

かなわないし、住宅の建設もさらに
遅れる。人間以外の生きとし生ける
ものとの命の交流なくして、豊かな
暮らしは営めないのである。 

横山勝英氏1が指摘しているよう
に、何のために防潮堤を整備するの
か。住民の命を守るために防潮堤を
建設したことが、故郷の美しい風景
を台なしにし、人間以外の生きとし
生けるものの命を奪い、ひいては住
民の生活の利便性や美しい三陸海岸
の魅力までが失われたのでは、元も
子もなくなるのではあるまいか。

奥尻島の二の舞を演じては
いけない     

日置道隆輪王寺住職は北海道の奥
尻島の人々にも取材された。奥尻島
は1993年の北海道南西沖地震で津波
に直撃され、大きな被害を出した。
そこで国は高さ11メートルのコンク
リートの防潮堤を島の周囲にめぐら
せたのである。強大な防潮堤で囲ま
れた島は美しい砂浜を喪失し、海は
白化現象を起こし、磯焼けが起こっ
て、魚介類が獲れなくなった。漁は
不漁になり、観光客は激減し、若者
は仕事をもとめて都会に去り、いま
は老人だけのさびれた島になってし
まった。 

宮城県北部の松島や牡鹿半島、そ
して気仙沼など海の観光を売りもの
にしている地域に、こんな巨大なコ
ンクリートの防潮堤を造ることは、
この地域の未来を封殺することであ
る。奥尻島の二の舞を演じてはなら
ない。 

これはブラジルのサンパウロの事
例だが、高原にあるサンパウロの市
民の最大のレジャーは、休日に海に
行くことである。案内していただい
た徳力啓三氏によれば、サンパウロ
からサントスの海岸まで三車線の道
路が走っているが、土曜日には海に
向かう車線ばかりでなく、対向車線
もサントスの海岸行になり、逆に日
曜日の午後には両側の車線ともサン
パウロ行になるほど、多くの市民が
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海に出かけるそうである。サンパウ
ロ市民の最大最高のレジャーは、海
と触れ合い、潮騒のざわめきを聞き、
海の臭いをかぎ、海と接することな
のである。 

これほど美しい海にめぐまれた日
本で、美しい海との接触を遮断する
政策を国家が断行したとき、世界の
人々は日本人の愚行を笑うだろう。  

防潮堤の高さは数メートルで
十分   

宮城県北部の三陸のリアス式海岸
は山が海に迫っているので、住宅は
背後の山の上の高台に造成し、海岸
には避難タワーを造り、そこをショ
ッピングセンターや遊園地にしたり、
津波が来たときに海岸部の人が内陸
に逃げやすくする避難道路を整備す
ることのほうが、よほど効果がある
のではないか。

仙台平野は広いので、内陸の丘陵
地帯まで避難するのは大変だが、す
くなくとも今回の津波を防いだ仙台
の海岸部を南北に走る高速道路まで
車で逃げても渋滞しないくらい広い
道路をまず整備することが重要であ
る。 

人間の短期的なあさはかな思いつ
きより、自然のリズムに合わせた「森
の防潮堤」の構想は、自然を保全し、
自然のリズムに歩調を合わせながら、
この美しい国土で千年も万年も生き
続ける日本文明のリズムに調和した
ものである。 

宮城豊彦氏等3によれば、防潮堤の
高さは 1 ～ 2 メートルでも十分に効
果があるという。 

仙台空港周辺では隣り合った家屋
がすべて流されたのに、神社の小さ
な祠だけは無傷だった（図 2）。小
さな祠のある部分だけが森で囲まれ、
かつ土盛りされて少し高くなってい
た。 

仙台市荒浜の狐塚も、周囲の建物
がすべてなくなったのに、高さ1.6メ
ートルの盛り土の上に建てられた稲
荷大明神が祀られた小さな祠は、や

はり奇蹟的に無傷で残っていた（図
3）。神社の残存状況は海抜とはほ
とんど関係なかった。さらに“いぐ
ね”（東北の屋敷林）の背後の神社は
まったく無傷だった。 

周囲の家屋がほとんど流失してい
るのに、古い神社の祠だけがポツン
と残る風景は、高さが 2 ～ 3 メート
ルの堤防に植林をすれば十分だとい
うことを示している。

森には放射能吸収機能が
ある？   

高さ数メートルの防潮堤に植林し、
「森の防潮堤」「森の長城」を築く。

そうした森の防潮堤構想を提出され
ているのが、宮脇昭氏4である。「照
葉樹林があったからこそ日本人は今
日まで生きてこられたのだ」と指摘
され、北九州の新日鉄大分製鉄所か
らはじまり、全国にタブノキ、シイ
やカシ類の照葉樹を植林されている。
なぜタブノキやカシ類の照葉樹は津
波に強いのか。それは根が直根性で
深く広く張るためである。

津波に強いタブノキは、岩手県釜
石市の太平洋沿岸部まで分布してい
る。だから津波で生まれたガレキで
防波堤を造り、その上に照葉樹のポ
ット苗を植林して「森の防潮堤」を
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図 2 　津波でも流されなかった、仙台空港の東にある小さな神社の祠

図 3 　仙台市荒浜の狐塚も無傷で残った 



造れというのが、宮脇氏の主張であ
る。私はこのお考えに大賛成である。
太平洋沿岸に300キロメートルにわた
る「森の防潮堤」を築く。それは照
葉樹林だけでなく、マツも立派にそ
の役割を果たしている。それらのマ
ツも混植した防潮林は、津波で亡く
なったかたへの鎮魂の森の長城とも
なる。 

日本人の生きる力は森とそこから
あふれ出る場の力から与えられる。
このことをもう一度思い起こし、ガ
レキで防潮堤を造り、ボランティア
で植林する「森の長城作戦」を国民
運動として展開してはどうであろう
か。 

ガレキを燃やすのではなく防潮堤
にしてそこに植林をすればいいとい
う宮脇氏の発想は、放射能が危険だ
からという理由で採用されなかった
が、近年、森が放射能を吸収する機
能があるのではないか、ということ
が言われ始めた。現時点ではヒマワ
リが放射能を吸収するにちかい段階
だが、もしも森に放射能を吸収する
能力があることが科学的に実証され
たなら、森の防潮堤は日本を救うす
ばらしいアイデアになる。 

海と共生する街づくりを
推し進める   

図 4は中村通氏が描いた南三陸町
の海と共生する街づくりのグランド
デザインである。住まいを津波のこ
ない高台に移設し、避難道路を整備

し、津波の危険性のある低地は、海
と海辺の生き物たちとともに共生す
る生産の場・レジャーの場とし、生
きとし生けるものの命の輝く場にす
る。海辺の美しい環境を維持しなが
ら、海と触れ合い、海を楽しむ場に
することが重要である。巨大なコン
クリートの堤防を構築する前に、地
元の人が海辺で暮らすことに自信と
誇りをとりもどし、豊かなライフス
タイルを取り戻すことがまず必要で
ある。 

できることならコンクリートの防
潮堤は、石垣の防潮堤に変えてもら
いたい。なぜならその石垣の石と石
の間が生物の住処にもなるからであ
る。 

こんな海と共生する街づくりがで
きたら、多くの観光客が世界からや
ってきて、地元の経済もきっと潤う
だろう。「豊かな自然さえ残ってお
れば、未来の子供たちはその自然を
利用して、いくらでも輝かしい未来
を創造することができる」のである。
その「豊かな自然をコンクリートで
埋めてしまったら、もう取り返しが
つかない」のである。

村井嘉浩宮城県知事のコンクリー
トの防潮堤建設も、私たちの森の防
潮堤建設も、ともに宮城県民の未来
の幸せ、いや東北と日本の未来の幸
せを願ってのことである。村井知事
は「私は100年後に評価される」と豪
語されているそうである。ただ知事
が建設されようとしているコンクリ

ートの防潮堤は、よくもって50年、
海岸だから30年ももてばいいほうで
ある。残念だがとても100年はもたな
い。ところが、森は30年後、50年後、
そして100年後と年月を経るにしたが
って大きく立派に成長する。コンク
リートの防潮堤は、人間の命を守る
ことに力点があるのに対し、私たち
の森の防潮堤は、人間の命と共に、
生きとし生けるものの命を守ること
にも力点がある。知事として県民の
命を守ることに最大の努力を払われ
るのは当然のことであるが、「地球の
生きとし生けるものの命が輝いてこ
そ、人間の命も輝く」のである。ど
うか村井知事にもこの点を思い起こ
していただいて、コンクリートの防
潮堤で宮城県の海岸を囲むのではな
く、「海と共生する街づくり」を推進
し、21世紀の輝かしい宮城県の未来
を創造していただきたい。  

引用文献・注 
1　横山勝英「津波と共に生きる」

『ACADEMIA』140、1-19頁、2013年。
 2　田中克『森里海連環学への道』旬報
社、2008年。
 3　宮城豊彦・森谷陵香・斉藤綾子「東
日本大震災における海岸林域の破壊実
態と津波減衰効果」東北地理学会春季
学術大会発表要旨、2012年。
 4　宮脇昭『瓦礫を活かす「森の防波堤」
が命を守る』学研新書、2011年。同『森
の力』講談社現代新書、2013年。
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図 4 　海と共生する未来の街づくり（復興計画図作成：中村デザイン事務所）



わたしは生命科学、すこし聞き慣
れない言葉かと思うが、エピジェネ
ティクスと呼ばれる分野を専門にし
ている研究者であって、特集の「地
域と環境」などとは、職業上まった
くご縁がないのである。いろいろな
原稿を頼まれることがあるけれども、
多少なりとも仕事に関係あることが
常であって、今回のような脈絡のな
いお題には、はたと困ってしまった。

どうひねっても、研究と関係づけ
るのは難しい。う～ん、ということ
で、趣味というほどではないけれど、
ここ何年か、ちょっと変わったとこ
ろへ旅行したこと、そこで見聞きし
ながら頭に浮かんだことなどをもと
にして、自分なりに考えてみようか
と思う。素人が、それも、短期間に
経験したことからひねり出すだけな
ので、おかしなことを書いているか

もしれないけれど、そこらは笑い飛
ばしてもらえたら幸甚である。

それはイランにはじまった

いろいろな国へ行ってみようと思
ったきっかけはイランであった。５
年前、イランから、国際学会への招へ
いメールが舞い込んだ。ブッシュ大
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学部医学科卒業。内科医としての勤務、京
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命科学者の伝記を読む』ほか。

イラン　右上：街中で見かけた喜捨ボックス　下：広場でくつろぐ人々



統領から、北朝鮮といっしょに「悪
の枢軸」と名指しされていた頃であ
る。さんざん迷ったあげくではあっ
たが、行くことにした。スーツケー
スにミネラルウォーターやトイレッ
トペーパーをいっぱい詰め込んで。
そのうえ、妻を弾よけに連れて。

杞憂であった。物はあふれてはい
なかったけれど、十分にあった。ア
ルコールは売ってなかったけれど、
敵国物資のはずのコカコーラまであ
った。そして、人々は優しかった。
若い女の子はみんな驚くほど美人で、
子どもたちは屈託がなかった。外国
人が珍しいせいか、街を歩いている
と、いっしょに写真にはいってくれ
と言われた。行く前に抱いていたイ
メージとの差が大きすぎて、心底お
どろいた。

女の子や、小学生くらいまでの子
どもは素直に明るい感じがした。そ
の一方で、青年期の男の子が鬱屈し
ているように見えるのが気になった。

政治からくる社会環
境がそうさせるのか
もしれない。イスラ
ムの喜捨の精神があ
ふれているようで、
街中に喜捨ボックス
があった。物乞いは
まったくいなかった。
これは宗教的環境と
でも言うべきものだろう。

行ってみないとわからないものだ、
とつくづく思った。政治のことはニ
ュースを見たら、観光地のことはハ
イビジョンで見たら、ある程度はわ
かる。けれど、どの地域にどんな環
境があって、そこでどのような生活
が営まれているのか、は、肌で感じ
てみないとわからない。50歳を超え
たころでもあり、死ぬまでに、自分
の目で見て「世界」というものがど
ういうものかを考えたくなった。た
とえ短期間であっても、いろんなと
ころへ行ってみようと決めた。

ブータンの幸福

そうなると、なんとしてもブータ
ンへ行きたくなった。GNH（国民総
幸福量）という考えを掲げ、世界で
最も幸福度が高い国。その国が、王
政から立憲君主制に移行し、大きく
変わっていくのではないかという話
を聞いて、早く行かねばと思ったの
だ。大学教員にあるまじきことと周
囲の顰蹙を買いながら、2010年の年
度替わり、パロという街でのお祭り、
パロツェチュにあわせて、訪問した。
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ブータン　上：お祭りを見る人たち　右：日本とは目の輝きが違う子どもたち



谷沿いにひらけた棚田は、昔の日
本みたいで、はじめてなのに懐かし
い感じがした。お祭りをブータンの
人たちといっしょにのんびり楽しん
だ。出場する人たちは真剣、鈴なり
に見る人たちは大喜び。大人も子ど
もも、ほんとうに幸せそうに見えた。
とりわけ、将来は明るいと信じて疑
わないような子どもたちの表情がす
ばらしかった。日本の子どもたちと
は目の輝きが違った。

幸福って何だろうかと、真剣に考
えた。周囲と比較しての幸福感なら、
幸福度が90％などに達するはずがな
いのだから、幸福というのは自分の
気持ちの中にしかない、という平板
な結論に落ち着いた。そして、幸福
度が高いのは、輪廻転生を是とする
仏教の教えと、家族の絆、というバ
ックグラウンドが大きいのかという
気がした。

しかし、科学的教育をうけた子ど
もたちは、いつまで仏教の教えをア
プリオリに受け入れられるのだろう。
首都ティンプーは、農村からやって
きた若者が増加し、失業率も高い。
しかし、その建築労働は、インド人
ばかりがおこなっているといういび
つな階層性。そんな中で農業を基本
とした家族制度もどこまで続くのか。
街には、エイズに気をつけよう、と
か、家庭内暴力はいけません、とか
いうポスターがあちこちに貼ってあ
った。

ティンプーでのテレビ放送が1996

年からはじまり、携帯電話は2003年
から導入、そして ITが急速に普及
し、人々の考えは急速に変化してき
ているという。大きなお世話であろ
うが、いまや、あやういバランスの
上に立っているように思えてしかた
がない。 2 年前、ブータン国王夫妻
の訪日があって、ちょっとしたブー
タンブームになったのは記憶にあた
らしい。その王妃のバッグは百万円
以上もするエルメスのバーキンであ
った。決して豊かではない国民があ
まねく尊敬する国王家なのである。

正直なところ、ちょっとそれはない
だろうという気がした。あのキラキ
ラ目の子どもたちが大人になったと
き、ブータンはどんな国になってい
るのだろう。

モンゴルの草原

いろいろな生き方を見るため、次
にモンゴルへ行ってみた。と言いた
いところなのであるが、実際には、

「自転車で草の海へとペダルを踏み出
せば、それはまるで大海原に、小さ
な船で漕ぎ出すかのような広さです」
という文句につられて、マウンテン
バイクで走りに行きたくなっただけ
である。そこで垣間見た、二千年以
上の歴史があるという遊牧という暮
らしは驚きに満ちたものであった。

ゲルでの暮らしは、来る者を拒ん

ではいけない、という掟がある。旅
人であっても例外はない。そうして
ぶらっと訪れたゲルでは、すべての
ことを父親が仕切っていた。今は、
町の学校での教育が義務づけられて
いるが、かつては、子どもの教育も、
すべて、その生活の中でおこなわれ
ていた。ここでも子どもたちはほが
らかであった。馬の乗り方も、大き
な子が小さな子に教えていた。千年
以上もの間、こうやって教え続けら
れてきたのだろう。

そのゲルでの生活も大きく変わっ
てきているらしい。太陽発電がとり
いれられ、ゲル用の冷蔵庫が売られ、
テレビ、そして、ここにも ITと携帯
電話があった。かつては、ゲルを立
てる条件としては、水の利便性が最
大のものであったが、いまでは、電波
状況の方が重要になってきていると
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モンゴル　上：ゲルの中　下：ほがらかな子どもたち



いう話だ。若者を中心に、首都ウラ
ンバートルの人口も増加の一途をた
どっている。基本的なところで、ブ
ータンと似通った構造なのだろう。

遙かなるマダガスカル

そして、この夏にはマダガスカル
へ行った。これも、深い考えがあっ
たわけではなく、ただ、バオバブや
キツネザルを見てみたい、そして、
世界自然遺産である石灰岩の巨大な
針山、ツィンギー・デ・ベマラへ行
ってみたい、という理由であった。
首都アンタナナリボから飛行機で 1

時間、モロンダバという地方都市か
ら未舗装路を 8 時間、 4 WDで揺ら
れに揺られたところが最終目的地で
あった。

雨期になると車が通れなくなると
いうその道すがら、小さな集落が
点々とあった。めったやたらと子ど
もが多かった。通りかかると、道端
にいる子どもたちが手を振ってくれ
た。しかし、愕然とするほど貧しか
った。電気も水道もないし、多くの
家は雨をしのぐことすらできそうに
ない造り。インフラという言葉がう
かばないような状況である。

楽しそうに遊んでいる子どももい
たが、川とも言えないような流れか

ら、濁った水を汲んで運んでいる子
どももたくさんいた。もちろん飲用、
料理用である。大きめの町には学校
があったが、小さな集落では望むべ
くもないし、町の学校へ通う足もな
い。そこで生まれ、そこで育ち、そ
こで生きていくことに、部外者がと
やかく言うべきではないのかもしれ
ない。しかし、なんともいたたまれ
ない気持ちになった。

そんな中、生活そのものに美しさ
がある、ということをはじめて知っ
た。ベコパカという町の近く、渡し
を生業とする集落で、フェリー─

といっても筏にエンジンをつけたよ
うな簡素なもの─を待つ間のこと
だ。上流から太陽がのぼり、河面に
は陽炎。そこへ、少年が櫂をさす小
舟が滑り出てきた。大昔から続いて
きたであろう景色。人はただ生き、
そこに美しさがあった。日常生活の
中で美しさを感じたことがない自分
にとっては、美しいだけでなく、驚
きの景色であった。

ただ人は生きる

無責任に、どこに生きていても美
しさや幸せを見つけることができる、
などと言うつもりはない。しかし、
結局のところ、バカみたいな結論で

あるけれど、どんな地域であろうと、
どんな環境であろうと、人はただ生
きるしかない、生きていかねばなら
ない、ということしかないのである。

どこに生まれるか、ということを
人は選ぶことなどできない。どこで
暮らすか、については、ある程度の
自由度がありそうだけれど、それと
て、よほどの決断をしないと、さほ
ど大きな自由ではない。それに、そ
のような選択をできない状況にいる
人も、世界中には相当にたくさんい
る。

イランは乾燥地帯、ブータンは高
地山岳地帯、モンゴルは草原、など、
環境は地域によって規定されている
面がある。マダガスカルなどは、人
間が住むようになったこの千数百年
で環境は激変したとされているが、
多くの地域では、地域の属性として
の環境はそれほど急速に変わるもの
ではないだろう。これから地球的な
大きな気候変動があれば、その限り
ではなくなるかもしれないが、その
ような自然環境は、人の一生程度の
タイムスパンでは、そうそう大きく
は変わらない。

しかし、政治や教育、そして技術
革新がもたらす環境の変化というも
のはまったく違った側面を持つ。同
じ地域に定住していても、望むと望
まざるとにかかわらず、激動、とい
ってよいほど変化する可能性がある
し、実際にそうなってきた。幸か不
幸か、マダガスカルの僻地では、そ
のような変化はなかなか及びそうに
はない。それはそれで、どうなのだ
ろうかと思ってしまうのではあるが。

環境変化のスピード

いきなりちいさな話になるけれど、
生まれてこの方、大きな商店街があ
る大阪市内の古くさい街に住み続け
ている。ものごころがついて50年、
自然環境と社会環境は、変化があっ
たとはいえ、さして大きくはない。
それに比べると、電化製品、ITなど
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を含めた家庭環境というのはかなり
の変化があった。

社会環境は、国や地域による違い
がかなりあるので、それが大きく変
わらなかったこの50年間の日本は、
まれな状況なのかもしれない。半世
紀前といえば、ブータンは鎖国のま
っただ中、イランはイスラーム革命
の前であったし、日本も、その前の
50年間は、戦前から戦中・戦後へと
大きく移っていたのだから。ちなみ
に、マダガスカルの50年前といえば、
ようやくフランスから完全独立した
ころだったが、おそらく、田舎の村
では、社会環境の変化など、生活に
ほとんど影響はおよぼしていないだ
ろう。

マダガスカルの辺境は別として、
その50年の間に、家庭内の環境とい
うのは、どこでも似たり寄ったりの
変化を遂げてきたように見える。し
かし、その時期と速度には違いがあ
る。モンゴルの遊牧生活やブータン
の都市部での、ITや携帯電話がもた
らす家庭内環境の変化は、日本の50

年分が10年分くらいに圧縮されてや
ってきたような感じだろう。速やか
に適応できる人はいいけれど、みん
ながみんなそういうわけにいきはし
まい。

時を旅する

前にも書いたことがあるのだが、旅
行するというのは、ある地域へ行く
ということ以上に、ある時代のある
地域へ行く、ということである。な
かなか難しいのであるが、できれば、
同じところに、何年かおきに行くつ
もりで旅行すると、いろいろなこと
がわかるのではないかという気がし
ている。そうすると、ずっといると
気づかないような小さな変化や環境
の移り変わりを、現地の人よりも明
瞭に気づくことができるかもしれな
い。気づいていないが、私が住んで
いる環境も、よその人が10年おきに
眺めると、もしかすると、かなり大
きく変化しているのかもしれない。

50代も半ばを超えると、10年単位

ということを考えるようになったり
する。子どもたちにとっての10年間
というのは永遠に近いから、10年イ
ンターバルでようやくわかるような
環境の変化であっても、大人にとっ
てよりもはるかに大きく感じられる
だろう。ブータンでのこの10年とな
ると、成長しながら違う国に住んで
いくような感覚かもしれない。

これからは、それどころか、もの
ごころがついた頃には、すでに IT環
境が存在した世代が育っていく。そ
して、ITがしのびこんだ社会や家庭
の環境というのは、もっと急速に進
歩していくだろう。すでに私などは、
ネットがなかった頃、どうやって生
活していたかがわからなくなってし
まっている。時代の流れといえばそ
れまでであるが、世代間の適応度の
違いをうまく舵取りできないと、社
会全体が危うくなっていく可能性を
はらんでいるのではないか。と、時
代の流れに取り残されそうなおじさ
んは、あちこち旅行しながら危惧し
てしまうのである。
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この 2 年ほど、わたしは「風景考」
と題した展覧会のシリーズを企画し
てきた。東日本大震災から 1 年が経
過した2012年に東京で 1 回目を開催
し、その後、さまざまなアーティス
トの参加を得ながら継続している1。
昨年は台北、今年はモンゴルで巡回
展も行ったが、ここでは一連の試み
を振り返りながら、アートが特定の
地域や環境の変化をどのようにとら
え、それを表現に結びつけているの

か、その事例のひとつとして考えて
みたい。

廃墟と時間

「風景考」の直接のきっかけは、住
み慣れた土地が一瞬にして廃墟と化
した大震災である。地震と津波が町
や田畑を飲み込んでゆく光景は数か
月間にわたりメディアに繰り返され、
われわれの脳裏に焼きついたが、実
際にそこで何が起きていたかが分か
るようになったのは、その後である。
現在もまだ行方不明者の捜索が続い
ている状況を思えば、全貌が明らか
になるのはまだ先と言ったほうがよ
いかもしれない。

わたしはイメージをテーマにした
研究と創作に携わる者として、一変
してしまった風景と向き合わなけれ
ばならないと考え、そのための芸術、
自然科学、人文科学などの諸領域を
横断するような表現と議論の場を持
ちたいと思った。風景とは、まさに
横断的な概念だからである。実際震
災後 2 年半が経過し、多様な研究や
論考が発表されている。特に復興事
業を進めるうえで、景観は避けて通
ることのできない大問題でもあり、
震災前と震災後の景観にどのような
関係を持たせるのかが多くの被災地
で議論されている。

いっぽうわたしたちの企画は、一
瞬で変わりうるという過酷な現実を
経験したうえで、もう一度風景を歴
史的にも、また表現の上でも考えな
おしたいという気持ちから出発して
いるのだが、すでに出発点において、
この「一瞬」が実に多くの意味をは
らんでいる。廃墟は英語で ruinだが、
この言葉の語源には「崩れる」「倒れ

る」というような、急激な変化を意
味する言葉が含まれている。日本語
では「ご破算」の語感に近いかもし
れないが、持続していた物事が一瞬
停止し、別の状態に変わってしまう
という意味だろう。震災直後の被災
地で多くの人が感じたのは、流れて
いた時間の切断であった。

震災後の風景とは、その切断面に
現れた何かである。それを総合的に
理解するのは容易なことではないが、
風景を空間的な概念としてとらえて
いただけでは見えてこないことは、
明らかだろう。この場合の切断面と
は、何よりもまず時間的な切断面の
ことだからである。時間の区切りを
長いほうから取ってゆけば、まずそ
の変化は地質学的なものである。そ
れは日本列島の形成にまで遡る時間
であり、このスケールでは人間の登
場はごく最近のことに過ぎない。

その上に歴史的な時間が重なる。
「千年に一度の歴史的震災」という
表現は、文字記録として残っている
という意味での歴史であり、神話的
な伝承まで含めようと思えば、数千
年というスケールになるだろう。さ
らにその上に東北の歴史があり、村
や町の発達史があり、一族の来歴や
家族の成り立ちがある。そしてこれ
らの異なる時間のスケールは層状に
重なっているだけでなく、互いに影
響しあいながら結びついている。ど
こかに地質学的な時間が流れ、別の
どこかに家族の時間が流れているの
ではなく、これらがひとつとなって
そこに存在しているという「状態」、
それがひとつの「風景」なのである。
その全体性が一瞬にして変化し、切
断された状態を見せているのが廃墟
ということになるだろう。
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船は覚えている

日常的な時間のなかでは見えない
ような時間が、露呈する機会という
ことでもある。震災後から継続的に
東北を訪れるなかで見えてきたのも、
ある意味でそのような「時の露呈」
だった。そのひとつは内陸にまで入
り込んでいた漁船の姿である。茨城
から福島、宮城にかけての海岸に近
い国道地帯、「浜通り」と呼ばれるよ
うな地帯では、係留されていたボー
トや漁船が多く流されて、中には国
道を超えて十キロ近く内陸にまで入
っていた。波の力に慄くほかはなか
ったが、「船が陸を行く」という異常
な光景が何を告げようとしているの
かが分かり始めたのは、 1 年以上経
過してからだった。

きっかけは南相馬市博物館を中心
にして、美術家の岡部昌生さんと共
同で行ってきたワークショップであ
る。自然科学、民俗学、歴史学など
さまざまな分野の研究者、学芸員そ
して市民の方々とともに、南相馬と
いう土地を協働で知ろうという、ゆ
るやかな集まりのなかで、わたした
ちはこの土地には石碑が非常に多い
ということに気が付いた。津波で洗
われた海岸へ車で出るたびに、立派
な石碑が目につく。神社やお寺の入
り口にも必ずと言っていいほど石碑
がある。そこに住んでいても日常的
には誰も意識しないほどありふれた
もので、何のために建てられている
のかと尋ねたところで、答えがすぐ
に帰ってくるような性質のものでは
ない。これらの石碑を、岡部さんは
フロッタージュという、一種の拓本
の技法で擦りとり、わたしは写真で
記録してゆき、その内容を読み解い
てみようとした。

風雪に耐え、苔むしてもなお立っ
ている記念碑ではあるが、実際は多
くが摩耗して全文を読むのは難しい
場合のほうが多い。それでも内容を
たどってゆくと、そこにはある種類

の石碑が多いことが見えてくる。そ
のひとつは、干拓事業が完遂したこ
とを記念して、事業の内容を記録と
して残したものである。たいていの
場合、碑の表には事業を敢行した代
表者の名前があるが、興味深いのは
裏側のほうで、そこには事業の内容
が詳細に記述されている。それは工
事の期間と延べ人数まで含めた、一
種の収支決算報告であり、それが田
畑のど真ん中に建てられているので
ある。

こうした干拓事業記念の碑を探し
ながら海岸に広がる地帯を観察して
ゆくと、津波によって洗われたと見
えた土地の姿に、別の姿が重なって
見えてくる。それはゆるやかにカー
ブする村の道が、実はかつての海岸
線だったという事実であり、山の端
からひろがる緑豊かな土地はかつて
の浦だったという古の風景である。
日常的な感覚では想像することも難
しいが、ある意味で、震災とは人間
の想像力の限界を超えて時を遡る、
破壊的な力の現れであったとも言え
る。

石碑の場所を元にして復元される
海岸線には、津波によって押し流さ
れてきた船が戻ってきていたからで
ある。船は干拓事業の記念碑の横を
通り過ぎて、山の端まで至り、そこ
で止まっていたものある。泊まって
いたと字を使うべきだろうか。船は、

人間が陸と思いこんでいた場所に、
数世紀にわたる干拓の歴史の時間、
その下にある海岸線形成の地質学的
時間、さらには列島が形成されて以
来の変化といった、複数の時間が流
れていることを忘れていなかったこ
とになる。

測定される風景

だがこのようなことは、日本全体
で見ればそれほど異常な事態ではな
かったともいえる。近世以降に地震
や津波が起きたところでは、かつて
の海岸線が意識されるようなさまざ
まな現象が観察されたにちがいない。
問題はそうした観察は一時的には話
題になっても、数十年たてば忘れら
れてゆくということである。東北各
地に残る過去の津波を記録した記念
碑があらためて注目された所以でも
あるが、これがきっかけとなって風
景と時間の関係が再考されてゆくと
よい。

だが今回の震災は、これとは別に
過去には存在しなかったまったく別
の種類の時間を導入する事故を引き
起こした。福島第一原発の爆発と放
射能汚染である。放射性物質の半減
期には非常に大きな幅がある。事故
の発生以来、わたしたちの毎日には
数万年から数十万年という気の遠く
なるような半減期の数字が、これも
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また日常の時間の一部として現れる
ことなった。

放射能汚染はまた、風景そのもの
に対しても難しい問題を突きつける
ことになった。それが局所的に現れ
ているのが、言うまでもなく福島で
ある。地震と津波の甚大な被害で風
景が一変した土地には、少しずつ人
が戻ってきている。ところが地震も
津波もさしたる影響を与えなかった
内陸が高度に汚染され、現在も人気
のない無人地帯となっている村があ
る。放射能の広範囲の拡散が、風景
を眺める人間に、目には見えない次
元をどうとらえるのかという問いを
生んでいるのである。

写真表現は、この問題についてそ
れなりに豊かな経験を積んでいる。
というのも、いわゆる環境汚染を引
き起こす原因の多くが、人間の目に
は見えない物質の場合が多いからで
ある。二酸化炭素も有機水銀も、そ
れが自然環境のなかにどのような形
で浸透してゆくのか、それ自体は目
には見えない。人間が気づくのは、
それがわたしたちの目に見えるよう
な変化を引き起こした時である。見
えないということが時間的な遅れに
つながり、気づいた時点ではすでに
取り返しのつかない、あるいは引き
返しの不可能なレベルに達している
ことになる。

言い換えると、日常的な知覚の限

界そのものが、環境の破壊を大きく
しているという事実である。誰の目
にも見えるような変化が現れた時に
は、すでに深刻な汚染が拡大してい
る。水俣病をはじめとして、20世紀
の産業廃棄物による汚染の問題は、
汚染のサイクルのほとんどが日常的
な感覚では把握することのできない
という点で共通している。この点で
写真表現は、その限界を抱えながら、
見えない次元をどのように語るかと
いう問題と向き合ってきた。深刻な
事態にいたるまでの、社会的なプロ
セスを観察することを通して、見え
ない次元を考えようとしてきたとも
言えるだろう。

わたしは震災直後から飯舘村と南
相馬市を含む汚染地域を訪れるうち
に、測定について興味をもった。放
射線の測定が継続的に行われている
地域での、日常である。線量の計測
値を表示するポストが町中に現れ、
小中学校の校庭の測定値が定期的に
公表される。汚染地域では、いまや
測定値は日常の一部をなしており、
それがいつまで続くのか現時点で確
実なことは何ひとつないと言ってい
いだろう。
「測定プロジェクト」として2012年

から開始したリサーチは、今日の日
本が「測定社会」と呼ばれてもおか
しくないほど、わたしたちの日常生
活がさまざまな測定によって影響を

受けている状況を対象にしている2。
放射線の測定、放射能被曝によって
発症する確率、今後地震が起きる可
能性や活断層の位置など、震災によ
って引き起こされた事象について、
夥しい種類の測定と確率計算が行わ
れ、それが日常行動から政治的な決
定にまで影響を及ぼしている。科学
的な測定の方法論とは別に、測定そ
のものが人間の判断に大きな力を持
ち始め、心理的な効果さえ与えてい
るという現実を考えるプロジェクト
である。放射線は見えないが、それ
を可視化する測定という行為を観察
することによって、見えない次元が
どのように作られているのかを想像
することができるのではないだろう
か。

モンゴルの風景のなかで

2013年 9 月モンゴルの首都ウラン
バートルで、「風景考 inモンゴル」が
開催された3。これまでの参加者に、
新しくモンゴルのアーティストを加
えて開かれた本格的な海外展である。
展覧会に合わせて日本人作家数人と
モンゴルへ行き、ワークショップや
シンポジウムを開催した。モンゴル
という日本とはさまざまな点で大き
く異なる土地において、風景はどの
ような意味をもっているのだろうか。
わたしたちにとっては未知の世界だ
ったが、意外にも共通する問題意識
があることも明らかになった。結論
に代えて、 2 つの点について触れて
おきたい。

ひとつは、都市化による急激な変
化である。遊牧生活が文化の基盤を
なしているモンゴルでは、風景を読
むことが直接、生きることにつなが
っている。地図も標識もないような
日常生活で、広大な草原のなかで生
きるには、地形の特徴や天体の動き
が読めなければ、道に迷ってしまう。
風景を読む能力は子供の頃からの訓
練の賜物であるとともに、神話や伝承
のなかで伝えられ、またシャーマニ
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ズムを含む古来の信仰
のなかで脈々と培われ
てきた知恵でもある。

ところが社会主義時
代に推し進められた定
住化政策と、都市化政
策によって、こうした
能力を持たない世代が
拡大している。持たな
いというよりも、もは
や必要としない生活の
比重が大きくなってき
たのである。ソ連崩壊
以降の自由化政策を通
じて、総人口の半数近
くが首都とその近辺に
住まうという極端な集
中化が起き、特に近年
はグローバル資本によ
る住宅の再開発や携帯
電話の整備が進み、伝
統的な遊牧人口は半分にも満たない
と言われている。都市に生まれ車で
移動し、携帯電話とGPSで位置を確
認する世代が国民の大多数を占める
ようになる近い将来、モンゴルにお
ける風景の文化もまた変わらざるを
得ないのではないだろうか。

ふたつめは、これに関連する地下
資源の開発である。近年の好景気は、
南ゴビ地方を中心にした資源開発に
よるところが大きい。だが地下資源
の大規模な開発は、遊牧という循環
型の経済とは基本的に真逆の、収奪
型の経済を導入することになる。そ
の結果、国民経済そのものが収奪型
開発に依存することになり、循環型
の国土は疲弊してしまう可能性があ
る。

モンゴルでの風景考に参加した作
家のうち、ふたりの作品が期せずし
て、この問題を鋭く抉るものであっ
た。どちらもユーモアと大らかさを
合わせ持った魅力的な作品だが、地
球の淵に腰かけた若い女性は、資源
をストローで吸い尽くそうとしてい
るように見えたり、一心不乱に大地
を掘り起こそうとしているように見

える男には、頭部がなかったりと、
どこかでバランスを欠いた現代の人
間の姿が表現されているようにも思
える。それは一般的に抱かれている、
雄大な風景とは異なる、どこか不安
な風景である。

わたしたちが生きる、この場所に
ついての思考と感性を風景は表して
いる。わたしたちはそれを「風景考」
の方法論として、時と場所を変えな
がら、続けてゆきたいと考えている。

注
1 「風景考」は2012年2月から東京日本
橋のkoyama satoshi galleryでスタートした。
記録は一部、以下のサイトで見ること
ができる。
http://tokyo.satoshikoyamagallery.com/

2 「測定プロジェクト」は2012年会津若
松と喜多方市で開かれた「会津漆の芸
術祭」参加作品として展示された。今
後はドイツ、フランスなどで順次発表
される予定である。
3 「風景考 inモンゴル」はウランバー
トル市内のギャラリー Red Ger Galleryで
2013年9月に開催された。
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開発学と環境

私の専門分野は “開発学” である。
大学 3 年で「低開発経済論」のゼミ
に所属した頃から、漠然と開発学を
志向し始めた。当時、開発の考え方
に大きな影響を与えていたのは、開
発経済学1であり、それは、資本不足
の途上国において、いかにして市場
経済システムを構築し、経済成長を
遂げていくかの方策を示すものであ
った。この考え方は、「自然環境＝経
済資源」と位置づけ、高度先端技術
を駆使し、種々の製品生産数量を拡
大し、付加価値を大きくしていくこ
とができれば、人々は物質的に豊か
な生活を享受できるようになるとし

た近代化戦略であった。この開発戦
略に依拠した結果、開発の負の側面
として種々の産業公害、森林伐採、
汚染環境などが顕在化し、また、深
刻化した。1972年に出版されたロー
マクラブのレポート「成長の限界」2

が、精緻な将来見通しによって、急
激な経済成長が環境に及ぼす悪影響
を示したことによって、環境の持続
性と経済システムの問題がクローズ
アップされ、経済成長モデルへの警
鐘が鳴らされた。そして、開発研究
にとっても、経済的貧困の解消のみ
が唯一の課題なのではなく、一人一
人の生活の質の向上をこそ真剣に検
討すべきであり、そのためには、教
育、医療、住居の保障という基本的
生活の充足、社会階層間の格差など
不公正・不平等問題への着目、民主
化と政治制度のあり方、持続的な発
展の実現に向けての地域環境のあり
方が問われるようになった。そして、
1992年にブラジルのリオ
デジャネイロで初の国連
環境サミットが開催さ
れ、2001年に国連が策定
した「ミレニアム開発目
標（MDG）」の 8 つの開
発目標の中に、貧困、教
育、医療、ジェンダーに
並んで「環境」が達成す
べき主たる開発目標の 1

つに組み入れられた。開
発学において、地域と環
境を総合的に捉えなおす
ことによって、人々の生
活の質と地域環境の質の
両方を高めていこうとす
る地域環境の視座

3 3 3 3 3 3 3

が必要
とされる時代になったの
である。

地域環境の視座と開発問題
̶水俣から何を学ぶか

地域環境の視座とは、地域ごとに
異なる自然環境の特性を汲み、人間
の智慧を出し合って、自然環境の維
持と人々の生活の質の改善を目指す
見方を指し、“開発学”は自然環境と
共生しつつ、人々の生活の質を高め
るための地域循環型の経済社会シス
テムを構築し、それを実現していく
ための学問分野である、と私は定義
している。このような考え方を確か
なものにしてくれたのは、国家近代
化戦略のもたらした災禍を経験した
後、地域再生に取り組んできた水俣
の事例をよく知るようになったこと
が大きい。

水俣市と聞けば、多くの人は、有機
水銀中毒症である水俣病を連想し、
多数の水俣病患者の悲惨な生活を想
像する。しかし、水俣病は、産業公

30

論 考◉特集・地域と環境

地域環境と共生の開発学
草郷孝好（関西大学社会学部社会システムデザイン専攻教授）
Takayoshi KUSAGO

1962年愛知県生まれ。東京大学経済学部経
済学科卒。スタンフォード大学大学院修士
課程修了、ウィスコンシン大学マディソン
校大学院博士課程修了。Ph.D.（開発学）。国
連開発計画（UNDP）開発政策局上級貧困
削減政策アドバイザー、大阪大学大学院人
間科学研究科准教授などを経て2009年より
現職。共著に『GNH（国民総幸福）̶ ̶みん
なでつくる幸せ社会へ』など。

水俣市の環境取り組み例：資源ごみ収集（提供：水俣市環境モデル
都市推進課､ 右頁も）



害として個別の健康問題のみで片づ
けられるものではない。それは、社
会的病理をも引き起こし、水俣とい
う地域社会そのものが分断されてし
まったのである。

水俣病の公式確認がなされた1956

年とは、どういう時代だったのだろ
うか。第 2 次世界大戦終結から10年、
1951年のサンフランシスコ講和条約
署名から 4 年が経過し、「もはや戦後
ではない」の表現が盛り込まれた経
済白書が出された年である。日本経
済を「戦後復興」から「高度成長」
へと押し進めていく時代の走りであ
った。1957年には、水俣病の原因は、

「チッソの工場廃水の海の汚染に因
る」とした熊本大学医学部研究班の
研究が報告されていたが、1968年にな
るまで、このチッソ廃水説は公式に
は認められず、この間、政府は「所
得倍増計画」を実行に移し、高度経
済成長を加速化させた。他方、水俣
では、チッソが廃水溝を別の場所に
移動させ、廃水を流し続けたために、
汚染地域が拡大し患者を増加させて
しまったのである。

患者は、有機水銀に侵されていた
魚介類を大量に摂取した結果、有機
水銀中毒症になった。体調が悪く、自
らの水俣病を疑っても、声高にでき
なかった人々が多数いたという。な
ぜなら、自分の身内には、チッソや
チッソ関連企業の仕事で生計を立て
るものがいて、チッソを苦境に追い
込むかもしれないと心配し、簡単に
声をあげられないという状況に追い
込まれてしまったからだという。ま
た、水俣病とは縁遠いはずの水俣の
中山間地域の農林業生産加工事業者
も「水俣産品への差別」（風評被害）
によって、生活が追い込まれ、彼ら
の怒りの矛先が、「事を荒立てた」と
いうことで水俣病患者に向けられた。
水俣という地域社会は、救われない
患者、不安と軋轢に悩む家族、患者
への批判を強める地元の生産者、社
会病理としての水俣病に無関心を決
め込んだ水俣市行政や一般市民、と

いうように、地域内に様々な対立と
不信の渦巻く分断された地域社会と
なったのである。

しかし、このように分断された水
俣市が2008年に政府認定の 6 つの環
境モデル都市の 1 つに選ばれたので
ある。社会分断状態から環境モデル
都市への転換はどのようになされて
きたのだろうか。

地域再生への道のりは平たんでは
なかったが、水俣が“地域環境創造”
を掲げて、地域社会と地域環境を生
かしていく発展の道を選び、地域再
生に取り組んできた成果であるとい
える。ここで、簡潔に、水俣の環境
モデル都市に向けての取り組みを列
挙しておきたい3。まず、水俣病の再
発防止策として国費によって公害汚
染処理の実行、水俣地域の将来を真
剣に考える行政・市民・NGOの存
在と協働活動、環境モデル都市宣言

（1992年）による水俣地域ビジョン
の提唱、市民対話を重視する行政の
登場、水俣発の地域創造のアイデア

（環境マイスター制度、ISOの推進、
地元学4など）と実践である。

1990年代に入り、経済成長モデル
による経済の量的拡大を求めてきた
国家経済戦略とは一線を画し、地域
環境の質を高めることで、そこに暮
らす人々の「生活の質」を高めるこ
とを選択した水俣は、徐々に、自ら
の手で変貌を遂げてきたのである。

「まず自らが変わっていくこと」によ
って、分断された地域社会の再生へ
の歩みを始めた。地域環境のあり方
を住民主体で設定し、その実現に向
けての自己変革を内発的に進めてい
くことによって、少しずつ成果をあ
げてきたことが評価され、環境モデ
ル都市指定につながったといってよ
いだろう。

内発的発展のプロセスと
住民の主体性

水俣が自己変革によって再生への
歩みを始めたころ、開発学のフロン
トラインである途上国では、「住民参
加型の開発手法」5が積極的に導入さ
れるようになっていた。1990年には、
世界銀行が世界60か国 6 万人の貧困
者を対象に実施した調査を行い、貧
困の現実について、その要因から貧
困が与える生活上の課題について、
当事者目線の斬新なレポートVoices 

of the Poor （貧しい人びとの声）を発
表した。また、同年、国連開発計画
も「Human Development Report （人間
開発報告書）」を発刊し、貧しい生活
とは、所得の多寡のみで判定される
のでは十分ではなく、社会階層、教
育格差、医療格差、政治参加、地域
コミュニティの状態などの異なる側
面から多次元的に評価されるべきも
のであると提起した。また、住民生
活の改善は、長期にわたる地域社会
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の変革プロセスそのものであり、そ
れを成し遂げるためには、住民自身
の生の声を生かすことが肝要である
とした。

住民の声が大切なのは事実ではあ
るが、はたして、「住民の声」を生か
して政策をまとめあげれば、水俣は再
生に向かっていたのだろうか？　お
そらくそうではないだろう。水俣が
衰退しつつあった地域から再生へと
歩み始めることができた理由は、住
民が声をあげ、さらに、新たな行動
を起こしたこと、水俣をどう再生す
べきかについて行政と住民がタイア
ップしていったことにある。住民の
声を集め、専門家が地域再生のため
の素晴らしい処方箋をアドバイスし
たとしても、それが役立つかどうか
はわからない。地域住民自身で地域
のあり方を構想し、その実現のため
に、自身の生活を変革していけるかど
うか、地域住民の意識と行動の変容
にかかっているのである。地域環境
の質を高めるということは、地域住
民自身が生活の自己変革を要求され
るわけで、どのような新しい生活が
必要とされているのか、そのために、
従来の生活スタイルの中から何を捨
て去るのか、を考え、実際に、自ら
の地域生活のあり方を軌道修正でき
るのかが試されているのである6。

最も重要なことは、それらの声を
住民自身の知見に転換させ、その知
見を活用することで、住民自身が自

らの地域社会をどうしたいのかを構
想し、その実現のための具体的な計
画案づくりと実践につなげるという
内発的発展のプロセス
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

を導き出して
いくことにあるのである。

実践知の発信と共有
̶開発学の役割

水俣の再生は、いまだ完成形では
なく、現在進行形のものである。そ
して、この水俣の事例は、特別なも
のでは決してない。なぜなら、公害
は経済成長競争を繰り広げている国
であればいつでも起こりうる問題7で
あるからだ。水俣病発生後、有機水
銀中毒症に苦しみ人生を狂わされた
人が多数にのぼり、地域社会はズタ
ズタに引き裂かれた。地域環境は破
壊され、水俣川を核にして形成され
てきた自然環境と生活環境の連動し
た地域生活共同体という開発前の土
着の社会システムも崩れ去った。い
わば、どん底からの再生事例である
点に水俣の価値がある。水俣の抱え
る課題と住民や行政の取り組みは、
近代化や経済成長を掲げて邁進する
多くの途上国の直面する開発問題と
取り組みとを共有することができ、
水俣も途上国の地域も同じ目線で双
方向に学び合うことができる。

そこで、筆者は、この水俣変革の
プロセスこそ、十分に国際社会に通
じるとの確信を持ち、水俣事例を掘
り下げ、国際学会やシンポジウムで

の講演、論文執筆8を通じ、内発的な
持続する地域社会づくりへのヒント
として、水俣の事例を貴重な実践知

3 3 3

として、国内外に発信、共有してき
た。タイでは、水俣再生のキーパー
ソンである吉井正澄氏（元市長）、吉
本哲郎氏（元水俣市役所職員、水俣
市立水俣病資料館館長）らとともに、
水俣病同様の産業公害に悩む工場団
地の町にて、公害問題に直面する市
長、住民との対話フォーラムに臨ん
だ。また、2006年以降、毎年、JICA

の地方自治研修の一環として、途上
国の行政職員を水俣に引率し、水俣
の取り組みについて現場で学ぶ機会
を作ってきた。これらの反響は、決
して小さくなかった。たとえば、水
俣の再生の過程で生み出された「地
元学」手法は、ベトナム、タイ、ブ
ラジル、タンザニア、インドネシア
などの地域コミュニティの活性化手
法として、各々の国で紹介されてい
る。地元学を通じて、地域資源や文
化を生かして築き上げられてきた地
域固有の生き方の価値を再認識し、
地域環境の質を高めていくことこそ
が実は住民の高い生活の質につなが
ることに気づいていくのである。高
い生活の質を実現するために、地域
コミュニティを包む地域環境を核に
した地域経済社会システム構築によ
って、真に持続する豊かな社会づく
り（草郷， 2013）を目指していくので
ある。

地域環境と共生の開発学に
向けて

「地域」、「環境」、「社会」の三者の
つなぎ手は、とりもなおさずその地
域で日々の生活を営む人々である。
どの地域にも、その場に根を張って
生活する人々がいて、お互いの生活
そして人生に配慮している。人間の
暮らしと生活の場である地域環境の
両者は密接に関係し合っていて、生
活の質を高めるためには、生活の場
である地域環境の質を高めていくこ
とが必要不可欠であることが認識さ
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れつつある。
近代化という開発の功罪は多々あ

るが、中でも考え直さなければなら
ない罪は、先進技術に依拠すれば、
何事も克服されるという考え方に盲
従し、近代化を推進していくことに
ある。この考えに従えば、どの地域
であっても、多様な自然環境状況を
コントロールしさえすれば、一様に
経済的に豊かな生活を実現すること
が理論的に正しいと考えてしまうこ
とにある。険しい山々であっても、
先進技術を駆使してトンネルを掘っ
ていけば、経済インフラが整備され、
産業開発できるという考え方には落
し穴がある。産業開発に成功しても、
公害が発生したり、経済格差を引き
起こしたりする可能性があるからだ。
環境と地域の関係性を支配・被支配
または対立関係から融和に導いてい
くことこそが重要であり、対立構図
にある開発モデルを早急に融和型へ
と転換していくことが喫緊の課題な
のである。やみくもに経済成長モデ
ルに任せてしまうと、地域ごとに培
ってきた地元のつながりや縁という、
地域住民自身の幸福を左右する大切
な要素をも壊していくことにもなり
かねないのである。

2013年10月10日の「水銀に関する
水俣条約」の採択によって、世界各
地で水銀などによって公害に苦しん
でいる地域は、水俣の様々な経験か

ら多くを学ぶことができる。世界に
は、水俣に限らず、共生に向けて参
考になる地域実践事例も数多くある
だろう。それらを掘り起し、様々な
知識と経験を共有することによって、
地域住民主体の内発的社会発展を進
めていくことができる。そのために、
地域創発の知見や実践の共有に取り
組む社会科学として、地域環境と共
生の視点を合わせ持つ開発学が求め
られており、この開発学によって、
環境を破壊してしまう経済成長モデ
ルを脱し、多様で個性のある地域が
共存できる社会システムの構築を着
実なものとしていく必要があるので
ある。

注
1　Nurkse (1953) や Hirshman (1958) な ど
の初期の開発経済学に共通の考え方で
ある。
2　Meadows, Meadows, Randers, and Behrens 

(1972) を参照のこと。
3　枝廣・草郷・平山（2011）を参照のこと。
4　吉本（2008）を参照のこと。
5　 住 民 参 加 の 重 要 性 に つ い て は
Chambers(1983) に詳しい。
6　社会学者の鶴見和子（1996）は、内
発的発展モデルを著したけれども、彼
女の著作を読んでいくと、その考え方
の原点の1つが水俣地域の艱難と変革の
歩みにあったことがわかる。
7　事実、水俣病に似た有機水銀中毒に
よる公害問題だけでも世界中に広がっ
ており、状況は深刻である。詳細は原
田（1995）を参照のこと。

8　Kusago（2011）などがある。
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地域環境と共生の開発学 

水俣条約採択の日、水俣病犠牲者の慰霊碑に献花する外交会議の参加者ら（提供：朝日新聞社）

水銀の製造や輸出入禁止を目
指し、2013年10月に「水銀に関
する水俣条約」が採択された。
水銀禍をなくすためには一歩前
進したといえるが、条約に「水
俣」の名前を冠したことの意味
を考えておく必要がある。まず、
水俣の凄惨な経験を水俣病に
苦しんだ人 と々分断された地域
社会の両側面から理解しておく
ことである。そして、長く災禍に
苦しんだ水俣であるが、「もやい
直し」という当事者主体の地域
再生プロセスを掲げ、自らの手
で徐々に地域再生を進めてきた
のである。水俣条約の持つ重み
は、災禍を越えた未来再生への
希望を照らすことにもあることを
忘れてはいけない。



エッセイ

前任校の京都造形芸術大学から京
都大学こころの未来研究センターに
異動して 5 年半になる。前任校では、
主に、宗教学、民俗学、地域文化演
習、環境文化論、文明論などを担当
していたが、京都大学に移ってきて
からは、研究業務の他に、教育業務
として教育学研究科の大学院の授業
の「臨床教育学演習」とか学部の「こ
ころの科学」やポケットゼミ「沖縄・
久高島研究」とかを担当するように
なった。概論・概説的な総合的科目
からより専門的な科目を担当するよ
うになったわけだが、内容的な面か
ら言えば、変化のポイントは「臨床」
という概念と事態にあった。

かつて宗教学者の島薗進氏は、山
折哲雄氏や中沢新一氏や島田裕巳氏
やわたしを、体験主義的・身体的な

「内在的理解」を求めようとする「宗
教学」を推進する者と評した。拙著

『宗教と霊性』（角川選書、1995年）
では、この島薗氏の評に、それは大
枠として間違いとはいえないけれど
も、各自の体験主義的・身体的・内
在的理解の「質的差異」に慎重に目
を向けなければならないのではない
かと抵抗していたものだが、今になっ
て考えると、これは「臨床的宗教学」
の探究であったといえるかもしれな
いと思う。

そもそもこの「臨」という文字は
会意文字で、部首（旁）の「臣」は
下に伏せてうつむいた目を描いた象
形文字であるという。そこで「臨」
という字は「臣（伏せ目）＋人＋い
ろいろな品」という組み合わせにな
り、人が下方の物を見下ろすさまを
表わすとされた。ここから「臨」は

「下を見る」「面と向かう」「物事や
時期に当面する」「他人の来ること

を表す敬語」「死者のところに集まっ
て泣く・その儀式」などの意味で使
用されるようになったという。

とすれば、文字の観点から「臨床」
の「臨」を分析すると、①下方性と
②内部性と③場所性と④千差万別性
の 4 つの相を持っているといえる。
つまり、伏し目になって下の方を見
るということは、より内なるものを
覗き込むことでもあり、今ここのこ
の特定の場所に近接することであり、
具体の差異に迫ることである。

加えて、意味の面から考えると、
「臨床」は①試合と②遊びの対極的
内容を持つと位置づけることができ
る。試合とは 1 回こっきりの真剣勝
負で、その緊張感は半端なものでは
なく、ひりひり、ぴりぴりと痛いほ
どだ。一方、遊びは何度も自由に繰
り返しリラックスして行うことがで
き、ふわふわ、あわあわとして、楽
しい。
「臨床」とは、ニコラウス・クザー

ヌスの「反対物の一致」ではないが、
この 2 つの極を振幅として持ってい
るのだ。

わたしは17歳で「聖地巡礼」に目
覚め、その後、意識的に「聖地・霊場」
と呼ばれる場所を巡り始めた。これ
もまた振り返ってみれば「臨床」的
関心であったといえる。

国内外の「聖地・霊場」とされる
場所を45年も廻っているうち
に、この「臨床」的研究と聖
地巡りのような「臨地」的研
究には共通項があるとはっき
りと感じるようになった。そ
れは、「臨床」の場でも「臨地」
の場でも何が起こるかわから
ない、何が飛び出してくるか
わからないという不測・不可

測の共通点である。偶然的なハプニ
ングとも事故的なアクシデントとも
いえる、いきなり、突如、過剰な予
測不可能の事態の生起である。

そのような不可測の事態の生起を
「超越性」と呼びたい。そこで、「臨床」
や「臨地」に関わる者は、その不可
測の事態に瞬時に対応・対処する

「臨機応変力」が問われることにな
る。この「臨機応変力」の涵養こそ
がこの種の学問的研究のキモである。

それでは、「臨機応変力」とは何
か？ それを、①不動心（無心）、②
身体反応への信頼と忠実、③関係性
把握と最適維持、④カウンターバラ
ンス、⑤極道性、とひとまず輪郭づ
けてみたい。何事が起こっても動ぜず、
無意識に起こる身体反応に注意深く
寄り添いながら対処し、関係性の組
み換えとカウンターバランスの中で
の最適保持を瞬時に判断し、しかし、
どんな破局が訪れても恐れることの
ない諦めと覚悟を持つ、ということ。
そんな「臨機応変力」を磨きたいも
のだといつも思っています。 
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臨床と臨地と臨機応変力
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日本は、他国以上に超高齢化が進
んでおり、その中で認知症を持つ人
が推計400万人と言われている。今、
日本の各地で認知症を持つ人を支え
る取り組みが進行中である。私は、
研究を実施する立場では「まだまだ
派」だが、認知症を持つ人の家族当
事者としては「ずいぶん進んだ派」
である。どっちつかずの見解だが、
ここで少しだけ自己紹介をさせてい
ただきたい。

私は、医療ソーシャルワーカー（以
下、MSW）14年選手であった。仕
事内容は、患者さんや家族さんの「生
きづらさ」に関する、よろず相談。
現場上がりの研究者である。現在、
私の研究は、大きく 2 つのテーマが
ある。 1 つは、認知症を持つ人を介
護されている方々の「こころと身体」
を支える上で、何が、どの部分で、
どれだけ必要なのか、介護者や彼ら
を支援する人たち双方が一目で分か
る「ものさし」の開発である。もう
1 つは、自分の意思がはっきり示せ
なくなってしまった時の備え……、
たとえば、医療処置、介護、財産の
ことをどうしてもらいたいか、誰に
代わって決めてほしいかといったこ
とを常々から考えておく、

「道しるべ」の開発であ
る。

MSW になったこと、
2 つの研究をすること、
いずれも認知症の祖父母
に対する後悔が発端で
あった。まず高校時代、
認知症の祖父に対する恐
怖感から、同居の継続を
拒否した。その頃、今の
ように介護保険制度もな
く、家族がケアを担うこ

とが当然の状態であった。祖父は裸
で外を徘徊し、夜は冷蔵庫の中を
ひっかきまわす、いわば認知症の周
辺症状がひどい状態であった。地域
では「気の毒ね」「気がふれたの?!」
と言われ、次第に祖父を家に閉じ込
めてしまった。この時分は、家族も
地域住民も、認知症を持つ人を理解
し、受け入れる土台（環境）が今以
上になかったとは言え、大きな後悔
の念を抱く出来事であった。

そして、MSW 7 年選手の頃、89

歳の祖母が認知症になり、徘徊中の
転倒で大腿骨を骨折した。実母の骨
を元に戻したい整形外科医の叔父は
手術に踏み切り、結局、糖尿病が影
響し、術後の合併症で腎臓を悪くし
てしまった。いつの間にか、叔父の
判断で透析が始まった。そしてさら
に病状が悪化した時、人工呼吸器の
装着をどうするかで意見が二分した。
祖母の本当の願いは、一体何だった
のだろう……、もし話していたとし
ても、認知症の人の思いはどこまで
尊重されたのだろう……、そんな堂々
巡りを繰り返しながらのお葬式が、
6 年経った今でも忘れられない。
そんな苦い経験もあり、現在の研

究に至ったのだが、ここ 2 年ほど、
認知症介護者の家族教室にも関わっ
ている。そこでは、「介護者の心身
を整える」「専門家に物申せる力を
つける」をキーワードに、介護者と
介護を必要としている人（以下、要
介護者）を中心とした、人・物つな
がりマップを作成する取り組みを実
施している。マップに描く「つなが
りの範囲」について、「地域」の捉
え方（表 1）を用い、各自が設定し
ている。つながりの強さや心理的な
距離感を線で表現し、「私、地域で
独りじゃない！」等、新たな発見を
したり、少し弱い部分を見つけて対
策を立てる取り組み～処方箋作り～
を実施している。自分と要介護者、
その家族の小さなつながりだけでは
なく、介護をしながら、自分がどん
な人や物と、どのようにつながって
地域で生きているのか、広い意味で
自分が生きている環境を客観的に把
握することが、介護者のこころと身
体を健全に保つ 1 つの手段になれば
と思っている。ローマは一日にして
ならず……で、介護者の方々と共に
実践と検証研究を継続中である。
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表１　介護者を中心に見た地域の捉え方　
　　　　　　　　　　単位：「コミュニティーの大きさ」＝最小レベル（家庭）→最大レベル（国家、国外・世界）へ拡大

家庭（住んでいる家）

住んでいる家から徒歩圏内（町内）

支援を受けることでできたつながり

住んでいる家の行政単位（町・村→市→県）

個人の社会的活動でできたつながり

国（都道府県に権限移譲される制度枠組み）

国外

単　位 人・機関所属者
家族、親戚、血縁関係にある人

隣人、店や寺社関係、自治会

ケアマネジャー、主治医、看護師、
在宅サービス専門職

制度や税金関係の窓口担当者、
家庭裁判所書記官、リーガルサポート関係者

仕事関係者、娯楽の友人、
同じ経験を有する仲間、SNSフォロー同志

官僚、議員

大

最小

認知症患者の家族に対する介護環境改善の処方箋作り
清家　理
Aya SEIKE

（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助教）



導入―GNHを体現する国

「ブータンを本当に幸福な国だと
思うか？」。経済的に困難な生活を
送る人々のもとを訪れながら農村地
域を周っていた私に、インタビュー
調査の行程を共にしたパートナーの
通訳者が何度も尋ねてきた言葉であ
る。これに対して自分は、相手から
期待されている「ブータンは決して幸
福な国ではない」という返答をオウ
ム返しのようにするのが悔しくて、

「ブータンは幸福の達成を目指してい
る国だ」と答えていた（実際には、
直接的に問いに答えることを避けて
いた）。しかし、今思い返してみる
と、もう少しましな

3 3 3

答え方ができた
のではないか、と感じている。

ブータンと聞くと「GNH」を達

成している国、という想像をする人
もいるかもしれない。しかし、自分
は「幸福を達成した国

3 3 3 3 3

」であるとは
決して思っていない。それは、 1 つ
にはブータンの経済状況はとても厳
しく、2012年時点の 1 人あたりの名
目GDPは約3,000ドルと日本の15分の
1 程度であり、世界の中でも後発開
発途上国（最貧国）の部類に入るこ
と、また人口の25%程度は貧困基準

（ 1 日あたりの収入が 2 ドル未満）以
下の水準で生活をしていることがあ
る。ブータン人を取り巻く生活環境
はあくまでも発展途上であり、衣食
住整った生活環境の下で暮らしてい
る私たちが物質的観点から

3 3 3 3 3 3 3

「幸福な
国」であるとは決して言える状況に
はない。

そしてもう 1 つは、そもそも幸福
が達成されるということがブータン
という国家にとって大切なのではな
い、ということからくる。つまり、
幸福を「達成する

3 3 3 3

」ことは欧米社会
には適合的な方策ではあるかもしれ
ないが、ブータン
における幸福とは
方向性の軸を異に
するものであると
考えている。

ブータンは、幸
福という多様性に
富むものを捉え、
それを達成しよう
としているのでは
ない。そうではな
く、特定の形を持
たないが故に常に
変容する幸福と真
摯に向き合い、そ
のバランスを折々

に整えようとしている。また、その
折々の診断をする主体は必ずしも政
府の「頭」ではなく、ブータン国民
の「こころ」である。その意味で、
ブータンは「GNHを体現する国」
という方がより適切な記述であるよ
うに思う。これが、文頭で「もう少
しましな

3 3 3

答え方ができたのではない
か」と記したことの 1 つの表現であ
る。

本稿では、このブータンにおいて
体現される幸福に少しでも接近する
ために、ブータン国家におけるGNH

政策の概念的な意味と方策を少し踏
み込んで概観した上で、ブータン国
民 1 人 1 人とコミュニティという集
団の双方が体現する幸福の姿につい
て、自分の今回のブータン訪問の体
験を基に記述してみたい。

GNHの総体―概念と実在

1976年に第 4 代国王が「GNP（国
民総生産）より大切なのはGNH（国
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主体の関係性と重層性に基づいた幸福
―ブータンにおけるインタビュー調査を通して―

福島慎太郎（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門研究員）
Shintaro FUKUSHIMA

1984年埼玉県春日部市生まれ。早稲田大学
人間科学部卒業、京都大学地球環境学舎修
了。2013年4月より京都大学こころの未来研
究センター上廣こころ学研究部門研究員。
専門は地域社会学・社会心理学。最近は人
と人との関係に応じて個人を超えた現象
がどのように生じているのかに関心を持
ち研究を行っている。論文に「地域におけ
る重層的な境界に抱かれた幸福」（『季刊環
境研究』第169号）ほか。

インタビュー地へと向かう



民総幸福）」と発言したことに見ら
れるように、ブータンは「国民総幸
福（GNH）」という開発哲学を持っ
た国家である。

このブータンの開発哲学は、あく
までも国家主導の哲学であって、国
民の中に根付いたものではないので
はないか、と思う人もいるだろう。
実際に、今回の訪問に際しても「も
ちろんGNHは知っているけど、実
感として感じられない」という言葉
や、特に東部地域ではGNHに興味
はないという意見も聞かれた。

しかし、たとえ哲学としてのGNH
3 3 3 3 3 3 3 3 3

が国民の間に浸透していなくても、
それはブータンがGNH国家でない
ことを意味しない。つまり、ブータン
のGNH政策には、無意識のうちに
も国民の幸福を実現する「仕組み」、
すなわち幸福を反映させるフィード
バック機能が不完全ながらも内在化
している。ここに、ブータンのGNH

政策の肝がある。
ブータン政府は、数年に 1 度のペ

ースで無作為抽出された国民を対象
として行われるインタビュー形式の
質問紙調査（GNH調査）を実施し
ている。GNH調査の重要なポイン
トを挙げると、指標の重点や基準を
GDP（経済指標）等のいずれか 1 つ
に置くのではなく、幸福に必要な要
素の「バランス」を診断し、個人・
地域・時代によって異なるそのバラ

ンスを将来に生かすことができる仕
組みとなっている。

そして、その仕組みは、決して幸
福度を「高める」ことに執着してい
るわけではなく、時代時代にあった
バランスを整える国民の「見えざる
手」を指針として政策に生かしてい
くという姿勢の下に成立している1。

このように、ブータンのGNHは、
国家のリーダーの頭の中に存在する

「概念」であると同時に、国民 1 人
1 人に根付く「実体」を反映させる
仕組みが備わった「総体」である。
よって、このGNHの総体を捉える
ためには、ブータン国家の上層部の
GNH哲学だけでなく、 1 人 1 人の
国民の生活を捉える必要がある。そ
こで本稿では続いて、今回の訪問で
垣間見ることができた人々の生活の
実体を報告した上で、そこから浮か
び上がる地域発展の在り方を考察す
る。

調査概要

今回のブータン訪問は、日本の国
際協力機構（JICA）が主導して行っ
ているプロジェクトの一環として行
われた調査研究「幸福度からみた開
発政策再考に関する調査研究」に調
査者として同行することで実現した
ものである。その目的は、途上国で
は欧米と違った多様な価値観をも体

現しているであろうことを仮定し、
途上国に住む住民の声に耳を傾ける
ことによって、１）途上国における
幸福感の定義、２）途上国における
幸福度に影響を与える要素の因果関
係の 2 つを明らかすることを目的と
したものである。これまでにタイ、
インド、フィリピンで同様の調査が
行われ、その結果から、幸福という
ものを開発政策に加味することの意
義を検討・応用することを目指して
いる2。

本調査の特徴として、個人をベー
スとして調査者を無作為にサンプリ
ングするのではなく、地域を単位と
してサンプリングすることで幸福の
地域性を描き出そうとしている点が
ある。今回の調査で訪問したのは、
大きく表に記載された西部・南部・
中部・東部に位置する 6 つのGewog

（農村ブロック）および 2 つのTown

（街）である。ここでGewogとは、
ブータンの都道府県単位の地域に相
当するDzongkhagの下位に位置し、
ブータン全域で205存在する地域単
位である。国民約70万人、面積は九
州よりもやや小さい小国であるブー
タンの中で、 1 つのGewog当たりの
人口および面積はそれぞれ4,500人、
250km 2程度であり、日本における昭
和の市町村合併前の旧村単位の地域
に相当すると考えてよいであろう。
これら 8 つの地域それぞれの中から
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特定のサンプリング手法を用いて合
計28人の住民を選定し、ブータン国
内の様々な言語を話すことができる
通訳者を介して、質問紙を用いたイ
ンタビュー調査を行った。なお、今
回の調査全体では、100人を対象とし
たインタビューを実施し、全体を通
してブータン各地に居住する人々の
生活の実態を明らかにすることを目
的とした。

平安としての幸福

急峻な山々に囲まれた山岳国ブー
タン、この国を訪れるのはこれで 2

回目であるが、遠目から見ると棚田
が織りなす景観が深遠でとても美し
い。しかし、ブータンの地域を周っ
てみてまず思うことは、この外の目
から見て美しい

3 3 3

景観を織りなしてい
るのは、地に足をついて生活を営む
人々の 1 つ 1 つの活動ということで
ある。そして、それは必ずしも効率
的で楽なわけではなく、物理的に非
常に困難な状況の中で人々は日々生
活を送っている。

今回、ブータンの様々な地域を周
ってみて、イノシシ、サル、ゾウな
どの「野生動物」による獣害に備え
るため、24時間の交代制で物見小屋
から畑の様子を見守る人々、夫が盲
目で経済的に貧しく、子どものうち
1 人が僧侶となり、 1 人を近所の人
の家に預けているという女性、職を
得るために様々なトレーニング（IT, 

コンピュータなど）を受けたが家族
の地位により職を得られなかったと

いう青年など、重
大な問題に直面し
ながら生活を送っ
ている人は少なく
なかった。

そのような生活
の下で、ブータン
人の幸福度は決し
て高いわけではな
い。実際に、今回

のインタビューにおいて10点満点の
幸福度を住民に尋ねたところ、その
点数は欧米諸国さらには日本のそれ
と比べても低いものであった。しか
し、それはブータン人が幸福でない
ことを意味するのではない。インタ
ビューにおいては、現在の自分の幸
福度だけでなく、理想の幸福度も尋
ねられた。その結果、理想の幸福度
は現在の幸福度を少し上回った程度
であった。ここから、欧米諸国にお
ける限りなく10点（満点）に近づく
方が幸福である、という常識とは明
らかに質の異なる幸福観が、ブータ
ン人には抱かれていることが分かる。
このことは、理想と比べた際の現在
の幸福度という観点から見れば、欧
米社会よりもブータンの方が幸福で
あると言うことができることを意味
する。ただし、ここで強調したいこ
とは定量的な幸福度

3

ではなく、むし
ろ幸福という概念に内包された文化
的な特質である。つまり、ブータン
人にとって幸福とは、一過性のポジ
ティブな感情としての “Happiness” と
は異なり、ポジティブさもネガティ
ブさも包含した上での長期的視点か
ら捉えた温和な満足（平安）に近い
概念である。

この「平安」を考える際に、ブー
タンの幸福においては、経済をはじ
めとした 1 つの要素のみにとらわれ
るのではなく、要素間の「バランス」
が重要であるとされることが重要な
意味を持つ。そしてこのことの根幹
には、幸福だけを追求する（幸福至
上主義になる）と、逆に幸福は得ら

れない、という相反性がある。つま
り、ブータン人にとって、幸福を自
らがいかに欲を持って達成しようと
しても、それは「平安」としての幸
福から遠ざける一方である、という
ジレンマを持つ。逆に、自分の意志
とは離れたところで望みなく自然と
幸福に対する必要条件が満たさせれ
ば、初めて幸福に対する十分条件の
1 要素になる。ここに、欧米の「幸
福の達成モデル」とは異なる幸福享
受のシステムが存在する。

関係性・集合性に基づいた幸福

近年ブータンにおいても、グロー
バル化に伴い資本主義的な精神や制
度が流入し、自他の区別に基づいて
その相対的な優位を追求する競争が
生じている。そして、「都市̶農村」

「西部̶東部」をはじめとした様々な
地域間の経済格差が拡大している。
しかし、地域内格差に目を向けてみ
ると、地域間格差ほど深刻ではない
ように感じられる。

今回ブータンの地域を周ってみ
て、 1 つの家の農作業を村の皆が手
伝う代わりに昼食が振る舞われてい
る状況や、村の皆が 1 つの家に集ま
って農作物の加工をしている状況、
さらには村総出で葬式を挙げている
状況に何度も出くわした。またイン
タビューでは、ティンプーで良い職
が得られずに出身の村に帰ってきた
若者数人に話を聞いたのだが、彼ら
にとっては、単に経済的に貧しくな
るということよりも、「親に申し訳な
い」「仕事を得られずに村に帰ってく
ると、村人からの目が恥ずかしい」
ということの方が心理的に辛い、と
いうことであった。さらに、「家族が
幸せなときは自分も幸せ」という回
答がインタビュー中に何度も聞かれ
たように、ブータン人にとって、自
分 1 人だけ幸福になるということは
考えにくい。つまり、ブータンにお
ける幸福の根幹には、幸福を構成す
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表　今回訪問した地域と使用言語の概略

Gewog (Town) Dzongkhag 地域 使用言語
Chubu Punaka 西部 Dzongkha
Drujegang Dagana 西部 Dzongkha
Gakidling (Hilly) Sarpang 南部 Nepali
Nubi Trongsa 中部 Mangdup
Chokor Bumthang 中部 Bumtap
Mongar Mongar 東部 Sharchop
Wangdue town　 Wangdue Phodrang 西部 Dzongkha
Dangchu Wangdue Phodrang 西部 Dzongkha
注）地域は訪問順に記載 



る要素間のバランスのみではなく、
無意識的にも家族や親せき友人、近
隣住民との人関関係におけるバラン
スがあり、ここに地域間の格差は生
じても地域内の格差は生じにくい仕
組みが内包されているように思われ
る。そして、このブータン人にとっ
ての「関係性」に基づいた幸福は、
個々人を単位として形作られている
ものではなく、人々の間の集合体と
して実在する集合的な幸福としてコ
ミュニティ全体で成り立っているも
のである。

結び―主体の重層性に基づいた 
幸福

人々の中に形成された幸福は、自
らに染みついた経験の下で帰納的に
形成されてきたもので、その多様性
ゆえに、決して演繹的に政府や他人
から押し付けられるものではない。
しかし同時に幸福は、今回概観した
ブータンにおける幸福の特徴に見ら
れるように、文化固有の集合的な性
質を持つことも確かである。これら
多様性と集合性は、ともすると相反
するもののように感じられる。しか
し、それは幸福が保持される主体が
個人におかれるか、あるいは集団に
おかれるか、という主体の境界の定
め方に帰着するに過ぎず、実際には
必ずしも相反することはない重層的
なものである。つまり、幸福は本来
的に個人性と集団性の双方を包含し
たものである。

現在、グローバル化の下で広がり
を見せる資本主義経済の影響を受け
て、ブータン社会においてばかりで
なく日本社会においても、個人主義
化、自己完結志向の増大が生じる仕
組みが社会に埋め込まれている。し
かし、日本でも伝統的に村落に根付
く個人を超えた主体としての「イエ」
や「ムラ」、さらにはその主体性の基
盤となる「ユイ」「モヤイ」「テツダ
イ」といった相互扶助関係が築かれ

てきたことも確かで
ある。

これら主体の集
合性や相互扶助関
係は、ともすれば

「絆
きずな

」ではなく「絆
ほだ

し」として、個人の
自由や効率性を縛る
足かせにもなり得
る。しかし、そもそ
も人は個人で独立し
て存在しうるもので
あるのか？というこ
とを考えると、独立
した個人に基づいた
ヨーロッパ系アメリ
カ人でさえ、個人は
独立しているという
認識が共有された文
化環境との相互作用
の下で成り立つ集合
的な存在なのであっ
て、個人を唯一の主
体の単位と認識する
こと自体が不適切で
ある。このような中
で、北米社会を代表として突き進ん
できた個人の重要性のみを強調する
社会が限界を迎えていることは確か
である。意識的に主体の単位を個人
に限定するところに「幸福」をはじ
めとする社会病理、さらには「環境
問題」をはじめとする生態病理が生
じていると思わざるを得ない。

人は個としての色を持ちつつ、同
時にその特色が周囲と調和するため
の地の色も持っている。そのような
中で、ブータンは個人と社会（政府
およびコミュニティ）の双方で「個
人主義」「集団主義」のいずれも偏重
しない柔軟な「バランス感覚」を有
していた。そして、そのバランス感
覚の要となる人と人との間柄に応じ
た人間
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関係（≠独立した個人を単位
とした社会関係）を保持していた。
現在、人々の内界と外界それぞれの
領域における問題とされている幸福

と環境に関する問題が同時に表面化
する中で、ウチとソトの 2 分化を超
えてこれら重層的な人間の問題の本
質に迫ることが、まず踏み出すべき
第一歩であるように思う。

注
1　現在はあくまでも政府が定めた幸福
を構成する要素に照らして人々が幸福
であるかを「判断」するものである。
本来的には、人々の幸福を規定してい
る「因子」とその変化をその都度モニ
タリングし、指標に反映させていく必
要がある。
2　調査の概略は、次のURLを参照され
たい： http://jica-ri.jica.go.jp/docs/%E6%9C%A

C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E7

%8B%99%E3%81%84%EF%BC%88%E5%B9%B

8%E7%A6%8F%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf

3　この知見は、あくまでも自分が対象
とした28人から得られた結果の推計で
あって、本調査全体の100人から得られ
た正式な結果は、JICA研究所から公表
される予定であることに注意されたい。
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約 5 か月間の京都滞在から昨月カ
ナダに戻り、すっかり秋めいたエド
モントンにてこの体験記を書いてい
ます。朝の気温はすでに 0 度以下に
なり、楓が日々色づいてきているカ
ナダ北部にいると、つい先日までセ
ミたちが激しく鳴く木々の下を、烏
丸丸太町の借家から京都御苑の砂利
道の轍をなぞるように自転車を漕い
で、汗をかきかき関田町のセンター
に通っていたことが、夢のように感
じられます。

ふだんこの滞在記を寄稿される外
国人研究者とは違い、私は日本生ま
れの日本育ちです。そして京都大
学は私の母校です。私は、1994年よ
り京都大学大学院にて研究を始め、
1997年にフルブライト奨学金でミシ
ガン大学大学院へ留学、2003年に同
大学より博士号を取得しました。そ
して2005年以来、カナダ・アルバー
タ大学にて教鞭をとっています。か
れこれ通算10年以上、北米暮らしを
続けておりますが、今回、初めての
サバティカル期間に、幸運にも日本
学術振興会招聘研究員として京都大
学こころの未来研究センターに滞在
させていただき、ようやく念願だっ
た懐かしい京都での生活を再び経験
できました。

こころの未来研究センターに 
滞在して

今回の滞在は、同センターの内田
由紀子准教授、アジア・アフリカ研
究センターの高田明准教授ととも

に、「親子のコミュ
ニケーションを通
してこどもたちが
北米及び日本特有
の注意の向け方を
身につけていく過
程」を研究するプ
ロジェクトを立ち
上げることが目的
でした。過去の文
化心理学研究で
は、北米の人たち
に比べ、日本人は
対象となる現象の
状況要因や背景要因にまで注意を向
ける傾向があることが報告されてい
ます。しかし、そうした注意の向け
方の文化差が子どもの発達のどの時
点から観察され、それはどのような
過程を通して身に付いていくのか、
についてのデータはまだ十分ありま
せん。そこで、今回、就学期の子ど
もたち（ 7 歳～10歳）を対象として、
認知課題を子ども 1 人で遂行する場
合と、親子で会話を通して遂行する
場合で注意配分にどのような違いが
生じるか、また親からの影響は年齢
によって異なるのかを明らかにする
ための研究を企画しました。

センター長であります𠮷川左紀子
先生からは、昨年度の一般公募連携
研究以来、さまざまな形でご援助を
うけ、このプロジェクトが確実なも
のとなるサポートをいただきました。
またセンターの先生方には、学際的
な雰囲気の中で、トークの機会、授
業の機会、セミナーへの参加の機会

をいただけましたことを感謝してお
ります。さらに、センターを足がか
りにして経済学部・教育学部・総合
人間学部の先生方と交流ができまし
たことも非常に貴重な体験でした。
特に剣道の稽古づけのように質問を
ぶつけてくる若手研究者たちからは、
多くの刺激をうけました。

ハイネ博士との再会、 
そして京都大学・アルバータ 
大学合同セミナー

今回の滞在で、縁の大切さを感じ
ましたのは、私の大学院生時代に、
研究員として京都大学に赴任してい
たブリティッシュ・コロンビア大学
のハイネ博士と、再び京都で出会え
たことです。このハイネ博士こそ、
私が北米に留学をする意思を固める
足がかりを作ってくださった方であ
り、また博士はアルバータ大学が母
校であったという話を聞き及ぶにつ

40

こころの未来研究センター滞在記
増田貴彦（アルバータ大学心理学部准教授）
Takahiko MASUDA

アルバータ大学大学院生たちとの貴船・鞍馬めぐり



け、博士との縁の深さを感じており
ます。博士は、現在、文化心理学の
分野の国際的なフロントランナーで
す。博士が私と同時期に来日してお
り、同じオフィスで再び机を並べて
時間を共有できましたことは、本当
に幸運だったと思っております。

また、今回の滞在中に、アルバー
タ大学の 3 人の大学院生たちを京都
大学の皆様に紹介することができま
したこともありがたく思っています。
3 人は、内田准教授の主催するセミ
ナーにて研究発表を行い、大学院生
の皆様との交流、京都の観光もでき
ました。こうした経験は、彼らの日
本文化理解に大いに役に立ったこと
でしょう。これからも、京都大学と
の連携プロジェクトを継続すること
で、大学間の結束を固く結んでいき
たく思っている所存です。そして、
そこにはまた新たな縁が生まれるこ
とと思います。

日本文化にふたたび触れて

今回の滞在が学生時代とは違い新
鮮であったのは、家族とともに京都
生活を体験できたことです。歴史好
きの妻は、私たちの借家の界隈だけ
でも歴史的建造物と生きた京都文化
が重層的に折り重なっているさまに
おおいに刺激をうけ、充実した日々
を送れたと申しております。また子
どもたちも、京都の子どもたちとの
交流を通し、日本語の能力（京都弁）
を伸ばすことができました。特に、
樂美術館での粘土を使った手

て

捏
づく

ね体
験、下御霊神社の還幸祭神幸列巡行
に稚児として参加したこと、そして
如意ヶ嶽での送り火の手伝いができ
たことなどは、きっと記憶に残る貴
重な体験になったと思います。

私自身も桂離宮・修学院離宮・仙
洞御所・京都御所の見学、流鏑馬神
事、葵祭、祇園祭の観覧、南禅寺・
相国寺・大徳寺での座禅などを楽し
むことができました。また自転車を

走らせて近くの豆腐店・
味噌店・醤油店・生麩店
で食材を求める経験や、
なんといっても銭湯通い
は、カナダでは味わえな
い楽しみでした。このよ
うな発言は、外国人が京
都見物をしているみたい
だと揶揄されてしまうか
もしれません。しかしな
がら、海外滞在期間が長
くなっている私にとって
は、こうした体験は、自
らの身体にしみついた文化歴史的な
背景を確認していくための重要な作
業です。また文化心理学という学問
の見地からいうと、こうした体験は、
伝統と革新の繰り返しの中で文化を
育んできた京都の町を通して、日本
の文化の核になる部分に触れ、これ
までの文化比較研究では十分な議論
がなされていない部分をあぶりだし
ていく、いわば日本文化のフィール
ドワークなのです。そして、こうし
た作業は、科学的手法という制約の
ある実験心理学と文化のより深い部
分を探求する人文学との融合への足
がかりともなると思っています。そ
の意味でも今回の滞在は貴重な体験
でした。

おわりに

京都はなかなかに離れがたい町で
す。あれほど辟易した夏の暑さも今
となっては懐かしいです。そしてセ
ンターの先生方・スタッフの皆様と
もお目にかかれなくなるのは寂しい
かぎりです。滞在中、本当にお世話
になりました。今回築きあげた共同
研究のプログラムを通して、再び京
都を訪れる機会がありますことを期
待しております。そして学際的な研
究環境で、こころの未来研究センター
がますます発展していきますことを
祈っております。
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こころの未来研究センター滞在記

センターの皆様と

ハイネ博士と訪問した西芳寺にて



研究プロジェクト一覧（平成24 年度）	

教員提案型連携プロジェクト

大区分 研究課題 プロジェクト代表者

負の感情

負の感情研究－怨霊から嫉妬まで 鎌田東二

ストレス予防研究と教育 カール・ベッカー

快感情の神経基盤 船橋新太郎

甲状腺疾患におけるこころの働きとケア 河合俊雄

こころ観

こころ観の思想史的・比較文化論的基礎研究（人類はこころをどのようにとらえてきたか？） 鎌田東二

こころとモノをつなぐワザの研究 鎌田東二

メタ認知に関する行動学的および神経科学的研究 船橋新太郎

こころの古層と現代の意識 河合俊雄

不正直な行動の神経生物学的基盤の研究 阿部修士

きずな形成

信頼・愛着の形成とその成熟過程の比較認知研究 森崎礼子

他者理解に関わる感情・認知機能 吉川左紀子

農業・漁業コミュニティにおける社会関係資本 内田由紀子

コミュニケーションの言語・文化的基盤 内田由紀子

治療者・社会・病に関する意識調査 カール・ベッカー

現代の生き方
新人看護師のストレス予防とＳＯＣ改善調査 カール・ベッカー

文化と幸福感：社会的適応からのアプローチ 内田由紀子

自然とからだ 癒し空間の比較研究 鎌田東二

発達障害

発達障害へのプレイセラピーによるアプローチ 河合俊雄

発達障害の学習支援・コミュニケーション支援 吉川左紀子

大人の発達障害への心理療法的アプローチ 畑中千紘

教育 こころ学創生：教育プロジェクト センター全体

WISH 事業 脳機能イメージングと心理学実験設備の整備と運用体制の構築 阿部修士

震災 東日本大震災関連プロジェクト～こころの再生に向けて～ 鎌田東二・内田由紀子

ブータン ブータン仏教研究プロジェクト（ＢＢRP：Bhutanese Buddhism Research Project) 鎌田東二

一般公募型連携プロジェクト

研究課題 プロジェクト代表者

察するコミュニケーションと表すコミュニケーション 宮本百合（ウィスコンシン大学マディソン校助教）

１型糖尿病患者の療養に影響する心理的要因の検討 藤本新平（高知大学医学部教授）

被災地のこころときずなの再生に芸術実践が果たしうる役割を検証する基盤研究 大西宏志（京都造形芸術大学准教授）

他者を察するこころ、他者から学ぶこころの形成過程：表情認知課題を用い
た文化心理学的研究 増田貴彦（アルバータ大学心理学部准教授）
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■「生きがい感教育プロジェクト」を
引き継ぐ
本プロジェクトは、2010年から始ま
った「生きがい感教育プロジェクト」
を引き継ぎ、2011年より「ストレス予
防研究と教育」として通算3年間継続
実施してきた。ハイストレスで離職や
勤務拒否の多い職種だと言われている
医療職・社会福祉職・教職に携わる方々
を招き、「わく・湧く・ワークショッ
プ」という公開講座を定期的に行った。
仕事帰りの夕方6時から８時頃まで、瞑
想の文化的背景やその理論といった簡
単なプレゼンテーションの後に、メデ
ィテーションとイメージワーク（呼吸
法やイメージ・トレーニング）などの
リラクセーションやストレス低減法を
実践してきた。毎回20名ほどの参加者
には、2種類のリラクセーション法を
提供し、そのどちらか一方を体験して
もらった。このワークショップは、イ
メージ・呼吸・精神統一とストレス関
連疾患などとの関連に関心を持つ院生
たちとともに、京都府下の教育委員会
や医療関係者の協力のもと、2か月に1
度のサイクルでストレス低減効果を体
験してもらうべく開催してきた。これ
は参加者からも好評で、「ストレスが数
値化されることに興味を持った」とい
う感想が寄せられている。

■気分変化・唾液中のストレスホルモ
ン・血圧を測定
このワークショップでは、呼吸法（呼
吸瞑想法）を用いて、ストレス低減効
果を調査した。この調査では、呼吸法
の前後で、心理的・生理的ストレス低
減効果を測定した。具体的には（気分
や感情の状態を測定する）POMS尺度
による心理的な気分変化を測定し、ま
た生理的ストレスマーカーである唾液
アミラーゼ・血圧・脈拍の変化を専用
機械で測定し、ストレス低減効果を調

べた。2011年・2012年に行った通算
して8回（欠損値を除外した）63名の
データからは、統計分析により有意な
結果が得られた。現在、この結果から
得られたストレス低減効果に基づき、
多重業務で多忙な職場への応用を図
り、簡便なストレス予防法としての普
及・推進を試みている。
また、病院・学校・金融機関などの

職場に出向き、職員
向けのリラクセーシ
ョン研修会も行っ
た。さらに、2011年
より始まった京都府
教育委員会との連携
事業「子どものため
の知的好奇心をくす
ぐる体験事業（出前
授業）―こころとか
らだの声を聴いてみ
よう」では、小・中・
高校生・支援学校生
に対してストレス予
防・低減についての
授業を行い、児童・
生徒の心身の健康保
持・増進にも取り組
んだ。加えて、海外
の大学生向けストレ
スリダクション出前
授業として、アイオ
ワ大学（アメリカ）
日本語学部4年生に
ストレス予防・低減
授 業 を 行 い、“
soothing（気持ちが
和らぐ）”といった感
想も得られた。今後
も活動範囲を広げ
て、ストレス低減法
としての呼吸法の推
進に努めたい。
なお、「新人看護師

のストレスとSOC改善調査プロジェク
ト」と「ストレス予防研究と教育プロ
ジェクト」は、次年度から合流合併す
る見込みである。つまり、看護師に関
するデータを分析しながらも、そのさ
らなる対策を積極的に探り、ストレス
軽減ワークショップなどを病院で実践
し増加してゆく予定である。

ストレス予防研究と教育

奥野元子（京都大学人間・環境学研究科博士後期）＋カール・ベッカー（こころの未来研究センター教授）
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病院にて

学校にて

アイオワ大学にて



■研究の目的
美術館には絵画、彫刻、工芸品が数
多く展示されているが、そのすべてが
気に入るわけではなく、その中のいく
つかの前で立ち止まってしばらく見続
けることがある。気に入った風景の場
所に行けば、何時間でもそこに佇んで
いられるし、気に入った音楽ならば何
度聞いても飽きない。好きな絵画、好
きな風景、好きな音楽は、私たちの情
動系に働きかけ、心地よさ、快感、喜
びなどのpositiveな感情を生み出す。わ
れわれの生存にはまったく無関係な
neutralな刺激に対して生じるこのよう
な選好性（preference）の違いがどの
ような仕組みで生じるのか、このよう
な選好性はpositiveな感情と関係する
のか、脳のどの部位が選好性やpositive
な感情と関係しているのか、ヒトによ
って生じる選好性の違いはどのような
メカニズムで生じるのか、等の疑問に
対する答を得たいというのが本研究の
目的である。

■選好性とpositiveな感情
サルを用いた行動実験により、適当
な視覚刺激を選択して用いれば、報酬
を用いなくても視覚探索課題を行わせ
ることができること、このような場合、
動きや色のついた視覚刺激を用いると
効果のあることが報告されている
（Butler	&	Woolpy,	1963）。また、サル
を用いた研究で、視覚刺激の選好性は
「 快 情 動（pleasure）」 と「 新 奇 性
（novelty）」という２つの独立変数によ
って決定されること、特定の視覚刺激
によっては「新奇性」とは無関係に「快
情動」の生じることのあることが報告
されている（Humphrey,	1973）。さら
に、行動課題の遂行において、動画刺
激が餌と同等の報酬価値を動物に対し
てもつこと（Swartz	&	Rosenblum,	
1993）、オペラント条件付け課題にお

いて、特定の視覚刺激の呈示が正の強
化子となること（Blatter	&	Schultz,	
2006）、なども報告されている。この
ように、neutralな刺激に対して動物が
選好性を示すこと、選好性の高い刺激
は報酬としての価値をもつことが示さ
れると同時に、このような刺激は
positiveな感情と関わっていることが
示唆されている。

一方、ヒトの脳機能イメージング研
究により、前頭葉眼窩部や前部帯状回
が、心地よさ、快感、喜びなどのpositive
な感情に関わっていることが明らかに
されている（Mayberg, 2002）。また、
視覚刺激の選好性に関してsaliencyと
pleasantnessを区別できるかどうかが
検討され、側坐核や内側前頭葉が、
saliencyとは独立に、pleasantnessに
関わっていることが示されている

（Sabatinelli et al., 2007）。

■視覚パラメータと前頭葉眼窩部
ニューロン活動の相関
しかし、同じ絵画や彫刻であっても、

表面の明るさ、色味、光沢、粗さなど
を変化させると、印象が変化し、好み
も変化する。そこで、物の質感を決定
する視覚パラメータのどれが選好性に
影響を与えるかを行動学的に決定する
と同時に、前頭葉眼窩部の機能に注目
し、選好性判断に影響する視覚パラメ
ータと前頭葉眼窩部ニューロン活動の
相関の有無の解明を試みた。
今回実施した行動実験では、FMD	

Databaseの中から選んだ素材や質感の
異なる50枚の刺激を使用し、同時に呈
示した２枚の刺激から１枚をサルに選
択させる課題を用いて、各刺激の選好
性の強さの違いを検討した。選好性の
強さの違いは、各刺激の選択率の違い
として求めた。視覚パラメータの変化
による選好性の影響を調べる目的で、
Photoshopを用いて各刺激を加工し、

同一刺激の色付き条件vsモノクロ条件
での比較、細密画条件vs粗大画条件で
の比較、輪郭の明確さの異なる条件で
の比較を４頭のサルで実施した。刺激
の選好性はサルにより異なるが、選好
性に影響するパラメータとして空間周
波数成分の強さがいずれのサルでも共
通して観察された。50枚のオリジナル
刺激を使った検討では、刺激に対する
選好性は個体差の影響を大きく受ける
ことが明らかになったが、同時に空間
周波数成分が刺激選好性に影響を与え
ていることがいずれのサルでも観察さ
れた。これに対して、刺激の色味やそ
の多様性、ならびに、光沢の有無は選
好性にあまり影響しないことが明らか
になった。

■次年度の課題
次年度は、このような行動実験の結

果をもとに、選好性の高い刺激群と低
い刺激群からそれぞれ５枚の刺激を選
択した刺激セットを複数作成し、これ
らの刺激セットを使用して上記の刺激
選択課題ならびに対照課題３種類をサ
ルに行わせ、前頭葉眼窩部のニューロ
ン活動の解析を行う。刺激選好性の決
定に関わると考えられている前頭葉眼
窩部のニューロンで、刺激に対する選
択性と同時に、刺激選好性を決める視
覚パラメータ選択性の有無や、それと
神経活動との相関の有無を検討し、刺
激選好性の違いを生じる神経機構を明
らかにする計画である。

快感情の神経基盤

船橋新太郎（こころの未来研究センター教授）
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■プロジェクトの問題意識
甲状腺疾患は代表的な内分泌・代謝
疾患であるが、時に抑うつ・情緒不安
定などの精神症状を伴うことがある。
こうした場合は特に心身両面のサポー
トが大切であり、患者は医師の紹介を
受けてカウンセリングに訪れることに
なる。本プロジェクトは、甲状腺疾患
専門病院での心理臨床を基盤に開始さ
れた。心理アセスメント法を用いて彼
らのこころの働きを検討するとともに、
心理療法の実践と事例検討から、どの
ような心理療法的アプローチが有効で
あるのかを探っていきたいと考えてい
る。

■バセドウ病における心身の関連に
ついての研究

平成24年度は、バセドウ病における
心身の関連について研究を進めてきた。
バセドウ病は、甲状腺疾患のなかでも
心理的問題と関連が深く、古くから代
表的な心身症の1つに数えられてきた

（Alexander, 1950）。本研究では、①心
理療法に訪れる患者にはどのような特
徴が見られるのか、②心理療法と身体
治療にはどのような関連があるのか、の
２点について検討した。こうした取り
組みを通して、どのポイントで心身の
相関が見られるのかを具体的に把握す
ることによって、治療を促進したりサ
ポートしたりする心理療法のエッセン
スをつかむことが可能になるのではな
いかと考えた。
そこで、カウンセリング依頼のあっ
たバセドウ病患者90名を対象に、寛解
率をひとつの指標として、⑴一般患者
群との比較、⑵カウンセリング期間に
よる、短期・中期・長期の３群間の比
較、を行った。その上で、カウンセリ
ングのプロセスを質的に検討し、寛解
率との関連を検討した。

■成果１：カウンセリングを依頼され
るバセドウ病患者の特徴―一般
患者群とカウンセリング群の比較

一般患者群（身体治療のみ）837名とカ
ウンセリング群（身体治療とカウンセリ
ング）90名の寛解率を比較した（表１）。
カウンセリング群の寛解率は16%で、

一般患者群の寛解率26%よりも有意に
低かった（χ2＝4.86、P<0.05）。カウ
ンセリング群は一般患者群よりも寛解
する可能性が低く、通常の身体治療だ
けでは改善の難しい患者がカウンセリ
ングの適用と判断されていることがう
かがわれる。

■成果２：カウンセリング過程の特徴
―カウンセリング期間・内容と寛解率

カウンセリング群を、回数によって
短期（５回未満）・中期（５～30回）・
長期（31回～）の３群に分け、各群で
の寛解率を比較した（表２）。

カウンセリングを受ける患者の約半
数が5回未満の短期でカウンセリング
を終結し、31回以上の長期にわたるの
は約2割であった。寛解率を見ると、長
期 群で有意に高かった（χ2＝7.05、
p<0.05）。
　３群のカウンセリン
グ内容の特徴を検討し
てみると（表３）、短
期群では目下の不安や
悩みを話す場所として
カウンセリングが機能
していると考えられた。
そのため当面の悩みが
解決すると、それ以上
心理的洞察を深めるこ
とはせずにカウンセリ
ングを終了し、身体治
療のみを続ける場合が
多かった。他方、長期
群では、当面の不安や
環境調整のみならず、

自身の性格・生育史・家族関係などに
目を向けた心理的作業が行われていた。
長期間カウンセリングを受ける患者は
多くはないが、自分の症状や心理的葛
藤とバセドウ病とを関連づけてとらえ、
自らを振り返り、心理的作業に取り組
んでいくことで、身体的な面でも改善
につながる可能性があるように思われ
る。

■今後の課題と展開
本研究の結果をふまえると、「治る」

というのは心身の同時的変化であるよ
うに思われる。今後は、甲状腺疾患に
おける心身の関連を明らかにする一助
として、治療により身体機能が変化す
る過程で、心理指標にはどのような変
化が生じてくるのかを検討したい。投
薬治療の奏功しにくい患者の心理指標
を明らかにすることによって、より適
確な身体的・心理的治療法的な働きか
けを検討する糸口が見出されるのでは
ないだろうか。それによって、医療現
場でよりきめ細やかな援助を可能にす
ることができるだろう。	

甲状腺疾患におけるこころの働きとケア

河合俊雄（こころの未来研究センター教授）

表１　一般患者群とカウンセリング群の寛解率の比較
合計（人） 寛解（人） 非寛解（人）寛解率（％）

一般患者群 837 219 618 26
カウンセリング群 90 14 76 16*
合計（人）　 927 233 694

表２　カウンセリング群における短期・中期・長期群の寛解率の比較
合計（人） 寛解（人） 非寛解（人）寛解率（％）

短期群 43 6 37 14
中期群 29 2 27 9
長期群 18 6 12 33*
合計（人）　 90 14 75

表３　カウンセリング内容の特徴

カウンセリング
短期群

（5回未満）

・数回話すことで当座の心理的安定を得る。
・心理的洞察を深めることはせずにCoを終了。
・身体的治療のみを続ける。

カウンセリング
中期群

（5〜 30 回）

・ある程度の心理的洞察を深める場合もある。
・現実面の変下（体調回復や仕事の再開、精神面は近医で
フォロー等）を磯に終了となる。

カウンセリング
長期群

（31回以上）

GD以外の、精神科的および心理的問題が明解な場
合が多い。
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■メタ記憶と前頭連合野
私たちは、今何をしようとしている

のか、何を知っていて何を知らないの
か、何が得意で何が不得意か、今何を
考えているのかなど、今の自分の「こ
ころ」の状態を知ることができる。自
分自身のこころの状態をモニターする
働きや、自身が記憶している内容やそ
れを思い出せるかどうかなど、こころ
の状態をモニターする働きを総称して

「メタ認知」と呼んでいる。メタ認知に
関わる脳内の仕組みを理解することに
より、自分のこころの動きを知る仕組
みを明らかにできると考えられる。

メタ認知機能の1つとして「メタ記
憶」が知られている。これは自分自身
の記憶内容やその状態をモニターする
しくみである。メタ記憶は記憶内容や
その状態をモニターすると同時に、そ
の結果をもとに、「知っている」とか

「知らない」といった反応の方向をコン
トロールすることから、メタ記憶には、
作動している記憶プロセスの機能状態
のモニタリングと、そのプロセスを適
切な反応に導くコントロールの２つの
機能があると考えられている。

一方、前頭連合野は他の領域で行わ
れている情報処理をモニターすると同
時に、制御信号をその領域に送り、情
報処理を制御することが知られている。
前頭連合野のこのような機能は、メタ
記憶のもつモニター機能とコントロー
ル機能によく対応しており、事実、人
の臨床研究や脳機能イメージング研究
により、前頭連合野がメタ記憶機能と
密接に関わっていることが明らかにな
っている。そこで、われわれの研究グ
ループで明らかにしてきたワーキング
メモリに関わる前頭連合野の神経機構
をもとに、その働きをモニターしコン
トロールする仕組みを明らかにするこ
とにより、メタ記憶に関わる神経基盤
を理解しようと試みた。

■動物のメタ記憶能力の検証
動物のメタ記憶能力を検証するため

に、記憶課題遂行中に、難易度の違う
テストを混在させ、時々難易度の高い
テストを行わせると同時に、記憶テス
トを受けるか回避するかを動物自身に
選択させるという方法がある。この場
合、テストを回避した試行では、テス
トを受けて正解した時に得られる報酬
よりは劣るものの、不正解時よりは好
ましい報酬を与えるようにし、記憶に
自信がある試行ではテストを受け、自
信のない試行ではテストを回避すると
有利になるように報酬条件を設定する。
もし動物がメタ記憶能力をもつとする
と、このような条件下では、①課題の
難度の上昇に伴いテスト回避率が増加
する、②動物が自ら記憶テストを選択
した場合の正答率は、強制的に記憶テ
ストを受けさせられた場合の正答率よ
りも高くなる、ことが予想される。そ
こでこの2点が動物のメタ記憶能力を
示すことの指標として用いられている。

本研究では、この方法に基づいて作
成した作業記憶課題をサルに行わせ、
前頭連合野外側部からニューロン活動
記録を行い、メタ記憶に関与する前頭
連合野の神経機構の解明を試みた。こ
の課題では、CRT上に呈示された視覚
刺激の位置を記憶し、5-10秒の遅延後
の反応期に視覚刺激の呈示された位置
まで眼球運動を行えば報酬を与えた。
ただし、反応期の直前に、記憶テスト
を受けるか否かを動物に選択させる条
件と、強制的に記憶テストを受けさせ
る条件が試行ごとにランダムに挿入さ
れる。記憶テストの難易度は、遅延期
に呈示される妨害刺激の数で操作し、
報酬量は両条件での強化率を変えるこ
とで操作した。

■実験の結果
実験に用いた2頭のうち1頭では、選

択条件の記憶成績が強制条件のそれよ
りも高く、メタ記憶を使用してテスト
を受けるか回避するかを選択していた
ことが示唆された。もう1頭でも同様
の傾向が見られたが、強制条件の記憶
成績が非常に高かったため、条件間の
成績差は僅かなものであった。どちら
のサルにおいても、遅延期間中に方向
選択性をもって持続的に発火する神経
細胞が複数観察された。空間情報の記
憶を反映していると考えられるこの神
経活動を解析した結果、１頭のサルで
はテストに正解した試行と比べ、テス
トを回避した試行における遅延期間中
の方向選択性強度が低下していた。別
の１頭においても同様の傾向が観察さ
れたが、行動データと同じく神経活動
データも不明瞭であった。そこで、こ
のサルの外側前頭前野にムシモールを
注入し、この脳領域の機能を一過性に
低下させたところ、注入前と比較して
注入後に強制条件の記憶成績が低下す
るとともに、選択条件におけるテスト
回避率が上昇した。さらに、注入後に
おいては、強制条件よりも選択条件の
記憶成績の方が明確に高くなった。以
上の結果は、外側前頭前野における神
経細胞集団の遅延期間活動として表象
される記憶情報の強度が、確信度判断
の材料として利用されていることを示
唆する。

メタ認知に関する行動学的および神経科学的研究

船橋新太郎（こころの未来研究センター教授）
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■研究目的
心理療法を行っていると、まだプレ

モダンなこころの古層が生きているの
ではないかと感じさせられることが多
い。たとえば、非常に現代的な生き方
をしている人であっても、箱庭や夢で
は物に魂を認めるようなこころの存在
が感じられるというように、こころと
は決して一元的な単体としてのイメー
ジで捉えられるものではない。

こころや意識は時代の要請に応じて
変化していくものである。現代の日本
においてもそれは顕著であり、たとえ
ば精神症状においても1970年代には神
経症、1990年代には解離、2000年代
においては発達障害が注目されたよう
に、その流行には変遷がみられる。こ
うした変化は、文学作品や思想、倫理
など、多様な対象に反映されてきたも
のと考えられるだろう。しかし、蓄積
された歴史や思想は、現代においてま
ったく消滅したのではなく、「こころの
古層」とも言える深いところで息づい
ている。こころがこのように多層的で
可塑性をもったものであるとすれば、
現代においても「こころの古層」は我々
の生き方に何らかの方法で影響を及ぼ
していると考えられるのである。

本プロジェクトではこのような発想
をベースとして、「こころの古層」と

「現代の意識」の２つの視点からこころ
に迫り、現代の日本においてこころの
古層がどのように息づいているのか、
また、現代の我々がどのようにそうし
た深く古い知恵と関わり、それを生か
していけるのか、その可能性を探って
いく。

■平成24年度の研究成果
ⅰこころの古層を探る

こころの古層とはどのようなもので
あるのかについて、日本古代の存在様
式を探る人類学、さらにはそれを精緻

化したと考えられる仏教思想、あるい
は後の文学作品等、思想的なアプロー
チを含めて検討した。中沢新一連携研
究員との計3回の研究会では、それぞ
れ「華厳思想にみるこころの古層」「折
口信夫の古代研究」「折口信夫における
発生と噴出―祭りの発生と翁の発生よ
り―」がテーマとなった。

たとえば、折口の『古代研究』は、
一見、言葉の音韻的な響きによって日
本語のつながりを示し、その起源をた
どっていくように見える。しかしそれ
は、ひとつの「源」という実体的な一
点を目指そうとする実践ではなく、蠢
き、生まれてくる動き自体を捉えよう
とする精神に基づくものである。それ
ゆえに、だじゃれのように横滑りする
のではなく、広がりの中に豊かさを含
む。このような視点から折口は、「う
つ」には“空っぽ、何もない”という意
味と同時に“満ちている”という意味が
あると指摘する。「“うつ”なる＝満ち
た＝空の」ものは、単にそこにあるだ
けでは十分ではなく、桃太郎やかぐや
姫が桃や竹から発見されるように、切
られ、発見されなければならない。

現代の心理療法においてもこれとほ
ぼ同じ契機が認められる。たとえば近
年の発達障害の心理療法では、クライ
エントの閉じた世界にいかに切れ目が
入るかがポイントとなる。狭義の現実
に切れ目が入ることで、その人が本質
的に現実に生まれ落ち、他者と出会う
こととなる。それは、これまであった
ものが失われることであり、満ちてい
たものがつまらない姿になってしまっ
たとも考えられるが、それは同時に、
この世に真に生まれ落ちるために必要
な作業ともいえる。心理療法とは、こ
のようにすぐれて逆説的で弁証法的な
作業であり、「うつ」なる状態とそこか
ら抜けるという動きのもとにはこころ
の古層における動きと知恵がそのまま

働いているという新たな視点が見出さ
れた。
ⅱ 現代の意識を探る

現代のこころや意識の特徴について、
こころの古層をその基礎に踏まえつつ
検討した。平成24年度は、近代意識と
の関連で捉えられるC・G・ユングの

『赤の書』、村上春樹に代表される現代
の文学作品や、心理療法事例、あるい
は震災後のこころのケアの活動の中で
見出された知見等、様々な社会事象を
素材とし、こころの古層という視点を
通して現代の意識の特徴を捉えること
を試みた。

たとえば河合は、柳田國男『遠野物
語』99話や、村上春樹『かえるくん、
東京を救う』などを参照しつつ、「震災
とこころのケア」の実践的な活動を通
して得られた知見について考察した。
災害などによってこころの回復が目指
されるときには、往々にして公平な支
援が目指される。しかし、たとえば最
も悲惨な地域に支援に行った人たちよ
りも、待機部隊の方がこころを痛めて
いるなど、こころに起こる変化とは、
被害の大きさには必ずしも比例しない
ものである。こころには「可塑性」が
あり、それは子どもたちの描く自由画
の変化にも現れていたことが示された。
その成果の一部は日本箱庭療法学会一
般公開シンポジウム等、講演や研修会
などにおいて発信された。

こころの古層と現代の意識

河合俊雄（こころの未来研究センター教授）

2012年10月に米子市で開催された日本箱庭療
法学会一般公開シンポジウムのチラシ
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■本プロジェクトの目的
ヒトの社会的認知（Social	Cognition）
に関する研究が、近年著しく増加して
いる。最近では、記憶や言語、知覚や
注意といった基本的な認知機能だけで
は、ヒトの社会的な能力を説明するこ
とはできず、社会的認知に特有の認知・
神経メカニズムが存在する可能性が示
唆されている。こうした研究は人間性
の理解という大きなテーマにつながる
だけではなく、自閉症などの発達障害
との関係も密接であり、その重要性は
非常に高い。
本プロジェクトの目的は、ヒトの社
会的認知の中でも、特に不正直な行動
に関わる神経基盤を明らかにすること
である。過去の研究では、他者に対し
て不正直に振る舞う場合、つまり嘘を
つく過程では、前頭前野―特に背外
側前頭前野の賦活が一貫して報告され
ている。しかし、こうした先行研究の
問題点として、嘘が極めて実験室的な
ものであり、実際の社会的状況下にお
ける嘘とは異なったものである点が挙
げられる。本プロジェクトでは実験パ
ラダイムを工夫することで、より現実
世界に近い状況でのヒトの不正直さに
関わる神経基盤の解明を目的としてい
る。

■先行研究の検討
近年の研究では、コイントス課題と
呼ばれる不正直さを評価するための課
題が利用されている（Greene	&	Paxton,	
2009,	Proc	Natl	Acad	Sci	USA）。この
課題において被験者はトライアルごと
に、コンピュータ上で呈示されるcoin	
flipの結果―コインが表か裏か―
を予想する。ある条件Aでは被験者は
自分の予測をボタン押しによって記録
するが、別の条件Bでは被験者は自分
の心の中でのみ予測を行う。coin	flip
の結果が呈示された後、被験者は自分

の予測が正しかったかどうかをボタン
押しによって報告し、正解の場合には
金銭報酬が与えられる。この際、条件
Bにおいて偶然の確率を有意に超えて
いる被験者は、金銭報酬を得るために
嘘をついているとみなすことができる。
つまり、予測が正解したかどうかが被
験者の報告に委ねられるため、自発的
に嘘をつくプロセスを評価することが
可能なデザインとなっている。これま
での研究では高頻度で嘘をつく被験者
からまったく嘘をつかない被験者まで、
欺瞞行動の頻度に大きな個人差がある
ことが報告されている。
ただし上記の課題、および同様の実

験パラダイムを用いた先行研究の報告
は、欧米圏のものが多く、日本人を対
象とした研究でも同様の結果が得られ
るかどうかは確認されていない。日本
の文化や道徳的価値観を鑑みるに、上
記のパラダイムを用いても正直さ・不
正直さを定量的に測定できない可能性
がある。このため予備実験を実施した
ところ、やはり欧米圏のデータとは異
なるパターンが見られ、従来認められ
ていた正直さ・不正直さの個人差を十
分に評価できない可能性が示唆された。

■新たな実験パラダイムの作成と
今後の計画
そこで本年度は、上記の実験パラダ

イムの基本的な枠組みは踏襲しつつ、
金銭報酬の金額のコントロールや手続
きの詳細について修正を加えることで、
日本人を被験者とした正直さ・不正直
さを評価するための実験パラダイムの
確立を試みた。現在までにおおむね実
験パラダイムの作成が完了しており、
実際にデータを取得したところ、正直
な振る舞いをする被験者から、不正直
な振る舞いをする被験者まで、個人差
を定量化できることが確認された。
来年度は、完成した実験課題を使っ

て行動実験を行い、不正直さについて
の基礎的なデータを取得し、これまで
の先行研究の報告との差異について検
討する。
また、本プロジェクトでは脳の画像

研究へ繋げていくことを想定している
ため、行動実験終了後には、機能的磁
気共鳴画像法（fMRI）による脳機能の
撮像により、正直な振る舞い・不正直
な振る舞いに関わる脳活動を明らかに
する予定である。MRIを用いた研究で
は、脳機能のみならず、脳構造の個人
差についても着目し、脳の領域のボリ
ュームや神経繊維連絡と不正直な行為
との関連性について解析を行う予定で
ある。なお、これらのデータ取得の際
には各種質問紙等を組み合わせること
で、様々な性格傾向との関連について
も明らかにしたいと考えている。また
今後の研究では、非常に多くの被験者
からのデータ取得が必須となるが、遺
伝子多型解析を併用することで、不正
直さの神経生物学的基盤に包括的にア
プローチしていきたいと考えている。

本研究を継続していくことで、ヒト
が嘘をついて利益を得ることができる
状況に直面した際に、どのような脳の
はたらきによって、嘘を制御して正直
な振る舞いが可能となるかを明らかに
できればと考えている。特に、遺伝子・
脳・行動を多角的に評価することで、
ヒトの正直さと不正直さのメカニズム
について、先駆的なエビデンスを得る
ことが期待できる。

不正直な行動の神経生物学的基盤の研究

阿部修士（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授）
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本研究では、人と人とのつながりが
形成される過程と、つながりが幸福感
におよぼす影響を検討するための一連
の調査を実施した。特に、以下の２点
を研究目的として検討を進めてきた。

■研究目的
1）農業コミュニティ・漁業コミュニ
ティにおける社会関係資本の重要性
と、その構築・維持におけるプロの役
割の評価と解明
これまでの研究において我々は、農
業コミュニティにおける普及指導員の
役割に注目し、円滑にネットワーク形
成を行う指導員のスキルや、そうした
ネットワークが農業コミュニティの問
題解決能力・生活レベルの向上に及ぼ
す影響を検討してきた。具体的には、
平成22年度に実施された農業普及指導
員への全国調査を通して、社会関係資
本の形成プロセスの検討を行ってきた。
この研究成果を受け、本研究では、他
のタイプのコミュニティ（漁村部・都
市部）に研究対象を拡張、生業による
コミュニティの性質の違いを比較検討
することとした。
2）社会関係資本のタイプそのものが
幸福感に与える影響について
社会関係資本にも様々なタイプ（例
えば、結束型と橋渡し型）がある。本
研究では、地域の特性（例えば、都市
部と農村部と漁村部）で社会関係資本
のタイプがどのように異なるか、また、
それぞれの地域で幸福感に寄与する社
会関係資本のあり方とはどのようなも
のかを明らかにすることを目指した。

■調査の実施
上の２点を検討するために、複数の
手法を用いた一連の調査を実施してき
た。
調査①全国の水産業普及指導員を対
象とした調査

平成22年度に実施された農業普及指
導員の全国調査に対応した調査を、全
国の水産業普及指導員を対象に実施し
た。その結果、276名（回収率60％）
からの回答を得ることができた。ここ
では、コミュニティにおける社会関係
資本の構築・維持のプロである普及指
導員のスキル、社会関係資本がコミュ
ニティの問題解決能力・生活レベルの
向上に及ぼす影響、普及指導員の活動
を支える人々の役割などを検討した。
調査②農業者グループならびに漁業

者グループのリーダーを対象とした調
査
近畿・中国・四国地方の農業者グル

ープならびに漁業者グループのリーダ
ー的立場にある人々を対象とした調査
を実施した。この調査には、1)	グルー
プの社会関係資本（ネットワーク、助
け合いなどの互酬性、規範など）がグ
ループ成員の生活レベルや幸福感に与
える影響、2)	リーダーの果たす役割、
3)	農業者・漁業者の視点から見た普及
指導員・普及活動の役割・効果を検討
するための項目などが含まれていた。
最終的に、計1,139名からの回答を得
ることができた。
調査③農業コミュニティ・漁業コミ

ュニティの現地調査ならびにインタビ
ュー調査

各地の農業コミュニティ・漁業コミ
ュニティを訪問し、普及指導員や関係
者の案内の下で現地視察を行うととも
に、コミュニティのリーダー的立場に
ある農業者・漁業者にインタビュー調
査を行った。特に、コミュニティの中
での規範の維持、社会関係（特に、相
互協力関係）の性質などについての情
報を収集した。平成24年度には、農業
コミュニティ9件、漁業コミュニティ1
件で調査を実施した。
調査④都市部・農村部・漁村部の住

民を対象とした郵送調査

近畿・中国・四国地方から、都市部・
農村部・漁村部に該当する413集落を
無作為抽出して住民に調査票を郵送す
る調査を実施し、合計7,364名からの
回答を得た。この調査④では、地域特
性によって異なる社会関係資本のタイ
プや、どのようなタイプの社会関係資
本が各地域で幸福感を向上させやすい
かなどを検討することを目的にデータ
収集が行われた。

＊
平成24年度にはこれら一連の調査が

実施され、各データの整備が行われる
とともに、分析が進められた。現在、
一連の調査データを結合し、より大き
なデータベースを構築することで統合
的な分析を行うための作業を進めてい
る。現在までの分析を通じて、次の点
などが明らかにされてきた。
①漁業コミュニティにおいても、農

業コミュニティの場合と同じく、将来
のビジョンを提示するような普及活動
がコミュニティの問題解決を促進しや
すい。

②漁村女性が、普及指導員の活動推
進の中で大きな助けとなっている。

■対外活動ならびに成果の発表
これまでの調査結果は、書籍『農を

つなぐ仕事』、報告書、ならびに各所で
の講演活動で報告された。特に講演活
動に関しては、農業・水産業の普及指
導員ならびに普及事業関係者を対象と
する各地の研修会に出席し、これまで
の一連の調査結果を伝える活動を行っ
てきた。また、そうした講演の内容は、

『農業普及研究Hokkaido』や『長野県
農業普及学会報』といった雑誌に掲載
された。今後、より分析を進め、学術
専門誌での論文掲載を目指すと同時
に、継続して講演活動も行い、調査結
果を広く社会に還元していく。

農業・漁業コミュニティにおける社会関係資本

内田由紀子（こころの未来研究センター准教授）
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■アトピー性皮膚炎と不妊症（不妊
治療）
急性疾患に代わって慢性疾患が増加
した現代社会において、患者とその周
囲の状況も変化している。従来の病人
役割（パーソンズ,	1951/1974）では、
患者は治療者に従い、それまでの社会
的役割を剥奪され、病の治療に専念す
べきものとされてきた。しかし、慢性
疾患の場合、病を抱えながらも社会生
活を営むことができる患者も多く、従
来の病人役割があてはまらなくなって
いる。急性疾患に比べ慢性疾患の患者
は、病状に対して自らの考えに基づき
セルフケアを行うことが多いため、治
療者との関係性が薄くなる一方で、社
会とのつながりは濃くなる。同時に、社
会の言説の影響を受けることも多く、社
会問題と捉えられる症状や問題もある。

本研究ではこのような「多くの場合、
病を持ちながらも社会生活を送ること
ができる」一方で「社会的な言説が当
事者に影響をもたらしうる」症状・問
題として、アトピー性皮膚炎と不妊症

（不妊治療）をとりあげる。アトピー性
皮膚炎は、慢性的な湿疹と痒みを特徴
とする疾患であり、現在の患者数は35
万人ほどである。有症率は報告により
差が見られるものの、学童期で約10％、
成人期で約5％であり、成人患者の患者
数増加や重症化が問題視されている（佐
伯, 2008）。治療法はいまだ確立されて
おらず、現代医学と同時に非常に多様
な民間療法が提唱され、患者個人の選
択に委ねられている状態である。多く
の患者が薬などでコントロールしなが
ら社会生活を継続しているが、症状の
可視性ゆえにスティグマも生じやすい。

■社会的な言説やイデオロギーの影響
アトピー性皮膚炎や不妊に関しては

「現代病である」という言説や、一方で
その責任は本人にあるとする病者責任

論的なイデオロギーが見られる。患者
が自らの病気観・病因論を構築する上
で、社会的な言説やイデオロギーから、
どのような影響を受けたのか、新聞記
事の分析から言説を明らかにした上で、
インタビュー調査から患者の意識を考
察する。

いずれの疾患においても、「治癒す
る」ことが確実に保証されているわけ
ではない。目下、さまざまな医学的取
り組みが行われているところである。
そういった病において、患者の意識を
描き出すことは今後の医療者―患者関
係を再考する上でも示唆的であると考
える。

■アトピー性皮膚炎の原因に関する
新聞記事分析とインタビュー
「現代病」や、それに伴う諸問題に関

する言説を明らかにするために、まず
アトピー性皮膚炎の原因に関する新聞
記事分析を実施した。その結果、アト
ピー性皮膚炎の原因に関する記事は
1980年代から紙面に登場し、当時から
食生活や住環境が注目されていたこと、
近年になって化学物質を原因とする説
や皮膚そのものの構造に対する関心が
高まっていることが明らかとなった。

次に、アトピー性皮膚炎患者12名を
対象にインタビューを行い、病因解釈
を明らかにした。アトピーの原因につ
いて、彼らの語りの中から該当箇所を
抜粋し、そこ
で語られてい
る内容をキー
ワードに要約
した。回答を

〈病因の内在
化〉〈病因の外
在化〉〈病因の
内在化かつ外
在化〉に分類
し、検討した。

ここでは結果のみを簡単にまとめる。
〈病因の内在化〉「食生活」、「不摂生」

という回答が得られた。自らの過去の
生活に対する戒めや反省、後悔である。
と同時に、メディア上で最も多く見ら
れる原因の言説であり、それらの影響
を受けている可能性もある。
〈病因の外在化〉「チェルノブイリ原発

事故」、「バクテリア」、「薬の副作用」と
いう回答が得られた。いずれも外的な要
因で悪化したと語った。「バクテリア」
と回答した患者は、アトピー・アソシエ
イション・ジャパンと連携しているアメ
リカの医師による診断・治療を受けた経
験があり、その医師の説明を取り入れ自
らの病因として語っていた。
〈病因の内在化かつ外在化〉「血や骨

格などのつくり」、「カルマ」、「血が悪
い」、「腸内環境」という回答が得られ
た。これらは自分自身に原因を内在化
していると同時に、遺伝など家族の影
響や、家系にまつわる思想の影響をも
示している。

今回の調査では、原因を内在化する
患者（Richards, 2003）や医師の説明
を用いる患者（Peters, 1988）、遺伝で
あると考える患者（Linn, 1982）は先
行研究と同様に見られた。また特に、
食生活が原因であるという語りは、メ
ディア上の言説の影響を受けているの
ではないかと考えられる。この点につ
いては今後さらに検討を行う。

治療者・社会・病に関する意識調査

駒田安紀（京都大学人間・環境学研究科博士後期）＋カール・ベッカー（こころの未来研究センター教授）

ID 年齢 性別 職業 発症年齢 アトピーの原因 内在化／外在化
A 32 男性 会社員 1-2 歳 チェルノブイリ原発事故 外在化
B 39 女性 看護師 1ヵ月 血や骨格などのつくり 内在化かつ外在化
C 40 女性 大学院生 8歳 カルマ 内在化かつ外在化
D 41 女性 主婦 17歳 食生活 内在化
E 34 女性 会社員 15歳 食生活 内在化
F 33 女性 自営業 0歳 食生活 内在化
G 26 女性 会社員 18歳 不摂生 内在化
H 31 男性 会社員 6歳 血が悪い 内在化かつ外在化
I 34 男性 自営業 6ヵ月 バクテリア 外在化
J 35 女性 主婦 1歳 腸内環境 内在化かつ外在化
K 47 女性 主婦 10歳 薬の副作用 外在化
L 42 女性 セラピスト 2-3 歳 食生活 内在化

表１：対象者の属性および回答一覧
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■就職して3 年間に焦点
本プロジェクトは、新人看護師のバ
ーンアウト状況とその要因を看護師個
人のストレスおよびストレス対処能力
に探るものであり、2010年より継続し
ている。新人看護師は就職してから3
年間における教育・介入が重要である
と経験的に言われており、本プロジェ
クトも3年間に焦点を当て、バーンア
ウト、ストレス、ストレス対処能力
SOCの変化とそれぞれの関係を明らか
にするものである。具体的には、関西
圏の病院に勤務する2010年入職の看
護師1,500名を対象とし、属性、スト
レス対処能力SOC尺度、職業性ストレ
ス尺度、バーンアウト尺度をあわせた
質問紙調査を実施している。

膨大なデータを解析するためには、
まだ統計学的処理が完成されていない
が、現時点でもいくつか興味深い事実
が示唆されている。

■ＳＯＣと燃え尽き
仮説どおり、ＳＯＣの有意味感は職

業性ストレスの心理負担や環境負担感
を軽減する影響を与えている。つまり、
仕事に「やりがい感」を感じない新人
看護師より、「やりがい感」を感じる新
人看護師のほうが、職場ストレスに対
して比較的強く、立ち直りやすいので
ある。燃え尽きの項目別で言うと、例
えば、自己処理感が高い人ほど情緒的
疲弊を起こさないのに対して、有意味
感が低い人ほど離人化している、など
の変化が見られる。燃え尽きの離人化
には、ストレスの環境負担と意志非反
映感も影響を与えるが、ＳＯＣの有意
味感が最も影響を与えている。即ち、
ストレス感自体より世界観的な影響の
ほうが大きい。

ＳＯＣが測る世界観は、身体をスト
レスから守ることが分かったが、なぜ

「出来上がっている」はずの世界観を向

上できるのか、という課題は、次年度
以降の問題となろう。それに対して、
ストレス予防研究プロジェクトからも
大いにヒントを得られるのではないか
と思われる。

■燃え尽きのタイミング
看護師を務める最初の3年の間に

様々な微妙な変化が生じているので、
それをじっくり、統計学的に分析する
必要がある。だが、一目瞭然で驚くの
は、着任して最初の3カ月間がもっと
も大きな影響を与えているということ
である。つまり、勤め始めて最初の3
カ月の間、「何とか仕事が分かる、周囲
を信頼できる、やりがいがある」と感
じる人は、半年、1〜2年が経ち、様々
なストレスが増して打撃を受けても、
最終的に立ち直り、燃え尽きずに続け
られる傾向にある。逆に、勤め始めて
最初の3カ月の間、「この仕事は分から
ない、周囲を信頼できない、やりがい
感がない」と思う新人は、半年〜1年
後にストレスが増して打撃を受けると、
燃え尽きやすくなる。半年〜1年後の
時点で、先輩や婦長がその態度に気付
き、様々な援護や指導をしようとして
も、最初の3カ月間の「第一印象」が
良くなかった新人は、援護や指導の甲
斐なく、燃え尽きてしまう傾向にある。
これは看護学校などから病院に着任す
るリアリティ・ショックが大きいこと
が想像できる。だが、さらに大事なの
は、新人が疲弊し、悲鳴を上げてから
ではなく、着任時から良い「第一印象」
を与え、信頼できる職場環境や人間関
係、やりがい感あふれる職場を印象づ
けることである。

■新人看護師の全体の傾向
この調査の中で、新人看護師は1〜2

年目にかけてバーンアウト傾向にあり、
ストレスも対人関係の面で増大してい

た。2年目から、SOCや仕事そのもの
に関するストレスはいったん低下した
ものの、しばらくすると、また上昇を
見ている。

これまでの分析結果からわかるよう
に、新人看護師の対人関係に関するス
トレスは、2年間常に増大し続けてい
た。仕事面のストレスに比べると、そ
の差は明らかである。2012年9月・10
月の定例研究会で検討した新人看護師
は、彼らの中でもマイノリティとなる
年齢の高い看護師および男性であり、
特に対人関係において困難を生じるこ
とが多いと考えられている。配置転換
をして問題が解決した看護師や、転職
に至ったケースなども見られたが、そ
ういったマイノリティである群の看護
師へのサポートについても、今後考え
ていく必要がある。
これまでのデータのうち男性看護師

に焦点を当て、その特徴を明らかにす
る分析結果を前提にして意見交換、考
察を行った。男性新人看護師はバーン
アウトの中でも特に「人に対して冷淡
な態度をとってしまう」という「離人
化」の症状が1年間を通して進む傾向
にあった。これは、患者へのケアの面
においても、職場の対人関係の面にお
いても同様のことが考えられる。この
要因として、入職した当時、そもそも
仕事がコントロールできそうな感覚や
仕事へのやりがい感が薄かったことが、
分析から明らかとなった。

■今後の展開
今後は、統計学的分析を進め、国内

外の医学系雑誌に結果を報告するとと
もに、病院の新人教育や燃え尽きに対
する教育講演やワークショップを行い、
また看護師・介護者一般を対象にする
公開報告会などでも学習を高めていく
予定である。

新人看護師のストレスとSOC改善調査

カール・ベッカー（こころの未来研究センター教授）
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■研究目的
本研究プロジェクトでは、2000年代

以降、社会的関心の高まっている「大
人の発達障害」への理解と、心理療法
からの対応を目的に、理論的・実践的
立場から「事例研究」「実践研究」「社
会貢献」という3つの柱（図1）を立て、
多角的に研究を進めてきた。

■平成24年度の研究内容とその
成果
ⅰ 事例研究：発達障害への心理療法実
践の基礎づけ

こころの未来研究センターでは、子
どもの発達障害へのプレイセラピープ
ロジェクトを行ってきたが、大人の事
例においても、発達障害に心理療法が
奏功した事例は多い。しかし、その成
果が一般に広く浸透しているとは言い
がたく、発達障害へ心理療法を適用す
ること自体に誤解をもたれていること
さえみられる。そこで、すぐれた心理
療法の事例の検討をもとに、発達障害
に対する心理療法のエッセンスをつか
み、理解と対応のための総合的な理論
構築を進めた。発達障害は幅広い概念
であるため、マニュアルを作るという
発想ではなく、全体を広いバリエーシ
ョンをもったものとして、個別事例に
も柔軟に対応可能な理論的枠組みを確
立することを目指している。24年度に
は、外部講師を招いて7回の事例検討
会を開催し、11事例の検討を行った。

これまでに、描画や夢といった発達
障害の人の示す「イメージ」は、その
象徴性のなさから意味がないものと見
なされがちであるが、その構造に着目
してみると、他者や現実との接点の変
化がみてとれることが明らかとなった。
また、従来の心理学的な視点にこだわ
らず、身体やセラピストとの接触など、
より直接的で現実的な側面の変化が、
同時にこころの変容でもありうること

が見出された。
ⅱ 実践研究：発達障
害を見立て、有効な
アプローチをする

発達障害に対して
心理療法を有効に適
用するためには、発
達障害を的確に見立
て、適切なアプロー
チを選択していく必
要があるだろう。特
に大人になってから明らかになるよう
な軽度の事例では、様々な精神症状の
訴えがみられるなど、発達障害的特性
が表面的には明らかでない場合が多く、
その見立てが困難なことも多い。そこ
で、発達障害のアセスメント理論の構
築に資するべく、心理テストデータの
分析を行った。

具体的には、発達障害の成人140名
のロールシャッハ・テストを分析し、
発達障害に共通する特徴として、「不確
定反応：反応の中核をなす概念が曖昧
であったり未決定のままの反応」とい
う新たな視点を呈示した。これは、「対
象に焦点を合わせる力が弱く、漠然と
対象や世界を捉えている」という発達
障害に独特の見方を示唆するものであ
る。発達障害の人は特別に奇異な反応
を示すわけではなく、ものの見方自体
が崩れたり外れたりしているわけでも
ない。むしろ、焦点付けの弱さから「コ
ミュニケーションの困難さ」や「意志
決定の弱さ」などが派生してくること
が明らかとなった。

また、こうしたアセスメントに基づ
き、恐怖症のような訴えをしているが、
軽度の発達障害と見立てられた臨床事
例を素材に、心理療法のプロセスを通
して形式的で閉じられた世界が壊れ、
そこから出て行くという変化がみられ
た心理療法事例について検討し、学会
発表を行った（畑中，2012）。

ⅲ 社会貢献：発達障害と社会とのつな
がり

発達障害とは、一部の“特別な”人た
ちが抱える問題というよりむしろ、境
界やコミュニティの消失した現代社会
の特徴と深く関連しているものと捉え
られる。発達障害がなぜ現代において

「問題」とされているのかについて社会
的・歴史的背景を踏まえて考察するこ
とによって、現代を生きる人々のここ
ろのあり方、生き方のヒントになるよ
うなものも明らかになるであろう。本
年度は社会・文化的視点からの考察は
個別の研究において行われた。次年度
に開催される研究会においてそれらを
まとめ、書籍として出版する予定であ
る。

また、本年度は京都家庭裁判所にお
いて、発達障害の話の聴き方に関する
講演も行った。

■今後の検討課題
一連の事例検討会を通じて、2013年

度には事例理解や関わりのあり方、ア
セスメント論を含めて、前著『発達障
害への心理療法的アプローチ』につづ
く書籍として成果を発信する。また、
大人の発達障害への心理療法適用事例
において、どのような変化がみられる
のかについて、生理的指標を用いた検
討についても準備を進めていく予定で
ある。

大人の発達障害への心理療法的アプローチ

畑中千紘（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定助授）

図 1 　プロジェクトの3 つの柱
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■WISH事業
2010年に文部科学省最先端研究基
盤事業WISHにおいて、こころの未来
研究センターへのMRI装置の設置が決
定した。2012年3月にはMRI装置の設
置が完了し、2012年4月からは「連携
MRI研究施設」として運用を開始して
いる。WISH事業は「他者との相互作
用による心のはたらき」を解明する研
究の推進を目的としており、本プロジ
ェクトではこの目的に資するMRI実験
環境・運用体制の構築を行った。

■設備の設置状況
まず、各種設備の設置状況について
概観する。当施設ではSIEMENS社製
3T-MRI装置「Magnetom	Verio」が導
入され、脳機能画像・脳構造画像の撮
像が可能となり、機能的磁気共鳴画像
法-fMRI実験を行うための設備構築が
完了した。実験刺激呈示用設備につい
ては、視覚刺激・聴覚刺激を呈示する
ためのPCが導入され、MRI装置から
の同期信号や被験者の反応を記録する
ための設備を構築した。
なお、複数のinterfaceを準備するこ
とで、外部からの持ち込みPCによる
実験も簡便に実施できるよう、汎用性
に配慮しているのが当施設の特徴であ
る。
また、コミュニケーション信号仲介
中継システムの導入も完了している。
このシステムはMRI装置内の被験者の
表情・視線を記録するだけではなく、
MRI装置外の被験者とのリアルタイム
でのinteractionに伴う脳活動を描出す
ることも可能な、最先端の設備である。
施設内には、fMRI実験の前後に実施
する多様な心理実験・行動実験のため
の防音室を2台設置した。優れた遮音
性能を有しており、統制された環境下
での実験を行うことが可能となってい
る。

■運用面―3つの委員会
運用面では、学内の複数の部局の研

究者によって構成される運営委員会・
実務委員会・安全委員会の3つの委員
会を設置した。運営委員会ではMRI研
究施設の運営方法についての議論、実
務委員会ではMRI設備の利用方法につ
いての議論、安全委員会では研究課題
の安全性の審査を行っている。倫理審
査を承認された研究プロジェクトにつ
いて、迅速に安全審査を行うことで、
円滑な共同利用を実現している。

■研究・教育で活用
上記の設備・運用体制のもと、2012

年はこころの未来研究センターを含む
複数の部局の研究者により、計8件の
研究プロジェクトで利用された。なお
研究面のみならず、教育面でも有効活
用されており、これまでに複数の講義
でMRI装置の見学が実施されている。
また、2012年9月には「fMRIで解き明
かす脳の仕組み」と題して、学内の大
学院生を対象としてfMRI実験の基礎
についての講義を行い、受講者全員に
fMRI実験を体験してもらうイベントを
開催した。同年12月には生理学研究
所・定藤規弘教授による集中レクチャ

ー「fMRI研究の基礎と実際」を開講し、
MRIの歴史から最先端の研究まで、大
変素晴らしい講義を開講していただい
た。また2013年2月に開催した連携
MRI研究施設開設記念シンポジウムで
は、国内外の講師から、fMRIに関する
最先端の研究成果についてご講演いた
だいた。
このように2012年度をもって、MRI

設備および周辺機器のセットアップ、
運用体制の構築が完了した。今後さら
なる利用の増加も見込まれるため、適
切な維持管理を行うと共に、西日本に
おけるMRI研究施設の中核となるよ
う、運営を進めていく予定である。

※当施設の実験機器の整備にあたって、
自然科学研究機構生理学研究所および
国際電気通信基礎技術研究所（ATR）脳
活動研究センターから、多大なご支援
をいただきました。生理学研究所・定
藤規弘先生、ATR・正木信夫先生に心よ
り感謝申し上げます。

脳機能イメージングと心理学実験設備の整備と運用体制の構築

阿部修士（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定准教授）

導入されたSIEMENS 社製3T-MRI装置「Magnetom Verio」
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■研究の背景・目的
わが国でブータンが有名になったき

っかけは、2011年11月の、ブータン王
国第5代国王ジクミ・ケサル・ナムゲ
ル・ワンチュク陛下のご来日であろう。
当時の過熱報道は記憶に新しいが、以
後もブータンに関する言論は跡を絶た
ない。

ただ、それ以前から、ブータンは国
際社会の注目するところであった。と
いうのも、同国の国家指針として名高
い国民総幸福量（GNH）政策は、GNP・
GDP至上主義に対するアンチテーゼと
して、すでに1970年代にジクミ・セン
ゲ・ワンチュク第4代ブータン国王に
よって提唱されており、それが世界各
国の幸福政策のモデルの1つとなって
きたからである。

わが国では21世紀を迎え、日本GNH
学会や日本ブータン研究会などの学会
組織が立ち上げられたほか、京都大学
においては、2010年に京都大学ブータ
ン友好プログラムが、2012年には京都
大学ブータン研究会が発足し、ブータ
ン研究がいよいよ本格化してきている。

ただ、忘れてはならないことはブー
タンが仏教国だということである。つ
まり、ブータンの政治、経済、教育、
医療、文化など、ありとあらゆる局面
が、直接あるいは間接に仏教との関わ
りを持っている。この点を無視して、
ブータンを真に理解することはできな
い。すでに、Michael Aris氏や今枝由
郎氏などにより、ブータン仏教の歴史
的な歩みについては研究が進められて
きたが、その思想的理念や現状などは、
ほとんどが未解明のままである。

そこで2011年、熊谷が中心となり、
王立ブータン研究所（Centre for Bhutan 
Studies）と共同で、「ブータン仏教研
究プロジェクト」（BBRP: Bhutanese 
Buddhism Research Project）を立ち
上げ、ブータン仏教の包括的研究を進

めてきた。2012年4月には、京都大学
こころの未来研究センターに「ブータ
ン学研究室」を開設し、同研究室の基
幹研究プロジェクトとなっている。

■研究方法・研究内容
本プロジェクトは以下の3つの柱に

沿って進められる。
⑴ 文献研究（文献学に基づいてブー

タン仏教の思想・歴史を解明する）
⑵ フィールド研究（現地調査により

ブータン仏教の現状を解明する）
⑶ 学際的研究（後述の研究会等を通

じて異分野のブータン研究者間で情報
交換・共同研究を行う）
⑴文献研究
•ドゥク派：ツァンパギャレー（1161-
1211）、パジョ・ドゥゴムシクポ（1184-
1251）、ペマ・カルポ（1527-1592）、
シャプドゥン・ガワンナムゲル（1594-	
1651）など重要な僧侶の著作を研究。
•ニンマ派：ロンチェン・ラプジャム
パ（1308-1363）や、ペマリンパ	（1450-
1521）などの作品を研究。
•ツァンパギャレー著作集の原典研究：
ブータンの国教であるドゥク派の開祖
ツァンパギャレーによる著作集の校訂
テキストおよび現代語訳を作成し、内
容の分析を遂行中である。
⑵フィールド研究

主要宗派および少数宗派の現状を実
地調査する。
•主要宗派：ドゥク派、ニンマ
派
•少数宗派：サキャ派、ゲルク
派、ボン教、地域信仰
　現在、ブータンにかろうじて
残るサキャ派の寺院を調査中。
1959年のチベット動乱時にサキ
ャ派の僧侶は寺院を捨ててチベ
ットに帰還、現在はドゥク派の
僧侶によって管理されていると
いう事実を突き止めた。

■研究会・講演・シンポジウム
１．BBRP国際シンポジウム

2012年1月10日「これからの社会に
おける仏教の可能性：仏教国ブータン
からの提言」
２．ブータン文化講座

2012年7月6日「仏教と戦争：第４代
ブータン国王の場合」今枝由郎（フラ
ンス国立科学研究センター）

2012年10月18日「イエズス会宣教
師の見たブータン：仏教徒キリスト教」
ツェリン・タシ（王立自然保護協会）
３．京都大学ブータン研究会
•第1回「京都大学ブータン研究会の
方針について」2012年5月10日
•第２回「龍の国への扉」坂本龍太（京
都大学）2012年7月19日
•第３回「ブータンの歴史と仏教」熊
谷誠慈（京都女子大学・京都大学）2012
年10月4日
•第４回「“Bhutan	Transport	2040”を
紐解く」塩見康博（立命館大学）2012
年12月4日

■今後の展望
ブータン学研究室では、これまで文

献およびフィールド研究を主としてブ
ータン仏教研究を推進してきたが、今
後は、GNH、環境、教育、伝統文化な
どもあわせた学際的・総合的研究へと
発展させていく予定である。

ブータン仏教研究プロジェクト

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）＋熊谷誠慈（同上廣こころ学研究部門特定准教授）

川岸からのプナカゾン

54

研究プロジェクト



■糖尿病患者の心理的負担
糖尿病には、1型糖尿病と2型糖尿病

という異なるタイプがあり、生活習慣
病としてよく知られる糖尿病は2型糖
尿病で、糖尿病患者の9割以上を占め
る。一方、1型糖尿病は生活習慣とは
別の要因で発症し、初期からインスリ
ン注射を続ける必要がある点と、小児
期や思春期を含む若年期に発症するこ
とが多い点で、2型糖尿病とは異なっ
ている。いずれのタイプの糖尿病も、
日常生活の中で病気に対する療養を続
けなければならない点で、多かれ少な
かれ患者の生活や人生の負担となり得
る。このため、医療者側の役割は、糖
尿病の状態を良好に保つと同時に、患
者がうまく糖尿病と付き合っていける
ようにサポートすることと考えられて
いる。しかし、糖尿病から生じる負担
とは、どのような内容でどのような理
由で生じてくるのか、まだ十分には調
べられていない。効果的なサポートを
目指すには、まず、糖尿病患者の心理
的負担の状況をきちんと把握すること
が必要で、そのための研究成果が求め
られている。

一方、文化・社会心理学の研究から、
日本人が周囲の人々との協調性を重要
視していることが明らかになってきた。
この協調性は、糖尿病の療養を行う際
の負担に影響している可能性が考えら
れる。そこで我々は、日本人の糖尿病
患者の心理的負担について、協調性と
いう観点から詳しく検討することにし
た。

■2 型糖尿病の研究からわかった
こと

2型糖尿病患者では、協調性が高い
ほど糖尿病関連の心理的負担感が高く
なっていた。この心理的負担感の内容
を調べると、「糖尿病のある人生に抱く
負担感」「糖尿病のある生活から生じる

負担感」「治療に対する負担感」の3種
類に大きく分類できることがわかった。
これらのうち、協調性と関連があった
のは「糖尿病のある人生に抱く負担感」
と「糖尿病のある生活から生じる負担
感」で、「治療に対する負担感」には関
連がみられなかった。また、自分に対
する自信（自尊心）の高い患者の場合、

「糖尿病のある人生に抱く負担感」が軽
減する傾向があった。さらに、身近な
人から受けている心理的なサポートが
高いほど、負担感が軽減しており、こ
れは3種類の負担感すべてに共通して
いた。

アメリカ人の2型糖尿病患者に同様
の調査を行ったところ、アメリカ人に
おいても協調性が高い人の場合には、
糖尿病関連の負担感が高くなる可能性
が示唆されたが、身近な人からの心理
的サポートは、日本人患者ほど効果を
及ぼしていなかった。

これらの結果から、日本人糖尿病患
者の心理的負担には、患者自身が協調
性を重視する程度や身近な人からの心
理サポートの程度が関連しており、医
療者の対応において考慮されるべき側
面と考えられた。

■1 型糖尿病の研究の計画
1型糖尿病患者

の治療や療養には
2型の患者と共通
する部分と異なる
部分があるため、
糖尿病から生じる
心理的負担にも2
型患者と共通する
ものと異なるもの
があると推測され
る。前述の我々の
研究からわかった
ことは、1型糖尿
病患者にも応用可

能であるが、一方で、1型糖尿病患者
特有の問題も検討が必要である。1型
糖尿病は、比較的若年で診断されるこ
とが多く、診断初期からインスリンの
頻回注射を必要とすることが多いとい
う点から、特に診断時の心理的負担に
着目した。癌などの病気では、診断時
にそれをどのように患者さんに説明す
べきかという点についての検討が進ん
でいるが、糖尿病ではまだ不十分であ
る。そこで我々は、日本人1型糖尿病
患者を対象として、診断を受けた時の
状況やその際に感じたことなどを詳し
く調べることで、患者が診断時に経験
することを理解し、共有するための研
究を進めている。現在、研究計画につ
いて、京都大学の医の倫理委員会の審
査を受けているところである。

1型糖尿病患者の療養に影響する心理的要因の検討

藤本新平（高知大学医学部教授）

高知大学医学部附属病院（写真提供：ともに高知大学）

糖尿病の薬
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2012年度は、2回の研究会と震災を
テーマにした美術展の視察、研究員
個々の芸術実践、研究報告誌の出版、
ポスター発表などを行った。

■第1回研究会「被災地とアートプロジ
ェクト」事例報告とその検証
（2012.6.28）

秋丸知貴研究員が震災関連の主なア
ートプロジェクトを収集し分析。震災
直後の芸術実践には、チャリティや寄
付など芸術実践を通じての経済的・物
質的復興支援が多く見られたが、時が
経つにつれて精神的側面への支援に力
点が移ってきた。また、東日本大震災
の特徴は、「地震・津波」（自然災害）
の側面と「原発事故」（人為災害）の側
面とがあり、芸術実践もこれらの側面
にどう反応したかで傾向が分かれてい
ると分析。討議では、「純粋芸術よりも
大衆芸術の方が心にしみる。傍観者的
な搾取にならないためにはどうしたら
よいか」（秋丸）、「純粋なアート活動と
支援プロジェクトは別のもの」（近藤）、

「スタンダードと周縁を転換させるのが
アーチスト。スタンダードが崩壊した
今どこまで未来を見るかが重要」（内
田）、「スタンダードは強固で崩れてい
ないように思う」（大西）、「京都は時間
と空間をスタンダードとは違う視点か
らみることができる。モノ学的生存計
画を提案できないか」（鎌田）、「芸術家
として……には意味がない。普遍性・
思想性が必要。技術とのつき合い方も
再考が必要。宗教圏のビジョンを借り
て再構築ができるかもしれない」（渡
邉）、「芸術にはモヤモヤとした気持ち
に形や行動を与える力がある。媒介機
能、風穴を開ける機能に期待する」（奥
井）、「被災地の人は、震災や私たちの
ことを忘れないでほしいと思っている」

（坪）などの意見が出た。また秋丸は、
芸術の本質と幸福感の関係について考

えることが重要であり、「長期的・精神
的な文化というソフト面の復興」に芸
術の果たすべき役割があるとした。

■水戸芸術館「3.11とアーティスト：
進行形の記録」視察（2012.12.8-9）

大西と秋丸が、展示の視察とトーク
イベントを聴講。キュレーターも作家
も芸術実践と被災地との関係性をどの
ように構築するかで試行錯誤していた
のが印象的だった。その中で、⑴ 芸術
の自律性と倫理の葛藤、⑵ 当事者／共
感者／部外者のいずれの立場で活動す
るか、⑶ 物資的支援とこころの支援の
どちらを優先させるか等が課題として
浮かび上がってきた。

■第2回研究会「被災地とアートプロジ
ェクト」事例報告とその検証2
（2012.12.23）

研究員となっている作家やデザイナ
ーを中心に、各々が震災と向き合いな
がら進めた芸術実践の報告と今後のプ
ロジェクトの進め方について討議を行
った。

■研究員の芸術実践
•近藤髙弘：命のウツワプロジェクト、
HOTARUプロジェクト

宮城県七ケ宿町の西山学院高校内に
作った登り窯「無限窯」を使い、地元
の人々と協力して2,000点近い器を制
作し被災地に届けた（2011年から継続
実施）。また、放射能をテーマにしてウ
ランガラスを使った作品「HOTARU」
を制作し、スコットランド、京都市内、

比叡山などで展覧会を実施した。
•坪文子：宮城県石巻市雄勝支援（硯
石）産業の再生支援プロジェクト

自ら主宰するカフェ＆ギャラリー「堂
島リゾーム」を改装するにあたり雄勝
の硯石を床材として使用。さらに、硯
石の粉末を釉薬につかった食器を開発
して販売した。
•山本健史：南相馬でのがれき収集と
それを作品化する活動

6月と9月の2度にわたり、原発事故
によって立ち入りが制限されている区
域の近くまで赴き、がれきの中の木片
を譲り受けた。その木片を磨いて自ら
の陶のオブジェに嵌め込み作品化した。
作品のタイトルは木片があった住所に
する予定。

•大西宏志：HANARART2012で行っ
た南三陸をテーマにした展示

5月の連休に宮城県の南三陸町と石
巻に赴き、写真の撮影とがれきの採集
を実施。これらを使って、奈良・町家
の 芸 術 祭HANARART2012（10.27-
11.4）に震災をテーマにした作品
『DISTANCE』を出品。被災地から遠く
離れた場所で震災を忘れないためのモ
ニュメントとして制作した。

被災地のこころときずなの再生に芸術実践が果たしうる役割を
検証する基盤研究
大西宏志（京都造形芸術大学准教授）
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●2013年4月1日　阿部修士（上廣ここ
ろ学研究部門）が特定准教授に昇任。熊
谷誠慈（上廣こころ学研究部門）が特定
准教授に着任。清家理（上廣こころ学研
究部門）が特定助教に着任。福島慎太郎

（上廣こころ学研究部門）が非常勤研究員
に着任。伊藤文人、柳澤邦昭、小木曽由
佳が日本学術振興会特別研究員に着任。
長岡千賀特定助教、山本哲也特定研究員、
京野千穂非常勤研究員が離職。
●4月1日　増田貴彦（アルバータ大学
准教授）が来日。2013年7月31日まで滞
在。
● 4 月16日　第 3 回ブータン文化講座

「ブータンを見つめた京都大学との56年」
（於：稲盛財団記念館3階大会議室）。講
演：栗田靖之（国立民族学博物館名誉教
授）、コメンテーター：坂本龍太（京都大
学白眉センター助教）、司会：熊谷誠慈。
●4月25日　第5回京都大学ブータン研
究会（於：稲盛財団記念館2階225会議
室）。発表：上田晶子（大阪大学グローバ
ルコーポレーションセンター准教授）「ブ
ータンの農村におけるフードセキュリテ
ィ」、コメンテーター：熊谷誠慈。
●4月26日　ブリティッシュコロンビア
大学（カナダ）大学院生との合同セミナ
ー（於：稲盛財団記念館2階225会議室）。
報告1：Benjamin Cheung: Culture and 
sleep、 報 告 2：Dan Randles: Meaning 
maintenance model、報告3：荻原祐二

（ 京 都 大 学 教 育 学 研 究 科 ）: Cultural 
change under the globalization、コメン
テーター：Steven J. Heine、増田貴彦、
企画：内田由紀子。
●5月2日～6日　𠮷川左紀子センター
長が京都大学ブータン友好プログラム第
11次訪問団に参加。ブータンを訪問。
●5月10日　カール・ベッカー教授が第
36回品川セミナーで講演（於：京都大学
東京オフィス、主催：京都大学附置研究
所・センター）、「生老病死に対する日本
人の経験智と自己決定」。
● 5 月14日　第11回身心変容技法研究
会「芸術と身心変容技法」（於：稲盛財団
記念館3階大会議室）。発表1：柿沼敏江

（京都市立芸術大学音楽学部教授／音楽
学・音楽史）「音楽と身心変容技法」、発
表2：高橋悟（京都市立芸術大学美術学

部教授／構想設計）「記憶・知覚・身体へ
の芸術的アプローチ～inter-Score／行為
を誘発する装置としての記譜」、総合討
論・司会：鎌田東二。
●5月29日　第15回わく・湧く・ワーク
ショップ「イメージワークとメディテー
ションの夕べ」（於：稲盛財団記念館3階
小会議室1）、企画：カール・ベッカー。
●5月31日　Kimberly Bowen（ユタ大学
心理学部大学院生）が来日。2013年8月
21日まで滞在。
●6月　清家理助教の共同研究「認知症
を有する人と家族に対する早期教育的介
入の必要性」（筆頭発表者：櫻井孝国立長
寿医療研究センターもの忘れセンター外
来部長）が日本認知症ケア学会大会2013
年度「石﨑賞」を受賞。
●6月1日　Rob Jenkins（ヨーク大学准
教授・日本学術振興会外国人招聘研究者）
が来日。2013年8月31日まで滞在。
●6月11日　船橋新太郎教授が「京都大
学東京オフィス連続講演会『東京で学ぶ
京大の知』シリーズ11　人はなぜハマ
る？」で講演（於：京都大学東京オフ
ィス／主催：京都大学東京オフィス）、

「やめる脳、やめられない脳」。
●6月12日　増田貴彦准教授講演会「文
化と認知：『ものの見方』にあらわれる文
化差の研究」（於：人間・環境学研究科棟
演習室）。講師：増田貴彦（アルバータ大
学准教授）、企画：内田由紀子。
● 6 月13日　第12回身心変容技法研究
会「ベルクソン研究第2弾」（於：稲盛財
団記念館3階大会議室）。発表：鶴岡賀雄

（東京大学大学院教授／宗教学・キリスト
教神秘主義研究）「身心変容論としてのベ
ルクソン〈神秘主義〉論：『社会系』神秘
主義と『異界系』神秘主義の交錯・融合
としての身体機械系神秘主義」、コメンテ
ーター：津城寛文（筑波大学大学院教授
／宗教学）、総合討論、司会：鎌田東二。
● 6 月 19 日　Steve W. Cole 講 演 会  
“Social regulation of human gene 
expression”（於：人間・環境学研究科棟
演習室）。講師：Steve W. Cole, Ph.D., 
UCLA School of Medicine、企画：内田
由紀子。
●6月27日　アルバータ大学（カナダ）大
学院生との合同セミナー（於：こころの未

来研究センター別館セミナー室1）、報告
1：Sawa Senzaki:  “The Development and 
Transmission of Culturally Unique 
Attentional Styles in Canada and Japan: 
An Evidence for a Scaffolding for 
Cultural Learning.”、 報 告 2：Matthew 
Russell : “N400 Incongruity Effect in an 
Episodic Memory Task Reveals Different 
Strategies for Handling Irrelevant 
Contextual Information for Japanese than 
European Canadians.”、 報 告 3：Kristina 
Nand: “Holistic vs. Analytic Expressions in 
Artworks among Canadian and Japanese 
Elementary, Junior-high, and High School 
Students.”、企画：内田由紀子。
●7月　阿部修士准教授が第15回ヒト脳
機能マッピング学会で若手奨励賞を受
賞。演題：「虚記憶の記銘と想起に関わる
神経基盤」。
● 7 月 1 日　Kimberly Bowen 研究報告
会  “Cultural  Pathways of Socia l 
Support: Putting the self in self-esteem 
or the social in social support?”（於：稲
盛財団記念館2階225会議室）。報告者：
Kimberly Bowen（ユタ大学心理学部大学
院生／JSPSサマープログラム滞在研究
者）、企画：内田由紀子。
●7月4日　第6回京都大学ブータン研
究会（於：稲盛財団記念館2階225会議
室）。発表：福島慎太郎研究員「ブータン
のGNH政策と幸福の多層性」、コメンテ
ーター：内田由紀子。
●7月9日　第4回震災関連シンポジウ
ム「こころの再生に向けて」（於：稲盛財
団記念館3階大会議室）テーマ：「震災と
語り」。第1部　趣旨説明：鎌田東二、鈴
木岩弓（東北大学教授／宗教民俗学）＋
高橋原（東北大学准教授／宗教学）「震災
後の幽霊の語りと民俗」、ショートコメン
ト：河合俊雄、やまだようこ（京都大学
名誉教授・立命館大学特別招聘教授／発
達心理学）「喪失の語り」、島薗進（東京
大学名誉教授・上智大学グリーフケア研
究所所長）「震災とグリーフケアの語り」、
コメンテーター：井上ウィマラ（高野山
大学教授／スピリチュアルケア学）。第2

部　討議：金子昭（天理大学教授／倫
理学）、稲場圭信（大阪大学准教授／宗
教社会学）、司会：鎌田東二。
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●7月10日　第16回わく・湧く・ワーク
ショップ「イメージワークとメディテー
ションの夕べ」（於：稲盛財団記念館3階
小会議室1）、企画：カール・ベッカー。
● 7 月 11 日　Rob Jenkins 講 演 会  
“Variability in photos of the same face”

（於：稲盛財団記念館大会議室）。講演：
Rob Jenkins（ヨーク大学准教授／日本学
術振興会外国人招聘研究者）、企画：𠮷川
左紀子。
●7月14日　内田由紀子准教授が「日本
グループ・ダイナミックス学会2013年度
優秀論文賞」を受賞。受賞論文：内田由
紀子・遠藤由美・柴内康文 (2012)、「人
間関係のスタイルと幸福感：つきあいの
数と質からの検討」『実験社会心理学研
究』52(1), 63-75。
● 7 月19～21日　内田由紀子准教授が

「京都流議定書2013」（主催：京都流議定
書2013イベント実行委員会、共催：京都
市）パネルディスカッション「こころが
繋ぐ資本」に参加。
●7月23日　熊谷誠慈准教授、松下賀和
研究員、安田章紀研究員（すべて上廣こ
ころ学研究部門）が国際チベット学会

（ 於： モ ン ゴ ル 国 立 大 学 ） で 研 究 会  
“Bhutanese Buddhism and Its Culture”

（ブータン仏教と文化）を開催。
● 7 月25日　第13回身心変容技法研究
会「シャーマニズムと身心変容技法」（於：
稲盛財団記念館3階大会議室）。発表1：
加藤之晴（駒澤大学非常勤講師／宗教学・
五島列島シャーマニズム研究）「五島列島
と九州のシャーマニズムと身心変容技
法」、発表2：金香淑（目白大学准教授／
文化人類学・韓国シャーマニズム研究）

「韓国のシャーマニズムと身心変容技法」、
コメンテーター：アルタンジョラー（ワ
ザ学共同研究員／文化人類学・モンゴル
シャーマニズム研究）、討議、総合討論、
司会：鎌田東二。
●7月28日　河合俊雄教授が「第60回日
本病跡学会総会」（於：大阪国際会議場）
で「ユング『赤の書』シンポジウム」を
開催。野間俊一（京都大学大学院医学研
究科脳病態生理学講座精神医学教室）

「『赤の書』に見られる身体性の変容過程」、
河合俊雄「『赤の書』における自我の位置
と新しい意識」。指定討論者：川戸圓（川

戸分析プラクシス）、座長：河合俊雄。
●8月1日　上田祥行研究員が特定助教
に着任。
●8月2日　福岡県立明善高校（文部科
学省SSH・スーパーサイエンスハイスク
ール指定校）の生徒8名がセンターを訪
問。鎌田東二教授によるセンター全体の
取り組みについての講義および阿部修士
准教授によるセンター連携MRI関連施設
の見学およびfMRIを用いた心理学実験に
ついてのレクチャーを聴講。
● 8 月 2 日　今田俊恵講演会  “Cultural 
Minds: Development and Cultural 
Environment”（於：稲盛財団記念館2階
225会議室）、講師：今田俊恵（イギリス
Brunel大学講師／文化心理学・発達心理
学）、企画：内田由紀子。
●8月25日　「支える人の学びの場　こ
ころ塾2013」第1回（於：稲盛財団記念
館3階大会議室）「こころの誕生」。講義
1：乾敏郎（情報学研究科教授）「1歳ま
での認知発達の神経基盤」、講義2：明和
政子（教育学研究科准教授）「周産期か
ら探るヒトのこころの発達」、事例報
告：嶋谷和之（大阪市更生療育センタ
ー）、コメンテーター：加藤寿宏（医学
研究科）、司会：𠮷川左紀子。
●8月26日　Laura Specker Sullivan（ハ
ワイ大学哲学部修士・アメリカ）が来日。
2015年3月31日まで滞在。
●9月4日　第17回わく・湧く・ワーク
ショップ「イメージワークとメディテー
ションの夕べ」（於：稲盛財団記念館3階
会議室1）、企画：カール・ベッカー。
●9月5日　「こころを知る、未来を考え
る——ダイアログBAR」第1回（於：稲
盛財団記念館3階大会議室）。「つながり
から価値を生む」前半は3名のゲストに
よるセッション、内田由紀子准教授、岡
村充泰（株式会社ウエダ本社代表取締役
社長）、西村勇也（NPO法人ミラツク代
表理事）、後半は参加者主体でトピックを
持ちよるダイアログ（小グループディス
カッション形式）、NPO法人ミラツク、株
式会社ウエダ本社と共催。
●9月8日　「支える人の学びの場　ここ
ろ塾2013」第2回（於：稲盛財団記念館
3階大会議室）「こころ・からだ・他者」。
講義1：乾敏郎（情報学研究科教授）「高

次認知機能と身体性」、講義2：𠮷川左紀
子「顔・表情認識とコミュニケーショ
ン」、事例報告：加藤寿宏（医学研究科
准教授）、司会：𠮷川左紀子。
●9月11日　ブータンワークショップ・
第７回京都大学ブータン研究会（於：稲
盛財団記念館3階中会議室）、発表：高橋
孝郎（国際金融公社・元ブータン首相フ
ェロー）「ブータンのGNH（国民総幸福）
政策の詳細と現状」、コメンテーター：内
田由紀子。
● 9 月12日・13日　fMRI解析セミナー

「脳領域間結合解析」（稲盛財団記念館3
階大会議室）。講師：河内山隆紀（株式会
社ATR-Promotions, 脳活動イメージング
センタ）、司会：阿部修士。
●9月13日　Jason Allen Danely（ロー
ドアイランド大学助教・アメリカ）が来
日。2014年7月12日まで滞在。
●9月24日～26日　「身心変容技法の比
較宗教学」国際シンポジウム（於：稲盛
財団記念館3階大会議室）。24日、第14
回身心変容技法研究会（研究者対象）。講
義：張明亮老師（峨眉丹道医薬養生学派
第十四代伝人・中医師・北京黄亭中医薬
研究院院長・山西大学体育学院客員教授・
中国国家体育総局健身気功協会常任委
員）「中国峨眉丹道医薬養生学派の身心変
容技法研究について」、総合討論、通訳：
山元啓子、司会：鎌田東二。25日、国際
シンポジウム（一般公開）。企画趣旨説
明：鎌田東二、基調講演：張明亮老師、
テーマ「峨眉丹道医薬養生学派の気功と
武道における身心変容技法研究」、通訳：
山元啓子、指定討論：濱野清志（京都文
教大学教授／臨床心理学・気功家）、倉島
哲（関西学院大学准教授／身体論・中国
拳法）、アルタンジョラー（ワザ学共同研
究員／文化人類学、モンゴルシャーマニ
ズム研究）、総合討論、司会：鎌田東二。
26日、峨眉丹道医薬養生学派気功実修

（一般公開）、実技指導：張明亮老師、通
訳：山元啓子、司会：奥井遼研究員（上
廣こころ学研究部門／臨床教育学）、司
会：鎌田東二。

センターの動向(2013年4月〜9月*敬称略。肩書きは当時のもの)
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