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1911年山口県生まれ。1937年京都帝国大学医学部卒業。聖路加看

護大学学長、聖路加国際病院院長、ハーバード大学客員教授等を

歴任。医師・医学博士。聖路加国際病院名誉院長、一般財団法人ラ

イフ・プランニング・センター理事長、公益財団法人聖ルカ・ライフ
サイエンス研究所理事長などを兼務。勲二等瑞宝章および文化勲

章受章。
『生活習慣病がわかる本』
『生き方上手』ほか著書多数。

私は戦前の昭和12年（1937）に京都大学医学部を卒

た。日本が軍国化に向かいつつある不穏の時代であり

業し、2 カ年の卒後研修ののち、2 年間大学院の真下俊

ましたが、当時から京都大学には自由の思想が輝いて

一教授のもとで「心音」の研究をしました。そして、

いました。それはいつも未来志向であるということで

昭和17年（1942）7 月から東京の聖路加国際病院（現在

もありました。当センターはその伝統を受け継いで活

の聖路加国際メディカルセンター）に就職し、現在、

動を展開しています。

理事長を務めています。

私たちはいつも心の中に未来の世界を描かなければ

京都大学には、 6 年前に「こころの未来研究センタ

なりません。京都大学は将来の時代をいつも考えて行

ー」が創立され、第12号の巻頭言を私が執筆すること

動した人材を大勢輩出してきました。言論の自由が封

になりました。

鎖された時代にあっても、その苦難の中に自由と民主

歴史の長い京都大学に「こころの未来研究センター」
があることを理解しておられない京都大学卒業生が少

的な日本の将来を実現するために、社会運動に身を投
じた先輩が少なからずおられます。

なからずおられると思います。そこで私はこのページ

以上のことからも、京都大学の未来研究は、京都大

をお借りして当センターの活動に触れてみたいと思い

学の伝統の中に創り出された当センターにおいて取り

ます。

組まれていくべきものと思います。私は本欄でそれを

当センターは、学術広報誌として本誌を年に 2 回刊
行しています。
私は旧制第三高等学校を経て京都大学に入学しまし

特に強調し、在校生のみでなく卒業生もこぞって当セ
ンターに特別の関心をもたれることを希望する次第で
す。
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小柴昌俊先生インタビュー

聞き手

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）

Thoji KAMATA

阿部修士（同上廣こころ学研究部門特定准教授）
Nobuhito ABE

本人のやる気がいちばん大事

科学の現状をどう捉えていらっしゃるか、また、科学

鎌田

の力、その可能性、意味などをどう考えておられるか

ていたとか……。

をお聞きしたいと思います。

小柴

最初に、科学とは何か、科学研究が持っている可能

いや、もっと甘っちょろい、ハイネ。

鎌田 ああ、ハイネですか。
「神々の流竄」とか、ロマ

うかがいできればと思います。

小柴

ロマンティック。恋の詩（笑）
。

鎌田

そこから物理学へ転換されたのは、何か大きな

あなたはいま「科学」という言葉を使われまし

転機があったのですね。

悔しくて物理の世界へ

は、役に立つものを導き出すなんてことは、もともと

小柴

念頭にないわけです。

学校は原則として全寮制で、私は寮の副委員長をして

それが本当にアホらしい話なんです。第一高等

では、
「基礎科学」にどういう意義があるのかという

いました。寮には空襲の焼け跡から探してきた変圧器

と、それは、結局、人間がいままで知らなかったこと

を使った電気風呂があり、先生やその家族も入りにき

が分かったという喜び、役には立たないけれども、新

ていました。大学の入試も近くなった12月のある日、

しいことを知ったという喜びですね。それで終わって

私はその風呂に入っていました。破れた窓ガラスから

しまうわけでしょう。だから、たとえば「科学教育」

寒い風が吹いてくるので、風呂場はもうもうと白い湯

といっても、「基礎科学」をどう教えるかということ

気が立っていて、誰がいるか分からない。すると、湯

と「応用科学」をどう教えるかというのは、別のこと

気の向こうから、物理の先生が、可愛がっている学生

なんです。

と話しているのが聞こえてきたんです。

分けて考えねばならないのですね。それでは、

「先生、小柴は副委員長をやったり、家庭教師をやっ

小柴先生は「基礎科学」をどういうふうに捉えて、ど

て稼ぐとか言って、学校へ全然出てこないですが、あ

んなふうに研究を進めていけばいいとお考えですか。

いつ、どこを受けるつもりなんですかね」
。そうした

私が思うのに、先生から「これをやりなさい」

ら、物理の先生が、「どこを受けるか知らんけど、物

とか、お母さんから「おまえ、この塾に通って勉強し

理なんか受かるはずがないから、受けっこないことは

なさい」というふうに言われて、言われたとおりのこ

確かだ。たぶん、ドイツ文学か、入試のないインド哲

とをする。これは、普通、世の中ではいい子だと思わ

学でも受けるんじゃないか」と答えました。それで、

小柴

れているけれども……。

「こんちくしょう」と思ったんです（笑）。物理は 3 人

鎌田

優等生みたいな。

教師がいて、ほかの 2 人はいい点をくれたのですが、

小柴

そうそう。だけど、私はそういう子にあまり期

この先生の授業はいつもさぼっていたため、私に落第

待しないんです。自分でいろいろ試してみて、自分の

点をつけたのです。それまで物理に入ろうという気持

体験から、「あっ、これなら、俺、やりたい」とか、

ちはなかったんだけれども、そう言われたのが悔しく

「これなら私にできるんじゃないか」というふうなこと
を感じて、それでやろうという気になって、実際にや
る。そういうことが大事だと思うのです。
鎌田

その中には、好奇心とか、創造性とか、そうい

うものが含まれていますね。
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たとえば、ゲーテに興味を持っ

ンティックな詩とか。

鎌田

ざる宇宙の姿を透視する』
『やれば、できる。
『
』ニュートリノの夢』などがある。

ドイツ文学？

性とか力とはどんなものか、などについてお考えをお

際に役立てることが目的です。しかし、「基礎科学」

書に『ようこそニュートリノ天体物理学へ』
『物理屋になりたかったんだよ ― ノーベル物理学賞への軌跡』
『ニュートリノ天体物理学入門 ― 知られ

高校生のころは、私は物理をやろうなんて思っ

やろうかなと漠然と考えていました。

は、何か社会の役に立つことをつくり出してそれを実

でノーベル物理学賞を受賞したほか、仁科記念賞、朝日賞、日本学士院賞、Wolf 賞などを受賞、勲一等旭日大授章、文化勲章受章、文化功労者。著

小柴

の未来」が特集のテーマです。そこで、小柴先生に、

「基礎科学」ではずいぶん意味が違います。「応用科学」

日本学士院会員。1987 年、カミオカンデにおいて超新星からのニュートリノを世界で初めて観測、2002 年、宇宙ニュートリノ検出へのパイオニア的貢献

ういう形で起こったのですか。高校生ぐらいですか。
ていなかった。旧制の高等学校時代はドイツ文学でも

たが、「科学」といっても、いわゆる「応用科学」と

理学部教授、素粒子物理国際研究センター長などを歴任。現在、東京大学名誉教授、同特別栄誉教授、公益財団法人平成基礎科学財団理事長、

れをやっていこう」というような体験は、いつごろ、ど

鎌田 今回の『こころの未来』は「科学教育と科学研究

小柴

小柴昌俊（こしばまさとし） 1926 年、愛知県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。ロチェスター大学大学院修了。Ph.D. 理学博士。東京大学

小柴昌俊先生インタビュー

て、それなら物理に入ってみせようと（笑）
。
そのとき、寮で私と同じ部屋で暮らしていたのが、朽
津耕三というとびきりの秀才でした。後に、私といっ
しょに東大の理学部へ入って、化学の教授になって、
いまは名誉教授です。そこで、
「おい、朽津、俺は物

いろいろなことが含まれるけれども、いちばん

理を受けることにしたから、おまえ、これから 1 カ月

大事なことは、その人自身が、やろうという気になっ

間、俺の家庭教師をやれ」と言って、彼にいろいろ教

ているかどうかです。ほかから押しつけられたものじ

えてもらったのです。それで、東大理学部の入学試験

ゃだめなんです。

を受けたら受かったわけです。

鎌田 先生にとって、最初の「これはおもしろい」
「こ

鎌田

小柴

当時、旧制の第一高等学校では、 2 年生か 3 年
3
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けどね、しゃっくりが出て止まらない
ときはどうすればいいか、知ってるか
い？」と言うから、
「知りませんね」と
言ったら、
「女房を呼んで一儀に及べば
すぐ直っちゃう」（笑）。そういうよう
な話でした。
鎌田

アハハハハ、そうですか。ちょ

っとしゃれているというか、粋なお話
ですね。
小柴

朝永先生は、そばにいるだけで

幸せな気分になれる素晴らしい人でし
た。

1 年 8 カ月で博士号取得
鎌田東二教授

阿部修士特定准教授

鎌田

朝永振一郎先生宅での新年会。中央が朝永先生、前列左が小柴先生

生ごろに文学志望から理系のほうへ転換して成功した

れどもね。私が寮の副委員長をしているとき、一校の

こととかいろいろなヒントを得、たく

事例は、先生以外に何人もあるのですか。

校長をされていた天野貞祐という哲学者の先生がいら

さんのことを吸収されたと思うのですが、何がきっか

核乾板の研究では世界の三本の指に入るアメリカのロ

けで基礎科学をすることになったのですか。

チェスター大学に行って勉強しようということになり

小柴

いやいや、私は最初から理系なんですよ。

っしゃって……。

鎌田

そうなんですか。それで、東大に入学して、物

鎌田

カントの研究で有名な方ですね。

小柴

理の本当のおもしろさは、どういうきっかけでつかん

小柴

そうです。学生の処罰問題などで、その先生に

た。そこで、素粒子理論が専門の山内恭彦教授に、
「先

だのですか。

いろいろと接触させてもらっていました。卒業前の 3

生の研究室に入れてもらえませんか」と頼んだところ、

にありません。そこで朝永先生に、
「推薦状を書いてく

物理のおもしろさを知ったのはずっと後です。

月に校庭で天野先生とばったり会っていっしょに歩

先生はすぐに「いいよ」と言ってくれました。当時、

ださい」とお願いしました。すると朝永先生はニヤッ

だいたい物理へ入っても、稼ぐのに忙しくて、大学の

いていたら、天野先生が、
「小柴君、どこへ入りまし

大学院は試験がなくて、教授が OK すれば大学院生に

と笑って、
「いいよ。だけど英語の勉強も兼ねて、自分

授業にはほとんど出なかった。

た？」と言われるので、
「物理へ入りました」。
「そうで

なることができたのです。

で自分の推薦状を書いて持っておいで」と言われまし

小柴

大学 3 年生のとき、大学院に進もうと思いまし

ました。
しかし、私の成績ではロチェスター大学に入れそう

鎌田

何かアルバイトをやっていた。

すか。私の師事した京大の先生の息子さんで、私が仲

こうして、1951 年 3 月に学部を卒業し、大学院の修

た。その推薦状には大学の成績表をつけなければなり

小柴

軍人だった父が中国で捕虜になっていましたか

人をした人がいるが、東京へ出てきて物理を教えてい

士課程に入ったのですが、山内教授は物理学の理論の

ませんが、どう考えてもあまり良い成績ではない。仕

ら、高等学校のころから、母親と弟たちが飢え死にし

ます。どのくらい立派な業績を上げた人か、私は知り

先生で、私自身は理論は無理だと分かっていました。

方がないので私は「この男は成績があまりよくないけ

ないように生活費を稼がなければならない立場にあり

ませんけれども、とにかく紹介状を書いてあげましょ

それで、これからどうやって物理で暮らしていこうか

れども、それほどバカじゃない」というようなことを

ました。

う」と言ってくださった。それで、紹介状を持って会

と思っていたとき、研究室の先輩でのちに早稲田大学

書いて朝永先生のところに持っていきました。朝永先

いに行ったのが朝永先生だったのです。

の教授になる藤本陽一さんから、
「小柴さん、一緒に原

生はそれを読んでニヤニヤしながら、
「いいよ、サイン

鎌田

先生が働いてお金を稼いで、家族を養われてい

たのですか。

鎌田

そういうご縁ですか。

子核乾板の実験をやらないか」と誘われました。そこ

してあげるよ」と言ってサインしてくれました。その

人間って不思議なもので、人間が人間を好きに

で一緒に始めたのが実験に入った最初です。

おかげで私はロチェスター大学に行くことができたの

小柴

私と姉とでね。

小柴

鎌田

どういうお仕事をされていたのですか。

なるのは、理由とか何とかはないんです。とにかく顔

阿部

原子核乾板というのはどんなものですか。

小柴

高等学校の時代は主に家庭教師です。たくさん

を合わせて 5 分もしないうちに、私は朝永先生を大好

小柴

原子核乾板は粒子が通るとそれに軌跡が映るよ

アメリカでは物理学の博士号を取ると、最低でも月

掛け持ちしました。横浜で米軍の波止場人足もやりま

きになっちゃった。朝永先生も私のことを気に入って

うにしたものです。宇宙線によってつくられたパイ中

に400ドルが保証されると聞いた私は発奮し、
「宇宙線

した。1948年、大学に入ったころに父親が中国から帰

くれたらしくて、それから、何かというと連絡を取っ

間子が原子核乾板の中に入ってきて止まると、そこか

中の超高エネルギー現象」というテーマで論文を書き、

ってきましたが、GHQ の指示で公職に就くことは禁

てお会いするようになりました。

らミュー粒子が飛び出します。ミュー粒子が止まった

ロチェスター到着から 1 年 8 カ月で博士号を取得しま

止されました。結局、養い口が 1 人増えたため、大学

鎌田

そのころ、朝永先生は東京教育大学ですか。

ところから、今度は電子が放出されます。そういう動

した。これはそれまでの最短記録で、いまだに破られ

時代は 1 週間のうち 1 日半くらい講義を聞きに行き、

小柴

東京教育大学の学長でした。私が「先生！」と

きを顕微鏡で見ることができ、素粒子の質量がその飛

ていません。

あとは全部アルバイトに明け暮れる毎日でした。

言って学長室へ入っていくと、本棚のうしろから、自

跡のふらつきや飛跡上の銀粒子黒点の密度で測ること

この論文を読んだ宇宙線の専門家で、シカゴ大学の

分用の焼酎と、私のために買っておいてくれたサント

によりわかりました。それで、「これなら俺でもでき

マルセル・シャイン教授が「うちへ来ないか」と誘っ

リーの角瓶が出てくる。

る」という実感がわき、それ以来ずっと素粒子実験を

てくれました。そこで私はシカゴ大学の研究員（リサ

やってきたのです。

ーチアソシエイト）になり、シャイン教授の片腕とし

朝永振一郎先生との出会い
鎌田

大学に入学したころ、朝永振一郎先生と出会わ

鎌田

それを飲みながら、いろいろな話をされた。そ

れで、物理というものに目ざめられたのですか。

しかしそのうちに、これではいつまでたっても井の

です。

て、原子核乾板をつるした観測用風船の打ち上げを何
度も手伝いました。

いやいや、物理の話は何もしないの。もっぱら

中の蛙だ、本場で習ってこなきゃだめだ、ということ

そうなんです。朝永先生は、物理でどんな偉い

世間話をしてゲラゲラ笑っていました。たとえば、

になり、藤本先輩は原子核乾板の発明者であるパウエ

私はシカゴ大学で宇宙線がどのような元素から成り

仕事をした方なのか、私は全然知らなかったんですけ

「小柴君、君はまだ結婚していないから知らないだろう

ル教授のいるイギリスのブリストル大学に、私は原子

立っているかを研究しました。 3 年やって里心がつ

れたのですか。
小柴

4

朝永先生との交流から、人生の

小柴
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気球に吊るした原子核乾板を打ち上げる直前の小柴先生（1961 年11 月）

ャリーニという学者です。オッキャリ

ういう意味でさっぱりしていた。

ーニ先生はアメリカの MIT に客員教授

鎌田

として 1 年間来ていました。シカゴ大

さんは、先生にはこの研究プロジェクトのリーダーと

学がオッキャリーニ先生に相談をした

してやっていけるだけの資質があるというふうに思わ

ところ、オッキャリーニ先生は、
「これ

れた。シャインさんも先生を見込んで呼ばれた。先生

だけの大計画を途中でやめるのは国際

のどういうところが見込まれたんでしょうか。
それは自分じゃわからんです。

小柴

きだ」と主張しました。

鎌田 でも、先生はその後東京大学に戻ってこられて、

そこで、急遽、オッキャリーニ先生

カミオカンデも成功されているのですから、オッキャ

にシカゴに来てもらって、シャイン教

リーニさんの眼識は当たっていたということですね。

授のところにいた何人かの若い学者と

小柴

面接をしました。その結果、小柴に後

した。彼はシカゴへ来ると私のアパートへ寄って、い

を任せるのがいいでしょうということ

っしょに飲んだりしていましたから。

になりました。

鎌田

先生より何歳ぐらい年上の方ですか。

オッキャリーニ先生とは、仲良くなっちゃいま

鎌田

へえー、大抜擢ですね。

小柴

あのころ、もう60歳近かったのかな。

小柴

そこでシカゴ大学から言われ

鎌田

じゃ、20、30歳近く年上ですね。そういうとこ

て、私がその後を引き継ぐことになり
ました。

教授で帰ってこないかという話がきたので帰国しまし

鎌田

た。1958 年 3 月のことです。

立場になった。アメリカという国はすごいですね。

リサーチアソシエイトから、いきなり責任者の

ろはとてもフランクですね。
小柴

そうそう。

鎌田 その成功で、先生はアメリカでは一躍「時の人」

朝永先生と小柴先生（1965 年 2 月ごろ）

みたいになりますよね。

そうですね。それに、オッキャリーニ先生は非

小柴

あのころ私はアメリカではいい顔でした。

す。ところが、予想に反して採用されたのです。あり

イン教授から手紙がきました。
「今度、12カ国 20の研究

常に尊敬されている先生で、その人の言うことはすっ

鎌田

その成功を引っ提げて、日本に帰られたわけで

がたいことに、朝永先生が働きかけてくれたらしい。

所が参加する大きな国際共同研究をすることにした。

と通ったんです。

すね。

ところが、日本に帰って 1 年もしないうちに、シャ

小柴

朝永先生はそんなこと、私には言わなかったけどね。

原子核乾板の塊を大きな風船で上空に上げ、宇宙線を

しかし、シャイン教授が失敗しちゃったから、改め

解析する大規模な実験計画だ。アメリカ海軍と国立科

てまた100 万ドルを集めなければならない。しようがな

学財団から合計 100 万ドル出してもらう。日本も参加

いから、私は毎週シカゴから列車でワシントンに出か

しないか。もしおまえが日本の代表として来てくれる

けていって、大学にお金をくださいという交渉を何度

小柴

なら、日本の研究者たちを分担金ゼロで受け入れ、露

もして、ようやく100 万ドルを獲得しました。それで、

日本へ持って帰ったら、日本のいわゆるボス連中が、

出した乾板を分けてやる」という内容でした。そのこ

1961 年 11 月に風船を揚げました。この風船は36 時間か

「その大きなブロックを 5 つに分けておれたちに分配し

ろは、アメリカの航空母艦を使って風船を揚げたりし

けてアメリカ大陸を横断し、荷物をサウスカロライナ

ろ」と言ったのです。そこで、私は反対しました。「こ

もう 1 つ、そうだったに違いないと思う理由は、私が

ていたのです。それを聞いた日本のボスたちが、
「小

州に無事下ろしました。大成功です。回収した乾板を

れは大きな塊であるから、ここで起こった事象をずっ

物理教室に採用されてから十年間ぐらい小谷先生とい

柴、こんなうまい話はないから、行ってこい」と言い

手分けして徹夜で現像定着し、出来上がったのが12 月

と追いかけていって、その後がどうなるかということ

っしょにいたのですが、小谷先生は私に全然付き合っ

ます。それで私は、 1 人で何年も外国暮らしをするの

31 日、素晴らしい大晦日でした。

を調べられたので、これをばらばらに小さく分けてし

てくれなかったんです。話しかけてもくれなかった。

はかなわんと思って結婚して、原子核研究所から出張

鎌田

まったら、いいところが全然なくなってしまう。だか

ところが、私がいよいよ定年になるので最終講義を

という形でシカゴに行くことになりました。

小柴 34歳か35歳ぐらいかな。

ら、これは原子核研究所にまとめて置いておいて、み

したのです。そのとき、私はカミオカンデの実験など

国際共同実験の責任者に抜擢
小柴

ところが、この風船を揚げる計画がつまずいて

先生が何歳ぐらいのときですか。

東大物理教室の助教授に
ところが、私がこの乾板の 5 分の 1 をもらって

というのは、朝永先生と小谷先生は、 2 人で有名な論
文を書いたところだったんです。
鎌田

共同研究をされていた。

小柴

だから、後から考えると、朝永先生が小谷先生

に言ってくれたからこそ、小谷先生が黙って採ってく
れたんだろうということが分かったんです。

鎌田

すごい業績ですね。

なさんは代わりばんこにここに来ていっしょに解析な

の話をしました。その帰りの大学バスの発着所で、女

小柴

当時のアメリカ海軍研究局のいちばん偉い人は

さったらどうですか」と言ったら、
「そんなことができ

房が、私の最終講義を聴きにきてくれた小谷先生と偶

作戦部長だったんです。その作戦部長が手紙を寄越し

ると思っているのか」と言うんですね。それで、私は

然顔を合わせたんです。そうしたら小谷先生が、
「奥

て、あなたの粘り強さには感服したと言われました。

ケンカをしちゃって、アメリカへ戻ろうかということ

さんね、今日の小柴先生の話を聴いて、私は在任中に

まで考えました。

もっと小柴先生と接触をすればよかったと思いました」

しまいました。原子核乾板のブロックをうまく宇宙線

鎌田

それはすごいですね。

に露出できなかったのです。その心痛もあったのでし

小柴

アメリカでは、議会の承認なしに海軍の作戦部

そのころ、東大理学部で助教授の公募をしていまし

と言ってくれたんです。それでもわかるように、在任

ょう、責任者のシャイン教授がスケートをやっている

長が任命できる最高の位は少将の下の代将というやつ

た。しかし、そんなことで、教授連中はだれも私を推薦

中、私は朝永先生に言われたから入れてやったので、

ときに心臓麻痺で亡くなったんです。

です。私はそれだけの大金を海軍や何かから出しても

してくれるわけがない。それで、私は自薦で申し込ん

どうしようもねえやつだと思われていたんだと思いま

らうということで代将に位づけされたんです。アメリ

だのです。私自身、まさか採ってもらえるとは思わな

した。

小柴 50歳を迎えたばかりでした。それで、これから

カの太平洋艦隊の参謀は中佐とか少佐です。それで私

かったですけどね。というのは、そのころ物理教室の

鎌田

どうするかというので、アメリカのお偉いさんたちが

は、ああしろ、こうしろと命令ができたわけです。

主任をしていたのが、小谷正雄先生という、東大始ま

で対応されたとしても、小柴先生は、朝永先生とかオ

いろいろ相談したのです。当時、原子核乾板を使う研

鎌田 34〜35歳ですごい位についたわけですね。

って以来の大秀才といわれた先生です。一方、私は東

ッキャリーニ先生とか、そういうすごいボスに、その

究で世界のトップと言われたのは、イタリアのオッキ

小柴

大の物理を卒業するとき、ビリに近い成績だったんで

才能というか、可能性を見いだされたわけですね。

鎌田

6

本当に開けていますね。でも、オッキャリーニ

的にも学問的にもよくない。続行すべ

きはじめたころ、東大に原子核研究所ができるので助

小柴昌俊先生インタビュー

まだお若かったのでしょう。

それも敗戦国の若造ですからね。アメリカはそ

でも、東大のその主任教授はそういうスタンス

7

「基礎科学」の意義は、人間がいままで知らなかったことが分かったという喜びにある

「楽しむ科学教室」 講義を聴く若い参加者たち（© 公益財団法人
平成基礎科学財団）

じで。

鎌田 海野先生は、
「私は自分よりも優秀な弟子を40人

小柴

輩出した」というふうによく言われるんです。私はそ

れで、母親の影響力が強すぎる。だから、

れを聞いて、すごいなと思うんです。自分を超える弟

あまり望ましい状況ではないと思いますね。

子を、10人でも20人でも出せるというのは、教育者と

鎌田

して最高のことですから。

先生がやっていらっしゃる「平成基礎科学

いまは一人っ子が多いでしょう。そ

そうですね。そういう状況の中で、

小柴

そうそう、大変です。

財団」は、高校生や大学生に向けていろい

鎌田

小柴スクールというか、小柴先生のところから

ろな催しをされていると聞いています。そ

も、たくさんの偉大な人が輩出しましたね。ちょっと

れはいま言われたように、好きなものに興

前に若くして亡くなった戸塚洋二先生とか、非常に優

味を持ってやってもらいたい、そういう意

秀な先生が出てきたと思うんですが、先生はどんな科

欲を育てるような教室ですか。

学教育をされてきたのでしょうか。

小柴

そうです。事業の柱の 1 つとして、

さっきも言ったように、私は、先生がこれをや

高校生や大学生を対象にした「楽しむ科

見てくれたというよりも、要するに、人間としていっ

れと言ったからやるんだというのではだめだと思って

学教室」を、ほぼ隔月に 1 回開催していま

しょにいるとおもしろい、楽しいということだったの

いますから、うちへ来た 1 人 1 人の学生自身がやりたい

す。この教室は、若い人たちに基礎科学の

かもしれない。

と思うようなものと出会わせる。だから、神岡の地下

やりがいを感じてもらうのが目的です。応

鎌田 でも、それは非常に大事なことですよね。研究を

実験にしても、私は「おまえたち、これをやれ」なん

用科学なら、その研究がどんなふうに役に立つのか具

私が若い人によく言うのは「心に、夢の卵を 3 つか 4

いっしょに進めていったり、いろいろな発見をしてい

てひとことも言わないんです。計画をじわじわと進め

体的にわかるので若者の注意を引きやすいのですが、

つ持っておきなさい」ということです。先生の言われ

くプロセスでは。朝永先生とも物理の話はしないで、

ていくうちに、当人がやりたくなって飛び込んでくる。

基礎科学の場合、直接の利益に結びつく要因がありま

るとおりに勉強するとか、父親に医者になれと言われ

専門外のところでずっと付き合えるというのは素晴ら

鎌田

せん。だからこの教室では、基礎科学をやっている本

て勉強するとか、自分が本当にこれをやりたいと思っ

しいことですね。

た。ああしろ、こうしろと指導したことは 1 回もない。

物の研究者に来てもらって、最先端の研究をうんと嚙

ているわけではないことをやっている人がいますが、

もう好きにさせていた。好きにさせていたら、自分よ

み砕いて語ってもらいます。その話を聴いて、若い人

私に言わせれば、それは自分の人生ではありません。

り優れたものがどんどん出てきたと。

たちが「基礎科学ってこういうものなのか、おもしろ

若いうちに物怖じしないでいろんなことに挑戦し、体

いな」と興味を持ってくれればいいと思っているわけ

験してみて、その中から「これなら自分でもやれる」

小柴

小柴

いや、それはわからないです。物理屋の能力を

それはそうです。

科学教育のあり方
鎌田

小柴

小柴

海野先生も似たようなことを言われていまし

だから、ああしろ、こうしろと手取り足取り教

えるのは、本当はいいことではないんですよ。

先生は物理の世界に入って、ドイツ文学、ある

阿部

カミオカンデ。底部から魚眼レンズで撮影（写真提供： 東京大学宇宙線研究所神岡
宇宙素粒子研究施設）

です。

「これをやりたい」と実感できるものを見つけておくこ

この教室は「お母さんに連れられてきた」なんてい

とです。そういうものこそ夢の卵なのです。自分が見

う子は入れません。先生に引率されてきたというのも

つけたこの夢の卵を大事に育てて、雛に孵してほしい

実験屋を養成するには、学部の学生とか大学院

お断りしています。あの話を聴きたいということを、

と思っています。

先生は「夏休み希望実験」という制度をつくら

いは文学のこころは、どういうふうにご自分の中では

れたそうですね。

持っておられたのですか。

小柴

小柴

いや、完全になくなりました。

の修士のころに、
「なるほど実験というのは楽しいもの

自分ではっきり意思表示した子だけが入れるのです。

大学に入るまでは与えられたものを受け止める受動

鎌田

もう文学からは離れてしまったということです

だ。やりがいのあるものだ」という実感を持たなけれ

それから、名称は「楽しい科学教室」ではなくて「楽

的認識でいけたかもしれません。しかし、大学を卒業

ば、学生はついてきません。そこで、助教授になって

しむ科学教室」です。楽しいだけなら、
「ああ、そうか」

して大学院に入ったり実社会に出たりすると、自ら問

か。
小柴

もう諦めました。

間もないころ、物理教室の会議で提案しました。「物理

で終わってしまいますが、自分で楽しむためには、も

いかけ、自ら解決を探すという能動的認識が大きくも

鎌田

でも、いまからでも遅くないじゃないですか。

は実験が大事だから、入ってきたばかりの学生に、自

っと能動的にはたらきかけなければいけません。だか

のをいいます。これは受動的認識とは異なる人間の能

小柴

あのころは、まだ20歳になる前でしょう？

ハ

分でやった実験から結論を導き出すことの楽しさを味

ら、
「自分が気になっていることをしっかり問いかけな

力です。だから、学校の成績だけで人間は測れないの

イネの夢みたいな恋愛の詩集に『歌の本』という本が

わわせようじゃないか」と。そこでつくったのが「夏

さい。質問攻めにして先生を立ち往生させなさい。そ

です。

あるんだけれども、そんな子どもみたいなものはいつ

休み希望実験」という制度です。これは私が本郷にい

れが楽しむ科学教室なんだよ」と言っています。

までも続けられませんよ。

た間にやったことの中で最も良いことだったと思って

鎌田

鎌田 でも、宇宙の研究とか素粒子の研究とかも、普通

います。夏休みの間に学生に自由に実験をやらせる。

けですね。

の人から見ると、夢みたいなところもありますよね。

ただし、一切単位にはならない。それでも、これを体

いま大学でも、特に文部科学省の科研費をとるため

ある種、真実の探求でもあるし、ロマンでもあるよう

験したおかげで、実験というのは本当にやりがいがあ

に、若手の研究者が非常にしのぎを削って、短期的に

していまして、そこから、いろいろ変遷があって、い

な。

ると思って実験研究室を志望したという学生が毎年何

いろんな課題をこなしていかなければいけないという

ま、脳の研究をしているんです。先生が、最初、ドイ

人もいましたからね。

現状があると思うのです。そういう現状を含めて、先

ツ文学に興味を持っておられて、その後、物理学に転

生が若手の研究者に望まれることとか、こういうふう

向されたということで、私自身と、オーバーラップと

にしたほうがいいんじゃないかといったアドバイスが

いうと非常に恐縮ですけれども、共感できる部分があ

あれば、お話しいただきたいのですが。

ります。

小柴

まあねえ、そうだけど。

鎌田

小柴先生は、東京大学の助教授のころに、私が

非常に親しくさせていただいている天文学者の海野和
三郎先生とも交流があったのですか。
そんなに親しくしていたわけじゃないですけど

「平成基礎科学財団」

なるほど。本人の意志をもっとも大事にするわ

じっくり腰を据えて取り組むこと
阿部

私ももともと大学生のときは中国の歴史を専攻

私はもう何十年も文部科学省の科研費といった

先ほどの鎌田先生からの質問とちょっとかぶってし

ね。海野さんは天文学をやっていて、私も宇宙のこと

たいなことでやっている部分もけっこうあると思うん

ことから離れているから、いまどういう状況なのか全

まいますが、これから日本の科学の研究とか教育に期

なんかに興味を持っていましたから、お互いに、こう

です。それは管理的とも言える。締めつけのような感

然知らないのです。

待されているのはどんなことになりますでしょうか。

小柴

8

いう人がいるなということは気がついていました。
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鎌田

いま日本の現状を見てみると、手取り足取りみ

小柴
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阿部
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ありがとうございました。

（2013年10月30日、公益財団法人平成基礎科学財団オフィ
スにて。撮影：中野昭夫）
注
朝永振一郎（1906–1979） 物理学者。素粒子を記述する場
の量子論と相対性理論との関係を明確に捉える超多時間理
論を発表。また、この理論をもとにくりこみ理論を打ち立
若い人向けに書かれた小柴先生の本

小柴

科学の研究というのは、特に「基礎科学」の場

合、何が入っているか、やってみなければ分からない

て、電子・電磁場系に対する場の理論である量子電気力学
の発展に寄与した。その功績により、湯川秀樹博士に続い
てノーベル物理学賞を受賞した。
カミオカンデ 岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下1,000メート
ルの洞窟に、陽子崩壊を観測するために建設された実験装

のですね。だから、何を期待して研究をすると聞かれ

置。「カミオカ」は地名、「ンデ」は陽子や中性子といった

ても、答えようがないんです。

核子の崩壊を観測する実験を意味する。3,000トンの水が入

鎌田

特に「基礎科学」の分野はそうですね。逆にい

うと、先生は「応用科学」に対しては、どういう見方
をされているのですか。
小柴 「応用科学」は、役に立つものを発明したり生み
出したりするわけで、そういう人は偉いと私は思いま
すよ。私にはできないからね。
鎌田

でも、先生のような「基礎科学」をやっていく

る円筒形の貯水タンクの壁一面に、巨大な電球のような形
をした直径20インチ（約50.8センチ）の光電子増倍管が1,000
個取り付けられた。1981年に建設が始まり83年から観測を
開始、87年には大マゼラン星雲の超新星爆発から飛来した
ニュートリノを捕らえた。この観測が評価され、小柴先生
は2002年にノーベル物理学賞を受賞。カミオカンデは解体
されていまはないが、太陽ニュートリノを本格的に観測す
るためスーパーカミオカンデが新たに建設されている。

際にも、海軍のリーダーが言ったように、粘り強さ、

平成基礎科学財団

ひとつのことをずっと追求していく持続的なこころざ

なく、基礎科学、純粋科学に光を当て、基礎科学の面白さ

しは非常に大事ですね。
小柴

それはそうです。どんなことでも、短い期間に

さっと答えが出て、成果が上がるなんていうものはない
ですから。だから、やっぱり何年もじっくり腰を据えて
取り組まなきゃならない。たとえば、カミオカンデなん
て、本当に長い期間をかけてやってきましたからね。そ
うやってだんだんつくり上げていくものです。
鎌田

このカミオカンデの写真は美しいですね。これ

はどれぐらいの大きさなんですか。
小柴

その写真はスーパーカミオカンデですから、水

を 5 万トン溜めていて、その周りに大きな光電子増倍
管を 1 万 1 千個取りつけてあります。
鎌田 私は宗教哲学の研究をしています。小柴先生と
はまったく違う分野なんです。でも、これを見ると、弘
法大師空海とか、チベットのダライ・ラマとかが、瞑想

実用技術に直結する応用研究ばかりで

がわかる教育の普及を進めることや、意欲と夢を持った若
者を数多く育てることを目的として、2003年「財団法人平
成基礎科学財団」創設、2011年 4 月より「公益財団法人平
成基礎科学財団」と改名。「楽しむ科学教室」の開催のほ
か、教育 DVD の作成、優れた教育者や研究者の顕彰等の事
業を実施している。理事長は小柴先生。
参考図書
小柴昌俊『ようこそニュートリノ天体物理学へ』（海鳴社、

2002年）
小柴昌俊『物理屋になりたかったんだよ ― ノーベル物理
学賞への軌跡』（朝日新聞出版、2002年）
小柴昌俊『ニュートリノ天体物理学入門 ― 知られざる宇
宙の姿を透視する』（講談社ブルーバックス、2002年）
小柴昌俊『やれば、できる。』
（新潮文庫、2004年）
小柴昌俊『ニュートリノの夢』
（岩波ジュニア新書、2010年）

のときに使う胎蔵界曼荼羅とか種字曼荼羅と非常によ
く似ていますね。あまりにも共通するのでびっくりしま
したけれども、宇宙の構造と、粒子というのか、そうい
う世界と何か通ずるものがあるのかなと思いました。
小柴

私には分かりませんが。

鎌田 きょうはこころの未来研究センターにとって、小
柴先生にインタビューができたことを本当に光栄に思
います。今後とも、おからだに十分気をつけられて、
ますますお元気でご活躍いただければと思います。本
当にありがとうございました。
10

注水中のスーパーカミオカンデ ( 写真提供：東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設 )
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科学教育の推進に向けて

論 考 ◉ 特集・科学教育と科学研究の未来

250

科学教育の推進に向けて

毎日
読売
朝日

200

稲葉カヨ（京都大学大学院生命科学研究科教授）

Kayo INABA

の裾野拡大を考えてきた立場を思い

に対して「次期教育課程に関する要

浮かべ、今一度、自分なりに科学教

望」を提出した頃からマスコミが頻

育を調べ直してみようと、執筆を承

繁にこのことばを使用するようにな

諾した。そのため、課題についての

っている。ところが、それ以前のバ

論考ではなく、個人の視点で見た世

ブル経済期（1986-1991年）に理工系

間の動きと科学教育についての理解

分野への大学志願者が減少したこと

であることを最初に承知していただ

で「理工系離れ」ということばが使

きたい。

われている時期もあった。

テラシーについて行っており、直近

150

のものは2012年である。
日本国内でも文部科学省が 2007
年度より独自に全国学力 ･ 学習状

100

況調査を国語と算数 ･ 数学におい
て小学 6 年生と中学 3 年生を対象
に 開 始 し て い る。 同 様 に 米 国 で

50

も NAEP (National Assessment of

「理科離れ」とは、経済産業省増田

究において、男性も女性も理系出身

特に大学生の間でいわゆる STEM

では「理科離れ」が進んでいるとさ

題の総称である」とされている。

者の方が年収が高くなっていること

（科学〔Science〕
、工学 Technology 、

が示されている (http://www.rieti.go.jp/

工 学 技 術〔Engineering〕、 数 学

生命科学研究科長、2007 年より京都大学女
性研究者支援センター ･ センター長、2008-

2011 年 京 都 大 学 理 事 補（ 総 務 担 当 ）、2013

年京都大学副学長（男女共同参画担当）
。

れており、
「科学技術創造立国」を

戦後の「ものづくり日本」の高度

1985

1983

2011

技術人材が育たないこと、などの問

2009

ものと考えられる。ところが、日本

2007

年日本免疫学会第16 代理事長。2003-2005 年

機能に焦点を当てた研究に従事。2008-2010

2005

力低下、これらの結果、将来の科学

2003

然科学系の領域の知見を習得させる

2001

して免疫学の始動と制御に関わる樹状細胞

1999

択時の理工系離れと理工系学生の学

1997

地学等のいわゆる理科と呼ばれる自

員准教授を経て2000 年より客員教授。一貫

1995

科学技術知識の低下、若者の進路選

1993

生徒に対して主に物理、化学、生物、

授を経て、1999 年より現職。この間に米国

ロックフェラー大学に留学、客員助教授、客

1991

興味 ･ 関心 ･ 学力の低下、国民全体の

0

1989

科学教育は初等 ･ 中等教育課程の

動物学教室助手、助教授、理学研究科助教

れば、
「理科や数学に対する子どもの

1987

貴司氏（経営センサー2007.7.8）によ

研究科生物学専攻（動物学）修了後、理学部

「データで見る理科離れ」
（京都大学理学研究科化学専攻有賀哲也教授）より許可を得て転載
http://kuchem.kyoto-u.ac.jp/hyoumen/arg/untitled/files/rika-2.html

図１

Education Progress) が1971年から科学
を含む12科目についての調査を、年
ごとに異なる教科について 9 、13、17
歳の生徒を対象に行っており、2012
年には読解力と算数 ･ 数学について
の結果が公表されている (http://nces.

ed.gov/nationsreportcard/)。この調査で

新聞記事における「理科離れ」の出現頻度

は、性差に加えて人種の違いについ
ても調査されている。
他方、OECD は高等教育における
学習成果の評価 (AHELO: Assessment

目指しているわが国では大きな懸念

成長期を支えたのは理工系人材の育

jp/publications/dp/11j020.pdf )。その中

〔Mathematics〕）と呼ばれる領域に対

of Higher Education Learning Outcomes)

が示されてきた。この言葉が何に由

成であり、この間に理農工系学部の

で、「このような傾向は、新しい価

する関心が低下していることが指摘

を試行し、日本でもこの取り組みに

来するものであるのかを調べていた

学生定員が大きく増加している。こ

値を生み出す創造性が競争力の源泉

されている（Science 341：1455，2013）
。

参加している（2011・2012年、自由

ら、本学大学院理学研究科化学専攻

の時代の人たちは、日本の誇りが米

となるこれからの社会においては、

の有賀哲也教授のホームページに興

国に次ぐ第 2 の経済大国であること

さらに強まることが予想される。そ

味深い記事を見つけた。それによる

や、科学技術に支えられた輸出産業

の意味において、理系的能力の養成

と、朝日、読売、毎日新聞の紙面デ

にあったと思われる。ところが、金

を、教育課程の中で重点化して進め

ータベースで「理科離れ」を含む記

融市場と消費経済が拡大するバブル

ていく必要があろう」と結んでいる。

事の出現頻度を調べてみたとのこと

期での就職においては、理系出身者

とはいえ、代議士、官僚、一流企

（図 1 ）
。
「理科離れ」が最初に出てき

でさえ文系就職が進み、技術系の製

業の役員などには文系出身者が多い

初等中等教育における
学習到達度に関する調査

参加結果は現在未公表）
。

調査結果から見えてきたもの

たのは1989年の朝日新聞の東工大・

造業では人材確保が困難となった。

ことは事実である。若者は「数学や理

1960 年創設の国際教育到達度評
価学会 (International Association for
Evaluation of Education Achievement
(IEA)〈http://www.iea.nl/sites-m2.html〉)
は 1960 年 の 数 学、 読 解、 地 理、 科

山本明夫教授の Nature への投稿記事

理科離れの原因について増田氏は

科を知らなくても生活に困らない」

学、非言語伝達力に関するパイロ

技術立国を目指す日本の立場での大

についてのものであり、このことば

大きく 2 つの理由を挙げている。その

し、
「科学技術は理解できなくても便

ッ ト 調 査 を 1960 年 に 12 カ 国 を 対 象

きな懸念材料となった。しかし、

は新語ではないとされている。1991

1 つは社会全体が科学への関心が低

利に使えればよい」と思うようにな

に行った。その後、1999年から 4 年

TIMSS（図 ２ ）と PISA（図 ３ ）で

年から毎年応用物理学会では「物理

く、若者の間で理系のイメージがよ

り、理系志願者の減少につながった

ご と に TIMSS (Trends in International

の得点や順位は回復してきているよ

この特集「科学教育と科学研究の

基礎教育に関するシンポジウム」が

くないこと、即ち理系＝オタク（変

のであろう。一方で、科学技術の発

うにも見える。

未来」への原稿依頼を受けたとき、

開始されており、1992年に中学・高

人）扱いされること。第 2 に企業で

展によってもたらされた利便さや経

免疫学の研究者としての私の任では

校の教員による「青少年のための科

の理系研究者・技術者は文系出身者

済繁栄を評価するものの、科学技術

ないと考えた。しかし、ここ数年は

学の祭典」が始まったが、大きく取

に比べて待遇が悪く出世できず、そ

の悪用や誤用、自然破壊などマイナ

京都大学女性研究者支援センター長

り上げられることはなく、1994年に

の結果、理系出身者は文系出身者よ

スイメージが存在することも事実で
ある。

Mathematics and Science Study) を 9.5
歳（小学 4 年生）以上と 13.5 歳（中
学 2 年生）以上の生徒を対象に実施
している。得点は、TIMSS1995の得
点と調整した上で、得点平均を500
点、標準偏差100点とする分布モデ

はじめに

12

解力、数学的リテラシー、科学的リ

理科離れとその原因

1950 年岐阜県生まれ。京都大学大学院理学

Organization for Economic Co-operation
and Development) も 2000 年 以 降 3 年
ご と に PISA (Program for International
Student Assessment) と称される15歳児
（高校 1 年生）の学習到達度調査を読

小中高校生の学力 ･ 学習状況調査
が定期的に実施されることにより、
日本の状況の国際的位置づけが可能
になり、その中で学力の低下が科学

それと関連しているかのように、国
際平均に比べれば低いが、小中学生
が理科や数学を面白いと感じるよう
になっていることは事実である。し
かし、依然として中学生では小学生

として、大学における自然科学系女

物理学会、応用物理学会、物理教育

り生涯賃金が低いことが通説となっ

性教員の養成 ･ 支援とそのための自

学会の 3 学会が「理科教育の再生を

ているとしている。しかし、経済産

科学技術への関心の低下は OECD

ルの推定値として算出してある。

に比べてこれらの教科に対して楽し

然科学系女子学生を増加させるため

訴える」を発表し、翌年中央審議会

業研究所が実施したプロジェクト研

などの先進国に共通の現象である。

一 方、 経 済 協 力 開 発 機 構 (OECD:

い、好きと思う比率は低い（表 １）
。
13
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10％
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2年生

3年生

4年生

5年生

2003
(41)

2006
(57)

2009
(65)

6年生

1年生

2011 年度
(65)

図４

理科

平成15（2003）年

65

81

39

59

平成19（2007）年

70

87

40

平成23（2011）年

73

90

国際平均（2011年）

84

88

理科

平成15
（2003）
年

47

39

59

平成19
（2007）
年

57

45

48

63

平成23
（2011）
年

62

47

71

80

国際平均
（2011年）

83

70

表２

児童生徒から見た保護者の学習に対する関心

小学校

（新規項目）

中学校
理科

数学

理科

平成15（2003）年

70

81

47

62

平成19（2007）年

65

82

36

52

平成23（2011）年

66

83

39

53

国際平均（2011年）

81

86

66

76

中学校
数学

理科

平成23
（2011）
年

18

20

国際平均
（2011年）

52

56

小学校

中学校

算数

理科

数学

理科

平成23（2011）年

85

81

69

65

国際平均（2011年）

90

90

78

79

5年生

6年生

無回答
まったく好きではない
あまり好きではない

毎日あるいは
ほとんど毎日

週に
1回か2 回

月に
1 回か 2 回

平成23（2011）年

21

37

22

20

国際平均（2011年）

65

22

6

8

の正答率がきわめて低いことが指摘
されている。

理科離れに対する対応
1993 年に出された科学技術白書
が、若者の科学技術離れとそれが日

中学校
毎日あるいは
ほとんど毎日

週に
1回か2 回

月に
1回か2 回

1 回もない
あるいは
ほとんどない

平成23（2011）年

12

34

29

26

国際平均（2011年）

50

29

12

10
TIMSS2011より

本の将来に対して深刻な影響を与え
る可能性を指摘したが、日本学術会
議でも同様の懸念を表明している。
また 1995 年には、理科教育関連 ６
学会（日本化学会、日本科学教育学
会、日本生物教育学会、日本地学教
育学会、日本物理教育学会、日本理

なった時に役立つと思う」と答えた

になりつつある。その原因は「ゆとり

科教育学会）が今後の理科教育につ

ものが少ないことも気がかりである

教育」と少子化による「大学全入」

いて協議するものとして「教科『理

による弊害ともいわれている。漢字

科』関連協議会」を設立した。しか

大切であることが指摘されている。

他方、小学校では理科を教えるの

が読めず、計算ができないとの理由

し、それ以前から教員組織として1969

TIMSS の結果でも、日本では学校で

は文系の教員によることも多く、実

で、補習授業を始めている大学も増

年に全国小学校理科研究協議会が、

習っていることについてほとんど毎

際に教員自身が苦手意識を持ってい

えている。

1974年に全国中学校理科教育研究会

日尋ねる親は国際平均に比べて非常

ることも報告されている。

に少ないことも問題である（表 ２）
。
さらに、理科について小学 6 年生

ベネッセ教育総合研究所が行った

4年生

する学生でさえ知識を利用した課題

1回もない
あるいは
ほとんどない

（図 ５ ）
。

●私の先生の授業はわかりやすい
（新規項目）

3年生

comm/kyoiku/chousa2011/report 6 _25.
pdf )。その中で、国立難関校に在学

小学校

●数学、
理科を使うことが含まれる職業につきたい

算数

0％

まあ好き

●私の親は、
学校で習っていることについて私にたずねる（新規項目）
（％）

数学

●勉強が好きだ

6年生

とても好き

中学校

数学

5年生

OECD が実施している PISA（高校 1 年生）における

中学校
理科

4年生

年度の下部の括弧内の数字は全参加国数

績をとる必要がある
算数

3年生

小学生の教科に対する好みの変化

●将来、
自分が望む仕事につくために、
数学、
理科で良い成

小学校

2年生

ベネッセ教育総合研究所「小学生の計算力に関する実態調査 2013」より
http://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/keisanryoku/2013/index.html

日本の得点と順位の推移

●勉強は楽しい

14

90％

1年生

平成25
（2013年）
12月国立教育政策研究所
（文部科学省）
OECD 生徒の学習到達度調査2012年国際結果の要約より

国際数学 ･ 理科教育動向調査（TIMSS)における

教科に対する意義（％）

100％

科学
2000
(32)

理科

100％

読解力

グラフ内の数字は順位

TIMSS2011 児童生徒質問用紙の結果（概要）

算数

100％

数学

460

得点と順位の推移
表１

8

470

グラフ内の数字は順位
年度の下の数字は小学生、中学生それぞれの参加国数

図２

8

480

(25, 46)

7

10

490

510
1999

9

500

3

中学生 理科

( - , 38)

6

4

510

中学生 数学

1995

6

520

4

小学生 理科

(26, 41)

5

530

4
小学生 算数

2

540
5

4

1

550

5

550

530

1

560

560

540

国語

高等教育における学力低下

とが明らかにされている（図 ４ ）。

の60％あるいはそれ以上が「とても

「小学生の計算力に関する実態調査

子どもが学習に対して前向きにな

好き、まあ好き」と答えているにも

大学の現場では教員から学生の学

2013」でも、学年が進むにつれて学

るには、親の姿勢、とりわけ子どもの

かかわらず、
「ふだんの生活に役立

力低下を嘆く声が高まっており、種々

習に対する積極性が低下していくこ

立場、目線で「うまく褒める」ことが

っていると思う」あるいは「大人に

の調査によってもその実態が明らか

日本数学会は数学教育への提言

(http://mathsoc.jp/comm/kyoiku/
chousa2011/) をまとめるにあたり、
2011年に48大学、5946人の大学生を
対象に調査を行っており、2012年 2 月
に提言が、同 6 月にその結果（訂正版）
が公表されている (http://mathsoc.jp/

が設立されている。
また、多くの NPO 法人や大学、
企業が地域の小中学生を対象に理科
教室や理科実験などに積極的に取り
組んでおり、日本学術会議も2006年
に全国21カ所でサイエンスカフェを
開催した。これをきっかけに科学技
15

科学教育の推進に向けて

テストでよい点を取れると嬉しい
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ることにも留意する必要がある」と

TIMSS の調査結果からすでに「理科

ている (http://www.aauw.org/resource/

されている。日本でもセンター入試

離れ」がマスコミに頻繁に取り扱わ

はあるものの、出口管理がないこと

れていた時期に「ゆとり教育」が始

が、2006年問題と絡んで高等教育に

められたことになる。

why-so-few-women-in-science-technologyengineering-and-mathematics-executivesummary/)。しかし、昨年度の大学卒

理科
算数
国語
3年生

4年生

5年生

6年生

業生の就職内定率は女子が上回り、

高等教育につながる教育全体で学力

その理由として理系女子、いわゆる

の低下をもたらしたとして、「理科

「リケ女」が増えているのが一因だと

教育および国民の科学技術に対する

離れ」だけではなく「学問 ･ 学習離

見られている。専門性が高く、しっか

理解増進活動を推進するために、2002

れ」であるとの批判もある。これを

りとした将来像を描くことができる

年からスーパーサイエンスハイスク

受けて、2005年第 1 次安倍内閣で見

理系の女性を「かっこいい」と捉え

ール (SSH) 制度を設け、理科・数学

直しが開始され、2008年に新しい学

る価値の転換が起こっているとの見

に重点をおいたカリキュラム開発や

習指導要領が公示され、小学校では

方もあり、講談社の理系女子応援サ

大学・研究機関などと効果的な連携

ービス「Rikejo（リケジョ）
」(http://

方策についての研究を行うこととさ

2011年度、中学校では2012年度、高
等学校では2013年度より完全実施さ

れている。現在では、すべての県に

れている。これは「脱ゆとり教育」

しかし、気がかりな点もある。

www.rikejo.jp/) が人気を集めている。

少なくとも 1 度はこの制度に採択され

と称され、1980年以来減り続けてき

PISA2012における Country Note 日本

た高校が存在する。また、同年から

た授業時間数が増加したが、とりわ

版で、読解力では女子の方が高いも

大学、公的研究機関、民間企業など

け算数（数学）と理科の授業時間の

のの、男女差は OECD のものよりも

と教育現場との連携を推進する「サ

増加が目を引くものである。

小さく、2009年から拡大していないと
ある。ところが、数学と科学の点数

科学教育と女子／女性

では男子の方が高く、OECD の平均

ら研究機関などにおいて開発された

科学技術基本計画と男女共同参画

回の調査では以前とは異なり男女間

ソフトウェアや先進的な科学技術・

基本計画において理系の女性研究者

で有意差があるとされたことである。

理科教育用デジタル教材の開発とイ

の育成と増加、さらに理系進学を目

ンターネットを通じた提供を行うた

指す女子学生の増加が喫緊の課題と

め、
「理科ネットワーク」をはじめ、

して謳われている。1990年以降21世

次世代人材の育成につながるいくつ

紀に突入する頃から女子の大学進学

子どもは小学生の頃はみな数学や

かの支援プログラムを実施している

者数の上昇とともに、理系への進学

理科を面白いと感じているが、いつ

(http://www.jst.go.jp/shoukai2_b.html)。

も増えてきた。男子の大学入学者数

の間にか興味や熱意を失っていく。

ラム (http://www.jst.go.jp/cpse/spp/)」
社会

「ゆとり教育」は初等中等教育から

文部科学省では、科学技術 ･ 理科

イエンス ･ パートナーシップ・プログ

教科に対する小学生の興味の視点の変化

も開始している。さらに、2002年度か

における差よりも大きく、さらに今

おわりに

術振興機構 (JST: Japan Science and

ための科学ジャーナルを作っており、

期科学技術基本計画のフォローアッ

中学生・高校生が参加して国際的

が頭打ちになってきているが、今な

しかし、自分ができると思えばそれ

Technology Agency) も 科 学 と 社 会

New York Academy of Science も科学教

プ「理数教育部分」にかかる調査研

な数学、物理、化学、情報、生物学、

お女子学生数は増加している。しか

なりの努力ができ、それによる結果

をつなぎ最新の科学技術に対する興

育のためのメンター事業を行ってい

究結果報告も公表されている (http://

地理、地学オリンピックが毎年開催

し、理系分野における女子比率は頭

も付いてくる。しかし、苦手意識が

味を喚起するため、毎年大学の研究

る (http://www.nyas.org/WhatWeDo/

www.nier.go.jp/seika_kaihatsu_2/)。その中

されており、文部科学省が JST を通

打ちであり、特に工学と理学系は他

生まれると、それはますます大きく

者と共に各地でサイエンス ･ カフェ

ScienceEd.aspx)。

に、教育の効果の測定という観点に

じて支援している。また、さらなる

に比べて低い。このような状況を踏

なり、チャレンジできなくなってし

ついての記載があり、
「アメリカ、

人材発掘のため2012年度から高等学

まえて JST では「女子中高生の理系進

まう。チャレンジした結果の後悔よ

イギリス、日本などにおいて全国規

校ごとに参加する「科学の甲子園」

路選択支援プログラム」を実施し、

り、チャレンジしなくて逃げてしま

模の子どもたちの学力調査が実施さ

が創設され、2013年度には中学生を

裾野拡大を目指している。

ったときの後悔の方が大きいことを

を開催している。
米国でも「理科離れ」については
強い懸念がもたれており、2010年に
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会の報告書でも同様の指摘がなされ

とは否定できない。

ベネッセ教育総合研究所
「小学生の計算力に関する実態調査 2013」より

図５

指導要領に始まるとされる。PISA や

おける学力低下につながっているこ

大人になった時に役立つと思う

100％

出口管理ともいえる資格試験等があ

文部科学省の取り組み

なぜ、理系に進学する女子が増え

小さいころから教えることが大切で

てこないのか。これまで、ステレオ

ある。何ごとにも積極的になれるよ

タイプとして、女性は理系には向か

うな教育を、学校だけでなく家庭で

ないという考えが流布しており、親

も行うことが、
「理科ぎらい」をなく

も子もこのような考えに囚われてい

し、科学技術の発展を担える人材育

知識重視型の詰め込み教育方針を

ることが多いことも事実である。理

成につながるのではないか。

ア、ドイツのギムナジウムの修了資

改め、学習時間と内容を減らした

数系の成績が良い女子も、人との関

格があるとともに、また大学入学資

「ゆとり教育」は、1996年の中央教育

わりを好み文系に進むのではないか

格であるアビトゥアなど、いわゆる

審議会答申に基づいた1998年の学習

とも言われており、米国大学女性協

オバマ大統領が STEM 教育の充実を

1995年にわが国の科学技術政策の

れている。なお、学力の保証という

対象とした「科学の甲子園ジュニア

目指すイニシアティブ「Change of

基本的枠組みを定めた「科学技術基

観点では、ヨーロッパの国々では、

大会」も創設されている。

Education(http://changetheequation.
org)」を設立して次世代の理系人材

本法」が公布された。その上で、1996

イギリスの中等教育修了一般試験

年から 5 年間の第 1 期科学技術基本

（GCSE 試験）、フランスの中学校卒

の育成を積極的に推進している。ま

計画を策定して、科学技術の振興に

業時の修了資格 (DNB) や高校の修了

た、米カリフォルニア大学バークレ

関する施策の総合的かつ計画的な推

証書兼大学入学資格であるバカロレ

ー校では、ウェブメディア「Frontiers
for Young Minds」(http://kids.frontiersin.
org) を開設し、子どもによる子どもの

進を進めることになった。5 年毎の見
直しを経て、現在は2011年に策定さ
れた第 4 期計画の推進中である。第 3

脱ゆとり教育
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未来の学際的な科学を支えるための教育

論 考 ◉ 特集・科学教育と科学研究の未来

低レベル放射能の影響について市民

未来の学際的な科学を支えるための教育

に関しては、昭和30年代の状態より

の関心は非常に高まった。大気汚染
平成の時代に至るまでに良くなった

大隅典子（東北大学大学院医学系研究科教授）

にもかかわらず、
「PM2.5」という新

Noriko OSUMI

たな汚染が問題となってきた。食材
について言えば、有毒な化学物質に

未来の科学

市民にとっての科学

よる汚染や生産地の偽装が大きな問
題となっている。したがって、市民
にとって「科学リテラシー」すなわ

1960 年神奈川県生まれ。1989 年東京医科歯

科大学大学院歯学研究科博士課程修了（歯

学博士）
。国立精神・神経センター神経研究

所室長等を経て1998 年より東北大学大学

院医学系研究科教授。日本分子生物学会

理事長。専門は神経生物学（神経発生学・
発生発達神経科学）
。著書に『脳の発生・発

達 ― 神経発生学入門』
『 バイオ研究で絶
対役立つプレゼンテーションの基本』ほか。

はじめに
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現在、私は普通の携帯とスマート

私たちの生活は科学によって支え

ち現代の科学に関する最低限の知識

フォン（スマホ）の両方を使ってい

られている。ふだん意識することは

や、科学的なものの考え方について

る。初めて携帯を持ち始めたのは、

少ないが、誰かが開発した製品をあ

の理解は、これまで以上に重要なこ

東北大学に着任した1998年頃からで

りがたく使っている。親子鑑定に、

ととなりつつある。

あり、決して早い方ではない。
「テキ

あるいは犯人の捜査に DNA 鑑定が

スト・メール」が送れるようになっ

役立っている。週間天気予報はスマ

て、さらにそこから電話番号やイン

ホからリアルタイムでチェックでき

ターネットの URL に飛べるような便

る。2012年にノーベル生理学・医学

利な機能が始まったくらいのタイミ

統計学と論理学

方が有利なのだろうが、ゆっくり時

「リベラル・アーツ」が、他の専門分

どのような職業や立場であれ、現

間をかけてでもロジカルに考える習

野の人材と交流する上での「のりし

賞を受賞された京都大学の山中伸弥

代の科学情報を正しく理解して自分

慣を身につけることが大切である。

ろ」になるからである。米国の大学

ングで携帯ユーザになったのだと思

先生が開発した iPS 細胞が、理化学

の行動につなげるには、確率・統計

う。この15年の間に、
「オサイフケー

研究所の高橋政代先生の手によって

的な思考が必須である。明日の晴れ

タイ」になり、さらにスマホが出回

網膜色素変性症の患者さんの移植治

の確率、発がんリスク、大地震の起

って、出張先でのメールチェックや

療に試されようとしている。たとえ

こる確率などを判断する上で、統計

ソーシャルネットワークシステムも

ば、
「この抗がん剤は、日本人では

学は基本的なスキルといえる。ある

未来の科学を支える人材は、さらに

関連して、
「将来、科学者になりた

利用するようになった。こんな急激

60% の方にがんの進行を抑える効果

現象は、どのような「ばらつき」が

多様性が必要と考えられる。たとえ

いからといって、国語と英語はでき

な変化を、20年前に誰が予測できた

があります」と主治医に言われたと

あるのか、all or none ではない捉え方

ば製品開発で言えば、広い分野から

なくても良い」というのは間違って

だろう。世界は急速に狭くなると同

きに、どのように判断すれば良いだ

を身につけることが重要と考えられ

使えそうな素材を発掘する能力、ユ

いる。先日も、福島県の県立高校で

時に、変化が加速しつつある。これ

ろうか？

患者やその家族にとって

る。統計学は数学の中に含まれる学

ーザのニーズを掘り起こす調査を行

講演を行ったときに「科学論文は、

は、種々の科学の分野において事実

は「効くか効かないか」の all or none

問分野であるが、現状では高校まで

うスキルなどが求められる。研究の

実は英語で発表するのですよ」と話

である。したがって、20年後、50年

に思えるが、現在の医療現場では、

の初等中等教育において、必ずしも

最前線でも、他のフィールドでの新

したら、
「それは知らなかった！」と

後の科学の世界を想像することは、

エビデンスが示されて、判断するの

すべての生徒に必修で教えられては

しい成果をいかに取り入れることが

いう感想がたくさん寄せられた。と

とても困難であるが、わくわくする

は本人やその家族に委ねられる。

いない。この点については、ぜひ改

できるか、多様な科学人材を集めた

くに言わなかったが、
「先生のように

善すべきであると筆者は思う。

チームをつくることが成功の鍵にな

講演するためには、プレゼンについ

同様に、数学そのものが実は「論

ることも少なくない。このような状

ても勉強しようと思いました」とい

理学」である。社会で生活する上で

況では、科学人材の「コミュニケー

う感想もあり、最近の生徒さんたち
の意識は違うなぁと思った。

ものでもある。

一方、2011年の東日本大震災後、

未来の科学を支える人材
科学の進歩が加速しつつある中で、

のように、歴史と数学、生物学と工
学を専攻するなど、
「ダブル・メジャ
ー」の制度は一考の価値があると思
う。

3

3

3

私自身は現在、脳神経科学の中で

最低限の数学的知識としては、小学

ション力」が問われることになる。

も、脳の発生発達の分子メカニズム

校中学年くらいまでの「算数」が必

平成になって、各大学でいわゆる

や、自閉症などのこころの病の動物

須と言われ、発達障害の子どもたち

「教養部」が廃止された。これは、

モデルについての研究を専門とする

にも基本的な足し算、引き算、掛け

高度に進んだ学問分野に対応するた

が、独立行政法人科学技術振興機構

算、割り算ができるように指導する。

めに、「専門教育」をより長くすべ

の支援による「スーパー・サイエン

そうでないと、将来就業する上で選

きという（当時の）観点からなされ

な教育が必要であろうか？

ス・ハイスクール」のアドバイザー

択肢が大きく狭まる。だが、一般市

た施策であるが、筆者は、これは20

まず「観察する目」が重要と考え

も行っており、科学教育には少なか

民にとっては、物事を順序立てて推

年後まで見据えた場合に、問題が大

る。庭に咲いた花であれ、学校で飼

らぬ興味を持っている。本稿では、

論するリテラシーという意味で、数

きかったのではないかと考える。そ

育するウサギであれ、大人にとって

市民の科学リテラシー向上と、未来

学の中でより「論理性」をきちんと

の理由は、２ 年間の教養部は、たと

は当たり前の生き物でも、子どもに

の科学者育成の ２ つの観点から、ど

伝えるべきであろう。受験のために

え将来の科学人材である理系学生で

とっては「初めての驚き」があるは

のような科学教育が必要であるかに

は数学も「パターン」で解き方を覚

も文学や歴史など「リベラル・アー

ずだ。アサガオの蕾はどのように開

ついて論考したい。

えて、短時間にたくさん解答できる

ツ」を学ぶ期間であり、このような

くのか、その中にある雄しべと雌し

科学の「目」を育むには？
その１：観察すること
科学人材育成のために、どのよう
筆者は
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べの数は、確かに図鑑と同じである

って宝を見つけるようなもので、ど

組みはどうなっているのだろう？」

ことでさえ、初めて体験するときに

こにそれがあるのか誰も知らないの

という「Why 型」の問いを立て、そ

は「驚き」がある。

です。ワクワクしませんか？」と誘

のことを検証するために「カエルの

いたい。

卵に他のカエルの細胞の核を移植す

教育者であれ、家族であれ、子ど
もにそういう「驚き」を誘導するよ

未来の科学者を育てるには、ある

る」という実験系を確立し、
「核の中

うに接することができれば良い。そ

程度、背伸びをさせるのが良いと思

に脊椎動物の形質を規定する遺伝情

のためには、子どもと一緒にウサギ

う。上記のような「観察する目」を

報がある」という結論に至った。そ

を見てあげることが必要である。
「ウ

持つ子どもには、研究の現場での問

の次の問いとして「では、その遺伝

サギの眼は何色？」
「A 子ちゃんの眼

いについて考えてもらっても良いだ

情報はどの程度改変できるものなの

の色は？」などと言葉をかけて、細

ろう。大学では「高大連携」とし

か？」と疑問を抱き、
「成長したオタ

かく観察させるのが良いと思う。と

て、出前授業をしたり、オープンキ

マジャクシの皮膚の細胞から取った

きには、大人が気づかないようなこ

ャンパスなどで研究室を開放したり

核でも、卵の中に入れることにより

とまで発見するだろう。そういうと

する機会が増えてきているが、自発

オタマジャクシをつくることができ

きに「あ、そうだね。気づかなかっ

的に参加できるオープンラボの仕組

る（初期化できる）
」ことを見出し

ん、問いを立てるだけでは駄目で、

文献の検索や、必要な試薬の探索・

であれば、その人材育成はきわめて

た。面白いね！」と感動を共有する

み（たとえばドイツにおける XLab

1

た。この1962年に論文として発見さ

それをコツコツと検証することが重

注文など、日々の生活にインターネ

重要な柱である。大事なのは、人を

ことは、観察する目を育てる上でポ

など）が、日本でも行われるように

れた成果が、山中先生との同時受賞

要なのは言うまでもない。毎日楽し

ットは必須である。インターネット

育てるには十年を超える時間がかか

ジティブなフィードバックになると

なればと願っている。

となってノーベル賞の受賞対象業績

い発見があるわけではないから、科

上で研究についての議論が公開され

ること、そして、まったく「効率が

である「成熟細胞が初期化され多能

学者になるためには忍耐力も必要で

て行われることもある。IT を活用で

悪い」ことを覚悟することである。

性を持つことの発見」となったわけ

ある。

きるかどうかは、いまやどんな分野

良い大学、良い高校への進学率を上

であれ、その後のキャリア・ディベ

げるだけなら、受験において重要度

ロップメントに必須である。この点

の高い内容を集中的に教え、問題の

において、より地方になればなるほ

パターンを覚えこませて最小限の時

思う。

科学の
「目」を育むには？
その２：答えのない問いにチャ
レンジする

科学の
「目」を育むには？
その３：自分で問いを立てる

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

である。

インターネットの活用

おそらく、科学者としてもっとも

これに対して、山中先生は、ガード

大切な能力の １ つは「良い問いを

ン先生の発見をもとに「では、どう

科学人材に必要なのは、すでに答

立てる」ことだと考えられる。漠然

やったらマウスの細胞でも初期化さ

スーパー・サイエンス・ハイスク

ど「デジタル・デバイド」のような

間で答えを出せるようにすれば良い

えがあるとわかっている問いに素早

とした疑問の中から、「検証可能な

せることができるか？」という「How

ールやその他の出前授業の折に、高

格差が生じることは、教育の機会均

のであろうが、このような「教育」

く答えを出す能力ではない。答えが

問い」を具体化するには、ある程度

型」の問いを立てた。そして、試行

等学校の教員や生徒さんとの交流の

等という意味でも早急に改善すべき

（というよりは受験指導）では、
「答

まだないと思われる問いにチャレン

の経験が必要である。ある分野での

錯誤を重ねて初期化に重要な因子を

機会が増え、改めて日本は IT 教育

である。

ジすることである。教科書に書かれ

仮説の立て方や検証方法を学んだ上

絞り込み、４ つの因子を遺伝子導入

に関して大きく遅れをとったのでは

また、小さな子どもたちにとって

チャレンジするような人材は育たな

たことがすべて「正しい」のは高校

で、自分の貴重な時間を捧げてもか

することによりマウスの皮膚の細胞

ないかと思うようになった。日本の

も、ウェブ上には楽しい教育的なコ

い。そして、紙幅の関係で今回は省く

までであり、大学で使う教科書は、

まわない重要な課題を見つけること

を初期化することに成功した。2006

公立高校では、本来であれば生徒を

ンテンツがたくさん存在している。

が、科学技術を根元から支えている

数年後に「あの記述は実は間違って

ができるかが大切なのである。

年のことである。山中先生の頭の中

教えることが専門である教員が、そ

たとえば、『ナショナルジオグラフ

のが「基礎研究」であり、より時間

いることが最近わかりました」とい

科学における問いには「Why 型」

には、
「将来、
〈自分の細胞〉を用い

れ以外の用務も多々こなしておられ

ィック』という雑誌のウェブサイト

のかかるものであることを、国民も

うことが起きるものだと、小中高校生

のものと「How 型」のものがある。

て組織移植を行うためにはどうした

る。おそらくそのために、学校の IT

では、プロの写真家が撮影した美し

納得すべきである。そのためには、

にはぜひ伝えたい。
「あなたたちが大

た とえ ば、2012 年 のノ ーベ ル生理

らよいか？」というテーマがあり、

化は遅くなった。IT に強い教員がた

い動植物や風景の画像を眺めること

科学も人の文化的な営みのひとつで

人になってチャレンジするのは、ま

学・医学賞の受賞者である、イギリ

上記の実験をマウスからヒトに変え

またまおられればその学校では進ん

ができる。本家の英語のサイトの方

あり、
「科学を楽しむ」気持ちを共

だ答えを誰も知らない問いですよ。

スのジョン・ガードン卿は、もとも

ておこなって2007年に成功した。これ

だかもしれないが、日本全体でみれ

が、デザインの美しさも含めて完成

有できる市民が増えることを期待す

ちょうど、ジャングルの中に分け入

とは「カエルの子がカエルになる仕

が大ブレイクにつながった。もちろ

ば、HP の構築や、授業でのインター

度がより高く、そういうサイトを親

る。未来の科学は、それを支える人

ネットの利用などは、とくに首都圏

子で眺めたり、授業で取り扱ったり

びとによって成り立つものである。

から離れた地域では格段に遅れてい

することによって、自然と「こんな

る。このことは、先生が IT に強くな

生き物を見てみたい」、
「そうか、英

いために、
「ネットは危険」的な雰囲

語が読めたら、もっと楽しいかも」

気になって、生徒が正しい IT リテラ

と誘導することができるのではない

シーを学ぶ機会を失うことになり、

だろうか？

あくまで推測に過ぎないが、匿名掲
示板などのアンダーグラウンド的な
イメージが横行してしまったのでは
ないだろうか。

20

えのない問い」に「時間をかけて」

おわりに
天然資源の少ない日本においては、

科学研究の現場においては、論文

人こそが国の礎である。科学技術に

もいまでは電子化され、発表された

より世界に貢献することを目指すの

注

１

XLab とは、ドイツのゲッチンゲ

ン大学附属組織であり、科学教育のた
めに子どもたちや理科教員に対して
専門的な科学実験講習を行う。自前
の建物や指導のための教員も配置さ
れており、現在では海外からも参加
者がある。詳しくは拙ブログ「XLab
と い う 企 て 」(http://nosumi.exblog.

jp/19647605/) を参照のこと。
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論 考 ◉ 特集・科学教育と科学研究の未来

ワットのエネルギーであるが、夜と

科学研究教育徒然草

受けるエネルギーは平均的にその 1

斜め入射と曇り空の影響で、地面が
割ないし 2 割程度ではあるまいか。

海野和三郎（NPO 法人東京自由大学学長）

それも季節により緯度によって異な

Wasaburo UNNO

るが、春分以後は、北半球の熱帯が
もっとも温暖となる。受けた太陽エ

1925 年、埼玉県浦和町（現さいたま市）生ま

れ。天文学者、専門は理論天体物理学。東京

帝国大学理学部天文学科卒業、同大学院特

ネルギーの何割かは、月や金星など

のかもしれない。

の輝きに見られるように、反射また

天災であれ人災

はそれに近い形で大気圏外に放出さ

であれ両者の結合

れ、残りは地面や海面に吸収されて、

であれ、その原因

生物に適した温暖で水の豊富な地表

結果の因果関係を

ができる。

明らかにし、その

とくに、温暖度の高い熱帯の大気

対策を可能な限り

中には、熱を運ぶ対流による上昇気

考察し広く討議し

流がかなりの範囲にひろがり、これ

て普及するのが、
育の大切な役割で

中の吸収線形成の Unno 方程式の発見や、恒

ところで、近未

星の大気における振動の理論研究などの業
績を残す一方、現在の国立天文台の理論研

究部の基礎を築き、数多くの弟子を輩出し
た。著書に『天文・地文・人文』など、共著に

『星と銀河の世界』
『されど天界は変わらず・

上諏訪日誌』
『わたしの韓国語自修法』など。

科学教育の基盤
宇宙・生命・エネルギーと時間に

図2 2013 年11 月16 日、フィリピンを大型台風が襲った。台風30 号の強風と高波で陸地に

科学研究と科学教

別研究生修了。理学博士。東大理学部助教
授、同教授、近畿大学教授などを歴任。磁場
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戦争でも意識した

打ち上げられた船（提供：毎日新聞社）

台風の中心部は対流作用で、周囲よ
り温度が高く密度が低く軽いので上

ある。
来に予測される地

が熱帯性低気圧、台風の卵となる。

図 1 天与の絶妙さを備えた地球環境（提供：NASA）

球規模の大問題

顕わになっていることが科学の特長

と現在とで科学的認識がどう変わっ

昇気流となり、熱を高層へ運び地表

である。

たであろうか。また、30年後にはど

を冷却するが、その過程に注目すべ

老子の言う「三から万物」の万物

のように地球環境などの変化が予想

きプロセスが 2 つある。

は複雑系であり、人類生存にとって

されるであろうか。もしそれがホー

1 つは水の関与で、水蒸気は高層で

は、地球環境問題とエネルギー問題、

すなわち複雑系世界の混沌発生の理

もプラスとマイナスが常に同居して

キングのように文明による人類絶滅

雨となり、地上に降って循環し、そ

それに両者の関連する天災異常気象

法であろうか。プラスとマイナス、

いる。とくにエネルギーの高いもの

の予想であるならば、どうすればそ

の熱容量の大きさが地表の冷却に寄

であろう。それらが元になって人類

有用と無用、真と偽は複雑系におい

は、有用であるとともに危険でもあ

れを逆転して、人類が地球環境を永

与するが、大量の雨は土砂崩れなど

の滅亡につながるかもしれないし、

ては常に同居し、時とともに移り変

る。科学教育と科学研究とは共通す

続させる文明を持つことができるで

水害の原因となることも多い。第 2

逆にそれらの困難を新機軸によって

わっていく。ジャーナリズムの二元

るところはもちろんあるが、社会的

あろうか。それがこの論考の研究テ

は竜巻効果で、台風には目があると

乗り越えることができれば、新人類

論的善悪の論調ではごく短期間にし

有用性を意識する度合いが違う。

ーマである。

言われるように、渦巻きをなし、そ

の進化となるであろう。どうやって

か通用しない議論が多い。

科学研究は真理探究が目的で、有

まず、昨今の台風、地震、異常気
象について、考えてみよう。

の中心部は遠心力の効果で密度が低

それを可能にするか、さまざまな人

第 3 は、ゲーデルの不完全性定理で

用性は認識の世界での話となる。ま

間性の向上が必要であろうが、ドラ

あろうか。
「“ 述語論理 A は不完全で

た、科学と言っても、あまりにも多

東日本大震災では、津波によって

イに言うと、それが科学教育と科学

ある ” という述語論理を A とし、述

種多様で、一概に議論するわけには

多くの人命が失われたが、最近の伊豆

その竜巻運動の回転の角運動量

研究の未来の問題である。

語論理の正否を判定する万能コンピ

いかない。ここで問題にする「科

大島の台風に伴う地滑りでも、フィ

は、地球の自転運動からもらう。上

くなり、そのぶん軽くなって上昇気
流を助ける。

ついて、古く老子に「道一を生じ、

科学教育の基盤（道から一）とし

ュータにかけると、コンピュータは

学」は主に地球環境科学に限ること

リピンの大型台風に伴う被害でも、

昇気流は地表の高温大気を集めて形

一二を生じ、二三を生じ、三から万

てまず認識すべきは、地球環境の天

永久に止まることができない」が証

にして、その他の宇宙物理学や生命

多くの人命が失われた。原発事故に

成されるが、その際、低緯度の大気

物生ず」という名言があるが、複雑

与の絶妙さであろう。太陽があり、

明であるが、「“ 私はウソつきです ”

科学、物質科学、素粒子物理学など

よる放射能障害のみを問題にする人

ほど地球自転速度が速いので、地球

系進化の道筋が21世紀になって、明

地球があり、月がある。地球は自転

が正しいとしても誤りだとしても矛

他分野にはそれぞれ固有の認識と目

もあるが、関与するエネルギーと次

規模の上昇気流は対流源の南北緯度

るい未来を予測できる状態とは言え

もし、公転もし、大量の水を保持し

盾に陥る」
。この論理の裏である肯定

的意識があるから、直接関連するこ

元の大きさに対する評価が非科学的

差によって竜巻運動をすることにな

ない。

て、海がある。太陽や地球の質量、地

形論理に、「“ 存在 ” は神の属性の 1

と以外には触れないことにする。

である。

る。また、竜巻運動による上昇気流

たしかにこの百年の間に、文明の

球や月の軌道半径が違っていたら、

つである。故に、“ 神は存在する ”」

おかげで生活が豊かになり、織田信

今の地球環境はなく、数十億年前の

という、スピノザの神の存在の証明

長の言う「人生五十年」が 2 倍にな

海に原生微生物が繁殖して大気構造

がある。神は完全性の象徴であり、

ろうとしている。一方、ホーキング

を変えなければ、地球大気も火星や

は「文明の発達のために、人類は100
年で絶滅する」と言う。たぶん、贅

地球環境問題

台風は自然現象であるが、その大

の低密度化が浮力となり、上昇気流

型化には、地球温暖化の影響がある

を促進し、地表温度を酷暑から解放

と考えられる。これまでそんなこと

する。竜巻効果は、台風が北上する

複雑系の進化を扱う科学は宗教とは

話を最近の地球環境問題に関連さ

を問題にしたことはなかったが、異

ほど大きくなる。その際さまざまな

金星の大気と同じ、二酸化炭素大気

本質的に異なる。スピノザは科学的

せると、21世紀、現代の地球科学研

常気象が続き、台風がこれほど大型

二次的、三次的作用が伴う。それら

のままであったであろう。

の影響が、人類生存の文明にとって

センスのある人ではあるが、神の存

究と科学教育の重要課題は何であろ

化すると、考えてみる必要がある。

沢がこうじてエネルギー資源が不足

次に認識すべき教育基盤（一から

在の証明は宗教哲学であって科学で

うか。知識や社会の変動のタイムス

太陽光をそれに垂直な平板で受け

し、
その取り合いのための原水爆世界

二）は、老子に言う「三から万物」
、

はない。逆に、不完全さがもっとも

ケールを仮に30年とすると、30年前

ると、1 平方メートルあたり約 1 キロ

重大となる。
上昇気流の内でも、赤道により近
23
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図 3 太陽磁場活動2008 年は左のような 2 重極構造だったが、2012 年は右のような 4 重極構造になると予想された。
（提供：国立天文台／JAXA）

たことはないかもしれないが、人間

列島を折り曲げたとすれば、原理的

が必要であろうが、もっと初等的な

の場合は冷暖房の電力だけでも大変

には台風の効果と同じでも、地質学

お話から始める必要がある。

である。

的にもより合理的であろう。専門家
による定量的研究を期待したい。

90歳近い年寄りの経験に基づく感

しかし、もっと大変なのは、おそら

想であるが、宮沢賢治の「グスコーブ

く、台風や地震、異常気象の大型化

最後に、地球環境問題に関連して

ドリの伝記」などは小中学校の科学

ではないだろうか。また、それらの

エネルギー問題に言及して、この論

教育の参考テキストとしておもしろ

ほかにも、恐竜絶滅の原因になった

考を終わることとしよう。

いのではないだろうか。たしか、東

とされる大隕石や小惑星との衝突も

電力が文明国のエネルギーの共通

日本大震災にあった岩手県あたりの

起こり得るであろう。人間だけが地

通貨の役割をしていると言われるが、

有能な樵の一家が飢饉続きの年に遭

球温暖化の人災やそれらの天災に対

東日本大震災以降、日本の原発は停

遇する受難の物語であった。両親を

処できる能力をもっている。そうい

止しており、化石燃料による火力発

失い、妹を人さらいにさらわれたブ

った問題を以下に議論し、さらに、

電が主力となっている。そのため、

ドリは、やがて火山局につとめ、火

科学教育に話を進めて、この論考を

排出する二酸化炭素による温室効果

山を噴火させて出る炭酸ガスで冷害

終わることにしよう。

が原因となって起こる異常気象が問

を止める作業を行い、命を終える。

台風は、地球自転から竜巻運動の

題である。昨年の夏の酷暑や大雨の

現在の二酸化炭素による地球温暖化

角運動量をもらい、北上して竜巻運

原因は、おそらく、その温室効果と

の物理を100年前の宮沢賢治が知っ

動をさらに強化して、角運動量を日

火力発電に伴うヒートアイランド現

ていて美しい物語にしたのは驚きと

本列島にもたらし、富士山を中心に

象にあると考えられる。今年以降も

いうほかはない。

日本列島を折り曲げ、そのストレス

このままであれば、経済問題を別に

い低緯度から集めた上昇気流の成分

そうした科学研究も必要となるであ

円体に似た不規則形状であり、自転

と比較的高緯度から集めた成分とで

ろう。また、この問題には、地球温

軸と公転軸のなす角度が太陽や月な

ところで、100年前の偉業として記

が関東大震災級の大地震を起こす、

しても、熱中症や大雨の被害が心配

は地球自転の速度に差があり、それ

暖化が大いに関連してくるから、科

どの引力の影響で準周期的に変動

憶に残る話がもう 1 つある。私の友

そんな可能性のお伽話を前にしたこ

される。火力発電に代わる簡易集光

が上昇気流の竜巻運動の原因である

学教育の問題としてもたいへん重要

し、また、自転軸もその北極の位置

人の父親山田延男のことである。放

とがある。

による太陽熱発電が完成し普及する

が、その効果は台風がより高緯度に

である。

がグリーンランドやアルプスの高地

射線の研究でノーベル物理学賞と化

東日本大震災のモデルとして、次

に近くなり、そこでの永久氷河が地

学賞を受賞したマリ・キュリー（キ

に、マグマの竜巻運動、それに伴う

球規模に発展して、太陽光を反射し

ュリー夫人）の娘でイレーヌ・ジョ

火山の噴火と数百年に一度の大地震

思うに、戦争の原因は、端的にい

移動するほど大きくなる。ルシャト
リエの法則とでもいうか、これが台

太陽磁場活動

までは、やはり、現存の原発を改良
して用いるべきであろう。

て、氷河期をつくる。それほどの大

リオ＝キュリーという、やはりノー

を考えてみよう。マグマのことはほ

えば、衣食住をはじめとするエネル

台風の目が顕著になる理由であろう。

地震や火山の問題はまたあとで議

変動でなくとも、天与の地球環境変

ベル化学賞受賞の女性がいる。その

とんど何も知らないが、地球中心部

ギー源の不充足にあるとすると、有

そういう見方で最近の台風の大型

論することにして、ここではさらに

動は長年月の間には必ず起こるに相

ノーベル賞実験をほとんど 1 人でや

の核融合などの原子力のエネルギー

限な資源である化石燃料に頼る文明

化を見ると、昨年夏以後の大雨など

太陽磁場活動の問題に注目しよう。

違ない。
「ひので」による太陽磁場活

った日本人男性がいた。それが山田

が地熱となって地表に現れるが、地

は不健全であり、危険である。その

の異常気象や晴雨の入れ替わりの激

最近の常田佐久博士（ JAXA 宇宙

動の異常発見は、幸いにも、地球温

延男である。当時は放射能の危険性

殻は輻射を通さず、原子分子の衝突

点、太陽熱発電は、理想的と言える。

しい熱帯の天候に似た昨今の天候と

科学研究所所長）等の「ひので」の

暖化の時期と重なった感があるが、

はよく認識されておらず、山田は実

で熱を運ぶ熱伝導も遅いので、地殻

現在普及している太陽光発電パネル

の関係が疑われる。専門的な科学研

観測によれば、太陽磁場活動は現在

今後の成り行きが注目される。

験をほとんど完成させたが身体を悪

自身が熱で溶けて液体に近くなった

も悪くないが、パネル製造のコスト

究の対象としてもらいたいテーマで

異常で、享保の飢饉を思わせる磁場

「ひので」が見出した太陽一般磁

くして帰国した。私の友人輝男がま

ものがマグマではないだろうか。

ある。また、台風の竜巻運動のもつ

活動の低い四重極的な磁場構造をし

場の異常は、地球環境問題に関連し

だ物覚えもない乳飲み子のときであ

回転の角運動量は分裂して粘性で消

ている。

て、いくつかの重要な科学研究テー

った。科学教育の一環として、この

マグマはより流動的になり、台風と

風が高緯度へ移動する原因であり、
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学教育としても、そのあたりの解説

とすると、地熱が溜まりすぎると、

（エネルギー）が高すぎる。エネルギ
ー問題、地球環境問題への寄与が少
ない。平面鏡の張り合わせで、たとえ

滅しないかぎり、台風の消滅時にか

その影響と二酸化炭素による地球

マと関連する。たとえば、北極がグ

ような山田延男の伝記も伝えてはい

同様に竜巻効果を利用して地上に噴

ば、16倍集光して溶融塩に吸収させる

なりプレートに蓄積されるであろう

温暖化とが、平均的には偶然にもか

リーンランドの高地に近くなって生

かがであろうか。

出するであろう。それが火山の起こ

と、直射日光の絶対温度（約300°K）

から、地震などの地殻変動の原因と

なり相殺しているらしいが、時と場

じた氷河期と磁場異常がもたらす地

りで、いったん道ができるとマグマ

が 2 倍となり、温度上昇分が発電に利

なるであろう。

所によって荒れた天候の原因となっ

球環境とを定量的に比較研究するよ

はそれを利用してさらに噴出し火山

用できるとすると、小面積の太陽熱

こうした地球自転の回転角運動量

ているようである。太陽一般磁場の

うな科学研究が稔り多いものとなる

島が形成される。日本列島は何千万

発電パネルで（太陽光発電パネルと

輸送の問題は台風に限らず、
おそらく

異常は10年続くか100年続くかどう変

ことも期待される。

話を地球温暖化問題にもどすとし

年前に形成されたのか知らないが、

比べて）10倍以上の発電が可能となる

マグマの対流の竜巻運動についても

動するかよく知らないが、それに対

おそらく、水の物性的変化が大き

て、いったい何度くらいの温暖化が

そうした火山島が列をなして形成さ

であろう。

あり、それが火山の噴火や東日本大

応してよい地球環境を守ることがで

な役割をするものと思うが、そのあた

地球環境に大きな影響を与えるので

れたものとすると、マグマ噴出のメ

震災の大地震や小笠原西島火山新島

きるのは人間しかない。近い将来の

りの定量的研究が必要である。なぜ

あろうか。緯度にもより、季節にも

カニズムと地震多発のメカニズムが

関連した工学技術をお持ちの方は、

形成につながる機構ではないだろう

科学教育の重要テーマの 1 つであろ

北極の位置が高地になっただけで、

よるであろうが、1000メートル登る

見えるような気がする。

NPO 法人東京自由大学へ来て仲間

か。また、竜巻運動の地表境界条件

う。

地球温暖化問題とエネルギー
問題

地球が氷河に包まれることになるの

ごとに気温が10℃程度下がるとすれ

おそらく、マグマの竜巻運動によ

として、気象を通じて地球温暖化の

地球環境変動の天文学的要因とし

か、なぜ太陽磁場異常が飢饉の原因

ば、高山の動植物が数百メートル下

る火山の集積の結果が日本列島形成

影響も無視できないであろうから、

ては、地球が球対称ではなく回転楕

になるのか知りたいものである。科

山した環境に棲むことになる。大し

となり、持ち込んだ角運動量が日本

こうした問題に関心をお持ちの方、

になってくださることを希望するし
だいである。
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心動で結ぶ「音の教育」と「音の研究」― サウンドスケープ概念の科学的活用

論 考 ◉ 特集・科学教育と科学研究の未来

からずも心を惹かれたとき……。

心動で結ぶ「音の教育」と
「音の研究」

反響し、思わず驚いたとき……。

何気なく出した音が周囲の空間に
みんなで、ひとつの音をきいたと

―サウンドスケープ概念の科学的活用

き……。
風景と音とが、うまく融合したと

小松正史（京都精華大学人文学部教授）

き……。

Masafumi KOMATSU

代に考え出した造語

そんなときには必ず、何気ない音が

【サウンドスケーピング（soundscaping）】
音風景という知覚を元にした「行為」

で、日本語では「音
風景」と訳されてい

②音学
（acoustic ecology）

る。その解釈は多岐
に わ た る が、 筆 者
は「音と風景をセッ
トで捉える感覚（知
覚現象）」と理解し

①音育
（sound education）

【行為】

③音創
（soundscape design）

【行為】

学院工学研究科博士後期課程（環境工学

専攻）修了。京都精華大学人文学部教授、

覚 や身 体 感 覚 を研 ぎ澄 ませる音 育（ おと

いく）ワークショップを実践。これまでに

リリースした CD 音楽作品や著書は多数。

ウェブサイト：http://www.nekomatsu.net

道具）
」を用意し、

引き金となって、心動が思いがけず

「音が消える」瞬間

生まれている。筆者は幼少のころ、

を感じてみよう。

故郷の環境音（丹後地方の機織り）

複数の人がいる場

に心を奪われた。そんな強烈な原体

合はお互いの手を

験が布石となって、音活動をライフ

挙げて、タイミングを確かめ合う

ワークに選んだ。

図 3 音が消える瞬間の場面

（図 ３ ）
。

行残響）を探し当てる音遊びであ
る。大切なことは、参加者が同じ空
間に集まり、共時的にきこえてくる

日常生活にある環境音は音楽のよ

がら、１ つの音に対して同じ感覚を

く音や、何か引っかかりのある音が

ことは難しかったはずである。音具

持つ者はいない。各自で感じる音の

耳に入ると、無意識のうちに耳のチ

の「音」が小さくなるあたりから、

印象にはすべて差がある。その違い

ャンネルが切り替わる。背景に過ぎ

周囲の環境音がしだいに気になり始

を交換（交感）し合う場面こそ、他

なかった音の存在が注意を惹く対象

める。まさに音が消えてなくなる瞬

者の感性に触れることができる貴重

として意識され、鮮烈な前景となっ

間、音具が他の音に混ざり合う。最

な体験になる。音の感じ方は一回性

に気づいたあと、具

て立ち現れる。そんな音の吸引力に

後には、音具の響きをきき失ってし

である。それによって生まれる心動

体的な行為をするこ

影響を受けた筆者の事例を、「音育」

まうことが多いだろう。

も一期一会で、
大きな吸引力を持つ。

プと対比させて「サ

(soundscaping)」とい
る。この意味は、
「音

【知覚】
耳を磨く

【知覚】
【サウンドスケープ（soundscape）】
音と風景を「知覚」する現象

図 １ サウンドスケープとサウンドスケーピング

「音学」「音創」の順に紹介していこ

と」と定義し、前者

う。

と切り分けている。
先ほど紹介した「音

おといく

「音育」の現場から

育」
「音学」
「音創」

̶̶音のワークショップがもたらすもの

は、サウンドスケー

実のところ、
「音の消える瞬間」を

音に引き寄せられたさまざまな体

正確に示すことはできない。周囲の

験は、音学や音創に脈々と受け継が

音の状態や音をきく位置によって、

れていく。

音のきこえが浮動するからである。
この体験で分かるのは、①無意識の

「音学」の現場から

̶苔庭が織り成す音の静寂感

プを元にした具体的

筆者は、大学教育の現場はもとよ

うちに周囲の音にも「自然に注意が

な活動行為（サウン

り、要請があればさまざまな年齢層

促される」効果が生まれること、②

「音学」とは筆者の造語で、人間が

に向けた音のワークショップを行っ

音の個人差が明確に現れること、だ

知覚する音環境を調査・分析・解釈

ている。あたりまえのように漂う音

ろう。参加者が「心動」の状態にな

する研究活動を意味する。発生した

ールドワーク調査をしている。それ

環境に意識を向けてもらうのは、簡

りやすいのは、①の体験である。ふ

音を人間が知覚する現象は、視覚で

サウンドスケープにまつわる活動

と並行して、コンサートホールに限

単なようで難しい。なぜなら、日常

だんきき逃しがちな周囲の音の存在

捉えることはできない。音学の核心

私は（音楽にとどまらない）環境音

は、教育と研究が分かちがたく連鎖す

らない現場空間で音楽演奏を行い、

生活で人が注意を向ける音は、前景

が、空間に大きく影響を与えている

は、見えない音を可視（見える）化

を対象に、 3 領域の活動を横断的に

る。活動の原点となる「音の教育」

公共空間で音のデザインのコーディ

として知覚されやすい人の声や音楽

のである。ふつうは「図（前景）の

するための「記録の営み」と言って

実践している（図 １ ）
。
「音育＝音の

は「音響生態学」に結びつく。その

ネートもしている。それらを通じて

などが多くを占めるからだ。背景に

音」ばかりに意識が向けられている。

よいだろう。シェーファーは「聴覚

教育 (sound education)」
、
「音学＝音響

先には現実の空間に直接働きかける

感じるのは、各活動に共通した「動

潜む音環境は、きこえているようで

ところが、意識には上りづらい「地

的環境がその中で生きている生物の

生態学 (acoustic ecology)」
、
「音 創 ＝音

「音のデザイン」が展開する。本稿で

機」が強く存在することだ。具体的

きこえていない領域（＝前意識や無

（背景）の音」こそが、空間の雰囲気

身体的反応や行動の特徴に与える影

のデザイン (soundscape design)」であ

は、
「科学教育と科学研究の未来」に

に言えば、
「心動」という心理状態で

意識）で知覚されている。時々刻々

をつくる上で大きな役割を担ってい

響」について研究する領域を、
「音響

る。それらは分離しておらず、らせ

ついて、筆者の音活動を軸にした考

ある（図 ２ ）
。心動という言葉は筆

変貌し続ける音環境。それは「見え

る。

生態学 (acoustic ecology)」と定義づけ

ん階段のように連鎖してつながるイ

察を行う。

者が考案した熟語で、
「思いがけず

る形」としてすぐには現せない。ゆ

音のワークショップには、他にも

何かに心が惹かれ、動いてしまう様

えに、それらを意識の対象として浮

「音の地図（サウンドマップ）づく

音響生態学者のバーニー・クラウス

子」と捉えていただきたい。これに

かび上がらせるには、特殊な手法を

り」や「鳴き龍あそび」が知られて

は、人がきくことのできるすべての

よって、音の活動に推進力が生まれ

用いなければならない。ワークショ

いる。前者は、きこえた音環境を紙

音を、音源の種類を基準にして 3 つに

るのである。

ップの導入部では、音の「捉えづら

面上に図化する記録方法である。後

分類している。①風や雨など非生物

さ」を体感してもらうために、次の

者は、空間のフラッターエコー（並

の地形や気象条件による音を「ジオ

ドスケーピング）と

はじめに

メージとして捉えていただきたい。
これらの活動を発想した原点は、
「サウンドスケープ (soundscape)」と
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る音具（音が出る

そうではない。過去の記憶と結びつ

う造語も提唱してい

した公共空間の音環境デザインも行う。聴

「音が持続して鳴

音を分かち合うことである。当然な

れを教育・学問・デザインに活かす。環境音

曲提供や音楽監督、京都タワーをはじめと

仏具の鏻のような

音が消える瞬間を捉えられただろ

ウンドスケーピング

楽を作曲し、ピアノ演奏、映像作品への楽

ピアノや風鈴、

うか。おそらく、正確に探し当てる

は、サウンドスケー

博士（工学）。専門は音響生態学と音響心

理学。音楽だけではない「音」に注目し、そ

いる。

うな吸引力はないと考えがちだが、

ている。同時に筆者
1971 年京都府宮津市生まれ。大阪大学大

ようなメニューを用

図 2 寝転がって音をきく（音からの心動）

理解すれば分かりや
すい。

「心動」という現象

いう概念である。カナダの作曲家

筆者は大学で音の教育を実践する

R・マリー・シェーファーが1960年

かたわら、京都を中心に音環境のフィ

まちの中で面白い音に遭遇し、は

ている。
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フォニー (geophony)」
、②人間以外の

よく使われる新建材は、表面が塗料

する部分が多い。近年幸いにして、

プレッション（第一印象）がすべて

生物の発する音を「バイオフォニー

でコーティングされている。だから

測定機器やコンピュータのスペック

である。この心動がなければ、京都

(biophony）」、③人間が出している音
を「アントロフォニー (anthrophony)」

空間に音が充満し、疲弊感の原因に

が大幅に向上し、より高度な調査が

もなる。

可能となった。この追い風を利用し

と定義している。近代から現代にか
けて人間の営みによって増加しつつ

音効果があるのだろうか？

勝林院

プラスの音デザイン
（音をふやす）

た音学の進化が今後期待されるとこ
ろである。

おわりに

優先順位
2

お と つくり

ろう。

ある人工ノイズは③に含まれる。こ

庭園の現場で簡易な音響測定を行っ

れら 3 種の環境音が地球上でいかに

てみた。
「杉苔のある地面」と「杉苔

バランスよく関われるかを探るのが

のない地面（石畳）」の ２ カ所で、

音響生態学の使命だろう。

吸音の特徴を比較した。まず、82デ

凡そ音の起るは、人心に由りて

最近、筆者が研究に着手した事例

シベル（交通量の多い道路くらいの

生ずるなり。人心の動くは、物之

を紹介しよう。京都大原三千院の北

音量）のノイズをスピーカで発生さ

をして然 らしむるなり。
（凡音之

にある勝林院だ（図 ４ ）。境内に入

せてみる。苔を挟んだ17メートル離

起、由人心生也。人心之動、物使

ると、あたり一面が濃密な静寂に包

れた場所で音の減り具合を計測する

之然也）

まれる。きこえてくるのはじぶんの

と、
「苔なし」では67デシベル（掃除

足音だけ……。周囲の山々からの葉
擦れや鳥の鋭利な音色が、時折静寂
を引き裂く。それぞれの音はくぐも

いの音量）
。計測地点どうしは50セン

らずに明瞭なので、音が手に取れそ

チしか離れていないのに、12デシベ

この文章は、今から2000年近く前

に気づき、音のきき方をほんの少し

うな感覚になる。その瞬間、筆者の

ルもの差が確認できた。苔が周囲の

に記されたものである。その意味は、

変えるだけで、
「教育̶研究̶デザイ

中に音からの心動がわき起こり、庭

環境音を吸収する効果が十分に分か

「およそ音が起こるのは、人の心に

ン」の活動はなめらかに連鎖する。自

で感じる音の神秘を研究対象にした

る結果だ。同時に周波数（ 1 秒間に

よって生ずるものである。人の心が

分自身の心動体験を認識した上で、

いと感じ始めた。それが引き金とな

くり返される音波の数）の違いを分

活動するのは、外物が心に作用して

って、2013年秋に本堂前の庭全体を

析すると、苔が中〜高音域の成分を

動かすからである」と通釈されてい

覆っている杉苔の音響特性の調査に

吸収することも分かった。

る。周囲にあるすべての事物が起源

た。建物内のインテリアを過剰に加

「音創」の現場から

ハコの音デザイン
（響きの調節）

̶̶京都タワー展望室の音
デザインを事例に

筆者が音にまつわる活動（教育・
調査・デザイン・音楽演奏）を続け

優先順位
1

てきて、20年以上が経過した。背景

マイナスの音デザイン
（音をへらす）

図 5 音のデザインの優先順位

の音には計り知れない力がある。人
の感覚を強く引き込んで意識を集中
させる作用̶̶気持ちを安らげ、鼓
舞する吸引力̶̶が、背景の音には

市原享吉、今井清、鈴木隆一『礼

ある。そんな心理現象に取り込まれ

機くらいの音量）
。一方の「苔あり」

記（中）
』楽記篇、集英社、1977

るように筆者は活動を続けている、

では55デシベル（ふつうの会話くら

年、405-406頁。

といっても過言ではない。
自分の中に潜んでいる「聴く力」

教育活動と研究活動をほどよく循環

図 6 新装された京都タワー展望室内

させることが、音に限らず他の科学
を計画した（筆者が音源を制作）。

領域でも望まれる姿勢ではないだろ
うか。

着手した。京都の数ある庭園の中で

植物は目で楽しめる。と同時に、耳

となって、空間全体にある音の成り

工せず、人の聴覚に訴えかける「音

来塔者への意識調査については、

も、勝林院は杉苔の面積が格段に広

で感じる環境にも貢献しているので

立ちを決定づける重要性を示してい

によるリノベーション（既存の建物

改装後に快適性が増している。特に

い。これが周囲の音を吸いこんで、

ある。苔の吸音はもちろん、植物の

る。

に改修工事をする手法）
」を行った。

音の印象の変化が大きく、昼の時間

独特の静寂感を醸し出すのではない

枝葉が風に揺られる音や、落ち葉を

「音創」は筆者の造語であるが、音

工事前後での効果測定も実施した。

帯が顕著であった。元々評価の高か

かとの仮説を立ててみた。

踏みしめる音も、人の心理に深い安

を切り口にした現場空間のデザイン

風景は目で見るだけでなく、五感全

った展望風景の印象は好転し、喧噪

ラ ̶ 音育・音学・音創のすすめ』

杉苔は、他の自然材料（たとえば

らぎをもたらしてくれる。今回紹介

や、周囲の音環境に配慮した音楽表

体で味わうものである。視覚で風景

感の強かった室内環境音のマイナス

昭和堂、2013年。

芝生など）に比べて表面積が格段に

した勝林院の研究は、さしずめ「ジ

現を意味する。ここでは、筆者の手

を眺める印象は、耳から入る音にも

印象は、ゼロもしくはプラスの状態

広い。さらに表面に形成される空気

オフォニー」と「バイオフォニー」

がけた京都タワー展望室の実践を元

影響を受ける（視聴覚の相互作用）
。

に変化した。改装以降、京都タワー

層が音の波を緩衝し、吸音効果が生

に焦点を当てた事例と言えよう。

に、音による空間デザインの考え方

この点を考慮し、展望室から見える

の来塔者数は2008年 2 月で前年比65

を示してみたい（図 ５ ・ ６ ）。

風景を最大限に引き出す音のポイン

％増とハイペースで復調した。2001

まれやすくなる。杉苔はまさに「自

音学は心理学や生態学に近接する

然の吸音材」といえる。現代建築で

のはもちろん、動物行動学・気象

図 4 勝林院境内の苔庭

28

では実際に、苔にはどれだけの吸

タワーの事例は実現できなかっただ

優先順位
3

筆者は音のデザインの優先順位を、

トを ３ つ設けた。

年度には年間34万人まで落ち込んだ

学・地形学・人

「①マイナス（音をへらす）
」
「②ハコ

①「音をへらす」
（マイナスの音デ

類学・情報処理

（響きの調節）
」
「③プラス（音をふや

ザイン）
：不必要な音を削減した。具

学など、広範囲

す）
」の 3 つに分けている。①は不快

体的には、展望室の騒音源となって

筆者が京都タワーの音のデザイン

を横断する萌芽

と認識される音を削減する方向、②

いたアーケードゲーム機などの遊具

を行った経緯は、リニューアル前に

期の学問領域で

はハコ（器）の響き方を調節する方

器機や簡易小型スピーカを取り外し

展望室内の音環境が劣悪であること

ある。音の研究

向、③は必要な音を付加する方向で

た。②「響きの調節」
（ハコの音デザ

を、自著『京の音』で紹介したのが

は、時間経過に

ある。

イン）
：来塔者の足音や声を抑えるた

きっかけだった。古都の展望を楽し

来塔者数が、2007年度には55万人と
なった。

参考文献

小松正史『サウンドスケープのトビ

R・マリー・シェーファー『世界の調
律̶̶サウンドスケープとはなにか』
平凡社、2005年。
下條信輔『
〈意識〉とは何だろうか ̶
脳の来歴、知覚の錯誤』講談社現代
新書、1999年。
小松正史『みんなでできる音のデザ
イン ̶ 身近な空間からはじめる12
ステップのワークブック』ナカニシ
ヤ出版、2010年。
バーニー・クラウス『野生のオーケ
ストラが聴こえる ̶ サウンドスケ
ープ生態学と音楽の起源』みすず書
房、2013年。

伴う音の変化を

京都タワーは1964年に開業し、2007

め、ビニール製の床材を吸音性の高

むには目と耳の双方がマッチングし

質的に分析する

年 3 月に43年ぶりにリニューアルされ

いカーペットに変更した。③「音を

なければならない。その心動を具現

ことが求められ

た。その際、地上100メートルに位置

ふやす」（プラスの音デザイン）：展

化させたくて、筆者はこのプロジェ

るため、測定機

する展望室内の音のデザインを、筆

望風景を最大限に引き立たせる「隠

クトを始めた。音をデザインするア

部大会、研究・事例報告発表要旨集、

器の能力に依拠

者と京都タワー事業部が共同施工し

し味としての環境音楽」による演出

イデアの産出には、ファーストイン

2013年。

小松正史『庭の静けさを形成する要
因 ̶ 京都大原・勝林院の杉苔を例
に』平成25年度日本造園学会関西支
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生き方としての科学研究

論 考 ◉ 特集・科学教育と科学研究の未来

いでこなければならない。研究費を

生き方としての科学研究

らない。結果を出すためには目の前

稼ぐためには結果を出さなければな
の仕事をとにかく完遂しなければな

古谷寛治（京都大学放射線生物研究センター講師）

らない。ただ、それだけでは何か足

Kanji FURUYA

りない、と感じるようになった。研
究室を打ち立てたからには何かしら
も、増えた。学部学

研究室の存在意義を見せねば、とい

生あるいは高校生相

う思いと、今度は私自身が学生たち

手の実習経験を積む

に憧れられる存在にならなければ、

につれて教育手法に

という思いが出てきた。そういうわ

関しても深く考える

けで目前の安易なテーマよりもっと

ようになった。そう

大きなゴールを見据えなければと切

するうちに少しずつ

実に思うようになったのだ。

冒頭の言葉の意味を

科学研究の今

理解してきたように
1972 年石川県生まれ。京都大学放射線生物
研究センター突然変異機構研究部門細胞

周期応答研究分野講師。京都大学理学部卒

私の所属する放射

図１

線生物研究センター

の研究員を経て、国立遺伝学研究所系統

応答の機構に関する研究にさまざま

生物研究センター助教。2011 年より現職。

DNA 損傷を受けた細胞がいったん細胞分

ここで現在の分子生物学の分野に

放射線生物研究センターの外観。京都大学医学部構内

業、同大学大学院理学研究科学位取得。英

国サセックス大学ゲノム不安定性研究所で

ついて少し言及してみようと思う。わ

の一角にある。

では DNA 損傷修復
な角度から取り組んでいる（図 １）
。

れわれの研究であるが、成果が上が
図２

研究者という人生

上段は当センターに設置されている DNA 損傷モニタリングシステム。DNA 損傷を任意

の生きた細胞に引き起こし、DNA 損傷の起こった場所に集積するタンパク質をライブでモニタ
可能だ。下段左は模式図。細胞核が緑で浮き上がっているが、白線四角部分に強力なレーザー

れば論文として公表する。公表され
た論文実績が研究者の価値の指標と
される傾向にあり、研究者の仕事の

裂を停止するメカニズム、チェックポイント

私たちの細胞におさめられている

目標はチェックポイント機構の自在制御。

DNA、すなわち遺伝子は放射線等に
よって傷つけられる。これを DNA 損

のか ” と聞かれたら “ 生きていくため

傷と呼ぶが、細胞はさまざまな方策

だ ” と答えるだろう。生きていく、

をもって傷ついた DNA をほぼ完璧

といっても生活費を稼ぐためではな

このような先見の明が私にあるかど

導教官からのアドバイスもあったか

で判断されることもある。このよう

に直すことができる。それがどうい

い。生き抜いてみせたい、というも

うかは定かではないが、自分もなに

らだが、先方の研究室は DNA 損傷

な 1 次元的な物差しで業績の判断が

う仕組みで起こっているのかを解明

っと原始的なものである。生き抜い

か、自分にしかできないものを築き

応答における制御機構の研究を初期

されることもあるのは、仕事内容の

し、がんや遺伝病の治療、診断へと

て自分の設定した目標に到達したい

上げてかっこ良く生き抜いていきた

のころから解析していた所であり、

価値判断が同じ分野の研究者にしか

応用することを目標としている（図

という欲求だ。また、目標として

い、と思うのだ。

少なからず私の興味とマッチしたと

分からない、ということからであろ

２）
。なかでも私の研究室では最終

いる研究者のようになりたい、とい

そもそも私が研究者を目指すこと

いうのも理由であった。

うか。分野が細分化されてより専門

目標として細胞が持つ DNA の修復

うあこがれに近い部分もある。私が

になったのは学部時代だ。学部時代

留学中に１つ仕事をまとめ、縁あ

応答を自在に制御できるようにする

憧れている先生方は何人もいる。学

に大学院の卒業生が留学し、海外で

って静岡県の国立遺伝学研究所の職

ことを目指している。自在制御が可

生時代から学会等に出席した際にそ

研究室を主宰しているのをみて、か

についた。そのころから独立したい、

能になればがんの放射線治療の際の

の方たちの発表を聞いてきた。当時

っこいい、こんなふうに生きてみた

と思うようになり、まずは自分の力で

誌では、とくに生命科学系では、試

増感剤などさまざまな局面で応用が

は先生方の発表を聞き、理解するの

い、と思い研究者を目指すと同時に、

仕事をまとめる決意をした。留学中

験の穴埋め問題を解いたような仕事

“ サイエンスは生き方だ ” とは尊敬

可能になる。最終目標に至るまでは

に必死であり、なぜその実験に取り

そうなれるべく鍛えてほしい、と思

の発見であったが、帰国後も仕事を

が公表されることが多い。いわゆる

する先輩研究者から拝聴した言葉で

いまだ遠い道のりであるが、１ つ １

組んでいるのかまで考えている余裕

って大学院に進学した。そんな大学

続け、論文を書き上げ、完全に仕上げ

目の前の課題を精いっぱい解いた、

ある。３ 、４ 年前に皆で食事をして

つ課題を設定しながら目標に近づこ

がなかったのを覚えている。その先

院進学は、在学中は “ 俺も学位をとっ

てから、共著者となっている前のボ

という仕事だ。分子生物学の技術の

いるときのことであったが、その当

うと試みている。

生方が、そこから派生したテーマに

て留学したい ” というストレートな

スに送って読んでもらった。彼もう

発展は膨大な量の実験を可能とし、

機構の分子詳細を研究テーマとする。最終

はじめに
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感じる。

まず、私が “ なぜ研究をしている

光を照射し、局所的に損傷を与える。右はレーザーで帯状に核に照射することで DNA に傷を
与えた細胞。濃く光る緑の帯は緑色蛍光タンパク質で標識したチェックポイント・タンパク質。

価値の判断が論文の掲載された雑誌

核内に分散していたタンパク質が時間とともに DNA 損傷の上に集まってくるのが観察できる。

のランク、すなわちインパクト・フ
ァクター（論文の引用件数の係数）

性が高くなったせいもあるのかもし
れない。
さて、昨今の準上位に位置する雑

時は意味が分からなかった。現在の

さて、本論考では私自身がなぜ、

十年以上たったいまも、継続して取

動機で過ごしていた。留学すること

れしかったのだろうか、非常に喜ん

これまで見出されなかった因子の同

所属に移り、私は小規模であるが研

この道を進むことになったか、さら

り組んでいる。それだけではなく、

になったが、場所は英国のサセック

でくれ、雑誌に投稿後、論文として

定がより細かいレベルでなされるよ

究室を主宰することとなった。責任

に冒頭の言葉をふまえて私が現在の

あの話が、こんなふうに発展したの

ス大学のゲノム不安定性研究所とい

掲載された。ほどなくして現在の所

うになった。確かに同分野にいる研

ある立場に身を置くことで今まで以

学生教育、科学教育全体に対して感

か、ここまで掘り下げることができ

うところであり、この留学から DNA

属である放射線生物研究センターに

究者にとっては興味深い研究である

上に長期的な視点で科学研究と向き

じていることを、これまでの経験を

るのか、という発展を目の当たりに

損傷応答という研究分野に足を踏み

着任することになり、小さいながら

ことが多く、おもしろいと感じるこ

合うようになった。教育業務も、学

ふまえて書き記させていただこうと

した。まさに研究者としての歴史を

入れた（図 ３ ）
。留学先を決めたき

も研究室を構える次第となった。研

ともある。ただ、私たちは自分自身

部所属の先生方ほどではないにして

思う。

築いているのだ、と感銘をうけた。

っかけは、もちろん大学院時代の指

究室を主宰するからには研究費を稼

の研究にとって役に立つ情報をおも
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生き方としての科学研究

射線生物研究センターでは講義のよ

ると信じ、生き方を見せるこ

うな教育業務は少ないが、大学の学

とも社会とつながるというこ

部学生や高校生相手の実習を年に数

とではないか、と最近は思う

回程度行っている。この高校生と大

こともある。どういうふうに

学生相手の実習で、その反応を観察

取り組むかはまだ模索中であ

して思うことがあった。

るが、私も自分の科学研究を
通じて生き方を見せていけれ

放射線生物研究センターが主催す

ばと思うのだ。

る実習は当センターに所属する教官
が主に行うため、必然的におのおの

おわりに

の教官の学術背景を反映したものと
なる。私の受け持つ実習課題も私の
図３

留学先の研究室メンバー。オランダ、ドイツ、フランス、ルーマニア、ナイジェリア、中国、

イギリスと多彩な国籍のメンバーが集まった。

振り返れば1953年に遺伝情

傷を受けた細胞を観察してもらい、

報をになう DNA が二重らせ

その細胞応答の違いについて理解し

んを作ることが示され、70年

てもらう（図 4 ）
。顕微鏡下で細胞の

代の遺伝子組み換え技術の発

しろい研究、と勘違いしていないだ

さな仕事になるかもしれないが、最

長さを測るだけの実験であるが、私

ろうか？ DNA 損傷応答の分野の小

終目標へと近づくための一歩である

自身も留学時代によく行った実験で

さな発見に神経生理学の研究者の誰

と信じている。

あり、結果を考えれば考えるほどい

図４

展にはじまり、80年代にかけ

左上：大学生の実習風景。中央は筆者。下：分裂酵母 japonicus の分裂するようす（bar は

てそれぞれの生命現象に関わ

10µm）
。緑で光っているのが細胞核（緑色蛍光タンパク質にて染色）
。右上：DNA 損傷を受けると細胞

る遺伝子が次々と同定されて

分裂が停止する。その際に細胞の成長は止まらないため長い細胞が観察される。実験は別種の分裂酵

が興味を持つのであろうか？ 短期

昨今、まわりの話を聞いていると

ろいろな結論が導きだせる実験だ。

的な成果を重視するあまり小さな Yes/

修士課程までは進学しても博士後期

それはさておき、実習が終わった後

No の疑問に答える課題を設定し過ぎ

へと進学せず就職する、というケー

に高校生や大学生から質問を受け

識をどのように活用し、それにより

が多かった。大学院時代の先生や先

明かされていった。私自身は、90年半

るきらいがあるのではないか？ これ

スが多いらしい。文科省の発表デー

る。とくに高校生から受ける質問は

どうすれば未知の課題を乗り越える

輩、そして留学したときの異なる文化

ばから大学院に籍を置いてここまで

は自分自身も反省しなければならな

タを見ても修士課程から博士課程へ

進路相談に近い。研究がしたい、研

ことができるかを提示することなの

圏から来た研究者が仕事や生活に取

来た。すなわち、先人が分子生物学

いことではあるが、眼前の課題の達

と進学する学生の数は平成23年度に

究者になるには何を勉強したらいい

ではないかと思う。おそらく、高校

り組む姿から私は影響を受け、身も

を確立した土台の上に四半世紀も身

成に終始していてよいのだろうか。

おいては20％を切っており、平成初

のか、大学に入って 1 回生のときから

生にとっては、生物実験は未知のも

心も変容し、発展し、新しい考え方

を置いてきたのである。この分子生

もちろん研究分野の発展には地道な

頭の30% 前後に比べるとかなり減少

研究を行うことができるのか。即座

のであり、非常に魅力的に映ったの

にたどり着くことができたと信じて

物学は演繹を可能とする学問だった

仕事、目の前の課題を乗り越えてい

しているようだ。もちろん就職する

に目標として研究という職業を設定

であろう。一方、大学生にとっては

いる。生き方から自然に学ばせる、

はずだ。 １ つの生命現象の分子詳細

くことは大事だ。ただ、その場合は

学生の中には長期的な目標のもとに

し、それに到達するための術を問い

教科書で聞きかじったことだったの

というのは、短絡的にすべての知識

を完全理解することで普遍的原理に

その １つ １つの仕事が大きな目標を

進路を選ぶ者もいると思う。ただ、

ただしてくる。研究者になりたい、

かもしれない。いずれにせよ大学生

を与えようとする今日の教育とは相

たどり着く。その普遍的原理を見出

目指す論理の上に成り立っている必

少なからず、短絡的な成果を求め

という思いが前面に出た質問でこち

のようにすでに知識を持ったものを

容れない。ただ、これだけ知識が氾

し、応用することで他のあらゆる生

要があると思う。とくに私たちの年

る、という形で就職、そして収入を

らもうれしくはなる。ちなみに大学

教育することこそ、私たち研究者の

濫した情報社会だ。さらに知識を与

命現象の理解につとめる役割を少し

代に顕著だと思うのだが、“╳╳╳の

得る、という選択をしている学生も

生はあまり進路的な質問はしない。

本領発揮ではないかと思う。

えたところでそれを消化する能力を

でも担えるようになりたいものだ。

雑誌に通ったのね、すごいね”という

多いのではないか。そして、これは

質問も少なく、どちらかといえば細

コメントを聞くと、これでいいのだ

現在の科学研究で問題とされている

かい、知識の確認のような質問をし

ろうか、と思うのだ。仕事の評価は

部分を反映しているのではないか。

てくることが多く、おもしろみ、と

単一の論文の出た雑誌で決まるので
あってはならない、一連の仕事がど
う築き上げられたかで評価されるべ
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研究テーマに関連しており、DNA 損

科学教育における研究者の役割

いう点では高校生の場合に比べて劣

きた。その同定とともに、生

母 pombe で通常行う。

命現象の秘密が １つ １つ解き

生き方から学ばせる
知識の伝達や、教えることが科学

与えなければ混乱を招くだけだ。そ

偉そうに書いてきたが、私自身は

して氾濫する情報だけを吸収し、専

普遍的原理なんかにはまったく到達

門性、プロフェッショナリティが失

できていない。ただ、研究室の運営

われていくのである。

という責任ある立場になったいま、

教育ではないと思う。また、科学教育

そういう意味ではいちばんの科学

できるだけ長期に、そして革新的な

この違いはどこからくるのであろ

の目的は後進を育てることといって

教育は私たちが研究の最終目標に向

目標を設定しようと、自分なりに考

る。

きではないか。たとえその論文がい

どういう科学教育をすればいいの

うか。その違いが私たち研究者の教

も過言ではない。そうはいっても、

かってまっすぐに向かって行く姿を

えるようになった。考え、実現に近

わゆる二流とされる雑誌にしか掲載

かという点についても、現在の所属

育に携わる際の役割を提示している

実際に科学研究を生業にしようと考

見せることではないかと思う。教育

づけることで科学研究、科学教育に

されていなくてもだ。このことは私

に赴任してからより深く考えさせら

気がしてならない。高校生の教育は

えている学生には人生を科学研究に

目的だけではない。学術研究、とり

微力ながら貢献できればと思う。

自身、自分なりに実践しているつも

れることになった。学生に媚を売る

知識の伝達、技術としての学問の発

捧げるくらいの気概でもって来てほ

わけ基礎研究は研究の応用的側面か

りである。いま取り組んでいる仕事

つもりはない。それでも、彼らが研

達を重視しており、それを経て大学

しいと思う。それは本からではなく、

ら遠く、社会から隔絶した世界にあ

は、これまでの酵母という微生物を

究を志したい、と思うためにはどう

で通用する人材となる。一方、私た

人から学び取るものではないか。

る、とよく言われる。社会とつなが

用いた系での自分の発見を、より医

したらいいかと考えるときがある。

ち大学教員は研究者であり、研究者

私自身、確かに本から新しい知識

る、というのはもちろん研究成果を

学研究へと近づけるべくヒトの細胞

こんなところで論考を書かせていた

の得意とするのは研究、すなわち未

を得たが、それ以上に人の姿から学

応用し、役に立てることもそうだ。

を用いた実験へと展開している。私

だいているものの、私の中でも結論

知の分野の開拓である。したがって

ぶことが多く、自分自身のモチベー

それだけではなく、己の研究が普遍

にとって新しい系であり、最初は小

は出ていない。ちなみに、私ども放

私たちの役割はこれまで得てきた知

ションそのものに影響を与えること

原理へと近づく意義のある研究であ

謝辞
執筆の機会をくださった鎌田東二先
生に感謝いたします。鎌田先生との
出会いも私に科学研究の意義に向き
合う手助けとなりました。この場を
借りてお礼を申し上げます。
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文系？ 理系？

科学的思考を養う

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）

上田祥行（こころの未来研究センター特定助教）

Nobuhito ABE

最近、メディアなどで「文系脳」

もって分類すれば、それぞれの分野

文系・理系の区分を取り払い、単に

学校を出るまでに身につけておか

はなく、提供される形によって簡単に

す。この手法の長所は、行動を変え

「理系脳」という言葉を見かける。

での専門性を明確にできる。専門性

どの科目を選択するか、くらいのゆ

なければならないものは何だろう

惑わされてしまう。情報が正しいか

た要因を特定できることである。短

諸説あるようだが、どうやら文系脳

を追究することは、学問の発展につ

るい基準で十分ではないかと思う。

か。さまざまなものが考えられるが、

どうかを判断するためには、批判的

所は、たまたま 5 % の確率が 1 回の実

というのは「右脳」なるものがより

ながる。個人のレベルでも、文系・

文系で数学をとったり、理系で歴史

私は最も重要なものの中に「批判的

思考を持ってその情報を精査する必

験で起こっただけかもしれないとい

発達しており、理系脳というのは「左

理系の分類の存在価値は大きい。た

をとっても、そんなに不思議ではな

思考」と「科学的手法」を挙げたい

要がある。どういう証拠があって、

うことであり、この誤りを防ぐため

脳」なるものがより発達しているら

とえば文系科目、あるいは文系的な

い、という雰囲気を作っておくこと

と思う。

どういう論理展開で結論が得られた

に私たちは形や手段を変えて、何度

しい。文系脳＝右脳ではイメージや

発想がどうしても苦手なら、理系に

は大事なように思うが、どうだろうか。

批判的思考とは、どんな情報でも

のか。それを考えるためには、情報

も同じ実験を繰り返して正確さを確

直感での情報処理が優先され、理系

活路を見出すこともできるし、逆も

私自身は高校は理数科、学部は文

証拠や正確さ、公平性に基づいて分

がどういった手段で得られたものか

かめている。

脳＝左脳では言語による論理的な情

またしかりである。

学部、大学院は医学系研究科、留学

析し、論理的・客観的にその情報が

を知らなければならない。非常に専

情報がどういう手段で得られて、

「罪」の部分についてはどうだろ

先は心理学部で過ごしており、慌た

正しいかどうかを判断することであ

門に特化した知識は困難であるが、

その本質は何なのか、どういった間

うか。いまの教育現場で文系・理系

だしく両方の分野を行ったり来たり

る。もっと簡単に述べるならば、情

広い分野にわたって使われている基

違いが起こりうるのかを見抜くこと

の分類がはっきりしてくるのは高校

してきた。いま振り返ってみると、

報を鵜呑みにせずに一度立ち止まっ

礎的な手法や考え方、そしてその長

は、科学的な思考を養うための第一

は正式な専門用語ではない。
「右半

からである。その後の進路に応じて、

少なくとも自分にとっては理系・文

てよく考えることと言ってもいいだ

所と短所を知ることは比較的容易で

歩である。新しく発見された知見や

球」「左半球」である。そして文系

文系科目に力を入れるのか、それと

系の区分はうまくフィットしなかっ

ろう。日常生活の中で情報は、たく

あり、重要なことである。

これまで通説とされてきた現象が精

では右半球が、理系では左半球がよ

も理系科目に力を入れるのか、ある

たようである。

さんの媒体から形を変えて押し寄せ

私の専門とする実験心理学につい

査されることで、それらの正しさや

り発達している、という根拠も曖昧

程度ターゲットを絞る必要がある以

こころの未来研究センターのミッ

てくる。たとえば、テレビ、新聞、

て、「どうやってこころを実験して

誤りに気が付き、科学研究・科学理

だ。もちろん、右半球と左半球の機

上、分けること自体は合理的だと思

ションの 1 つは「こころ」の学際的

ラジオ、電車の中吊り広告、インタ

いるのか？」と聞かれたときには、

論を発展させていくことができる。

能は違う。たいていの人は、左半球

う。ただ、私はいまの文系・理系の

な研究だが、こころをどのように研

ーネット、そして人の噂……。私た

「対照実験」という小学校の理科の授

また、このような見地を持つことが

業で習う方法だと答えている。これ

有益なのは研究者にとってだけでは

は実験心理学、そして他の多くの科

ない。巷に氾濫する情報の中で何を

報処理が優先される、とのことだが
……。
まず「右脳」「左脳」という言葉
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が言語情報の処理の中枢である。言

区分の仕方は、白黒をはっきりつけ

究するかは、研究者によってさまざ

ちはどれくらい正確に情報の核心を

語で論理的に物事を考えるときに、

すぎるように思う。少なくとも私の

まな立場がある。その中で学際的に

捉えることができるのだろうか。

主に左半球が使われるのは間違いな

ような横着者にとっては、入試に必

研究を進めるには、文系・理系の垣

ここに 1 つ、アメリカの研究者が行

学の分野で用いられる手法であり、

信じて行動すればよいのか、何に注

い。だが、ふだんから物事を論理的

要のない科目に関して、全力で手抜

根を超えた多様なアプローチが重要

った興味深い実験がある (McCabe &

ある条件以外はまったく同じにして

意しなければならないのかを知る手

に考えるからといって、その個人の

きをする理由となってしまった。い

になる。文系・理系の区分を少しゆ

「テレビを見
Castel, 2008)。大学生に、

助けになるのは間違いない。立ち止

左半球が右半球に比べて発達してい

まから振り返ると、もっとちゃんと

るめることで、学際的な研究を展開

ることと数学の問題を解くことは同

るかというと、実際はそう単純な話

授業を受けておけばよかったと思う

するための土壌ができるのでは、と

じ脳部位が活動するので、テレビを

ではない。たとえば、私たちの体の

が、高校生の時期に真剣に未来を見

思うしだいである。

見ると数学の能力が高まる」という

左半身の感覚や運動は右半球が、右

据えることは難しいようにも思う。

説の信憑性を判断してもらった。そ

2 つの実験を行ってその結果を比べ
る手法である。もし 2 つの条件間で
偶然には20回やって 1 回くらいの確
率（ 5 %）でしか起きないような大
きな行動の違いがたった 1 回の実験

半身の感覚や運動は左半球が制御し

大学以降は、さ

の際、①文字で説明が書かれたもの

で起きれば、それは偶然ではなく、

ている。したがって何気なく散歩を

らにはっきりと文

を見せる場合、②説明文といっしょ

条件の差が違う行動を導いたと見な

しているだけでも、脳の両半球は相

系・理系のラベリ

に脳画像データを見せる場合、③説

当に高いレベルで情報処理を行い、

ングがされる。こ

明文といっしょに脳画像データを棒

かつ協調している。私たちの日常生

のラベリングの修

グラフにしたものを見せる場合の 3

活は、どちらの半球も発達している

正は案外むずかし

つの条件を設けた（図 1 ）
。ただし、

からこそ可能なのであり、どちらか

い。私は文系・理

図には特別に有用な情報は載せてお

一方がより発達しているという議論

系のように、一方

らず、説明文にのみ有用な情報が書

には慎重さが必要だ。

を選ぶと、あたか

かれていた。実際には①〜③で得ら

文系脳・理系脳という考え方の問

ももう一方のカテ

題点はさておき、ここでは「文系」
「理

ゴリーから外れる

系」という分類の功罪を考えてみた

かのような分け方

い。「功」の部分はもちろん少なく

ではなく、たとえ

ない。広い学問の世界をある基準を

ば高校の時点では

左は筆者が文学部で東洋史を専攻していたころの漢文資料。右は
現在の専門分野である認知神経科学に関わる脳の画像と、こころ
の未来研究センターに設置された磁気共鳴画像装置（SIEMENS 社
製 Verio）。意外にも東洋史を専攻していた経験は、いまでもたま
に役立つことがある。文系と理系の区分は重要ではあるが、両者の
間に心理的な距離を感じる必要性やメリットはあまりない。

まって考える「批判的思考」とそれ
を実現するための基礎的な「科学的
手法」の理解―この 2 つを多くの
人が身につけることが科学教育とし
て重要ではないだろうか。

れる情報は同じであるにもかかわら
ず、参加した大学生は、②の場合に
「最も科学的な裏付けがされていて説
得力がある」と判断をした。
このように私たちは情報の中身で

図 1 どの説明に説得力を感じるか？（McCabe & Castel, 2008. Fig.1 より改変）
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為末 大×下條信輔
Dai TAMESUE

Shinsuke SHIMOJYO

対談セミナー

心を奪われること：遊び、
夢中、
ゾーン

こころが奪われにくい人は、最後まで他者の視点か

ころを奪われている状態」は、対象そのものになりき

ら逃れられない選手が多いようです。他人の評価が自

っているような状態なのではないか。アスリートも、

分自身の競技人生の目的であると強く思っている選手

自分自身を客観視して、いまの走りは右手がどうだっ

は、それを手放せなくて夢中に入れないような気がし

たとか話します。しかし、レースで行為に没頭すると

ます。また、これは善い・悪い、これは素晴らしい・

きには、客観視している自分がなくなったほうがいい

素晴らしくないと強く裁いていく選手は、夢中の状態

パフォーマンスをしている状態だと思うのです。

に入りにくいような気がします。

スポーツで、
「夢中」の状態に入ったとき、時間感覚
の変化がよく起きます。日常の時間の感覚とは、少な

元オリンピック陸上競技選手・為末大さんが、
認知神経科学者
の下條信輔さんと、
こころについて、
自分について、
潜在意識に

っていたというようなことです。
私はすごく集中したレースが人生で ３ 回あります。

行為の意味が夢中を阻害する
こころを奪われるとき、
「私はいまからこころを奪わ
れよう」というふうに自分自身の意志で決められない
と思うのです。偶然の出会いによって、もしくはここ

１ 回は、カナダのエドモントンで23 歳のときに走っ

ろを奪ってくれるものが向こうからやって来るのを待

たレースです。このときは、ハードルの １ 台目をする

つしかない。逆に言うと、いいものにこころを奪われ

と、
「いや、本当はもっとやりたかった」と思うことが

っとすり抜けたという感触があります。そのときの情

ようと思っていること自体、こころを奪われることを

心を奪われること：遊び、
夢中、
ゾーン

あります。競技をやっていくと、自分のこころ、モチ

景をいまでもはっきり覚えていて、瞬間がぱっと切り

阻害しているのではないか。プレーのパフォーマンス

ベーションを大事に扱って、いまどんな状態かを観察

取られて、意識があるのですけれども、その後にまた

が高い選手には、何が善いことで何が悪いことかわか

こころの影響

しないといけないと思うようになりました。

意識がなくなる。記憶があまりなくて、ただすごいス

らないけれども、ただ楽しいことをやるような感じの
人が多いようです。

◎講演：為末大氏

私はモチベーションに興味がありました。選手のモ

「こころを奪われること」
「われを忘れること」
「気を

ピードで走っていたということと、足音が自分の体に

チベーションが、最初はシンプルですけれど、選手が

失うこと」、これらは同じような感じですが、少しず

響いたということだけは覚えています。一瞬でレース

アスリートは最初は楽しくやっています。われわれ

だんだん強くなって社会にさらされていくと、ただ速

つ違いがあるような気がします。
「こころを奪われる」

が終わったという感覚もある。後から振り返ってみる

の世界でいうと、かけっこが速い。走っているうちに

く走りたいという世界から、期待される姿を担わなき

というのは、たとえば、夕日が落ちるのを見てすごく

と、自分の体がすごくいろんなものを感じていたとい

親が褒めてくれる。運動会のヒーローになって、
「わ

ゃいけないということが出てきます。そうなるとやや

きれいだなと思って、夢中になっていたというような

う感触もあるし、ちょっと不思議なものです。

あ、楽しい」ということでやっていく。それによって

こしくなって、難しいなと思っていました。

瞬間だと思います。
「われを忘れる」は、
「われを忘れ

もう １ つ、競技をするとき、ふだんの練習はすご

て突っ走っていた」というような場合に使われるので

高校や大学が決まったりするのですが、もう １ つ上の

未来の視点、他者の視点

レベルに行くと、今度はその選手を応援しているとい

く意識的にやるのですが、本番になると逆に意識的で

はないか。「気を失う」は、たとえば、ラガーマンがバ

本番の瞬間のとき、選手はいろんな視点を持ちま

う人が増えてくる。こういう人がある数を超えてくる

あることが動きを滞らせて、パフォーマンスが高くな

ーンとぶつかって脳震盪が起きてもすぐにプレーを続

す。まず、未来についての視点。このレースを失敗し

と、自分が勝ちたいからやっているというより、みん

らないということがあります。私自身もそれにはまっ

ける。そのとき自分がトライをしたのに、そのプレー

たらどうなるんだろう、自分はこれからずっと後悔し

なが勝ってほしいと思っているから、義務として勝た

て、パフォーマンスが落ちたり、ねらっていた試合を

をよくわかっていなかったということがあるらしいの

ていくのではないかとか、ポジティブな人であれば、

なければいけないと思うようになるのです。そうなっ

失敗したりしたことがありました。人間にこころがあ

です。自分のやっていることを理解しないまま体が動

このレースで成功したらオレは国民的スターになれる

てくると、夢中でやっていたスポーツが義務的なもの

るため、いつもと違うことが起きて、体の動きに影響

いているような状態だと思います。

といった希望を持つこともあります。

になっていく。これが非常に厄介で、この行為に意味

が出て、パフォーマンスが落ちたりあがったりする。

をもたらすこと自体、実は夢中をすごく阻害するとい

「こころを奪われる」というからには自分のこころが

他者の視点も意識します。ここで失敗したらみんな

あると思うのですが、この場合の「こころ」っていっ

何て言うだろうか。新聞は何て書くだろうか。
「オリン

こころというのは、どのくらい自分のものなんだろ

たいどんなものだろうか。スポーツの世界で、夢中の

ピック失敗」という見出しが躍って、一生オリンピッ

こころを奪われやすい人の条件の １ つとして、無

うかとよく考えます。競技をしているとき、モチベー

状態にどうやって入るかとよく話をします。動物は自

クを失敗した人として生きていくのだろうかというよ

邪気さがどの程度あるかということが重要だと思いま

そういう世界にすごく興味があります。

うことを私自身が体験しました。

ションをもっと高くしろ、やる気を出せ、という指示

分を顧みることがないだろうし、自分自身を客観視す

うな恐れを、アスリートは抱えることが多いのです。

す。成功するためにやっているのではなくて、やって

があるのですが、これほどやる気が出なくなるものは

ることもないとしたら、動物のような状態に入ること

あとは過去です。いままでどんなふうにしてきたかと

いること自体から喜びを得ているような人は、比較的

ない。皆さんもこれから宿題をやろうと思っていると

が夢中になることなんだろうかと考えたりします。

いうことも想像します。それから、いつもどおりにで

長くスポーツの世界に生き残っています。

きるだろうか。いや、いつもと違う状況なんだから、

き、親に「宿題をやれ」と言われると、とたんにやり
たくなくなったという経験がありませんか。

「ゾーン」の世界

いつもと違うように走ったほうがいいのではないかと
か、いろんなことが頭の中に浮かぶのです。

時間感覚が変化する

人間のこころ、モチベーションのコアみたいなとこ

「こころが奪われている」ということは、その瞬間に

ろをもう少しコントロールできると思っていたのです

は、自分を客観的に見られていないわけです。それが

実際にレースで夢中の状態に入るとき、こういうも

の変化が起きていますが、陸上競技の選手では、行為

が、できないのです。やる気が出ることはあっても、

終わった後で、
「いま私はこころが奪われていた」とい

のは全部放り投げなきゃいけない。そして、ひたすら

の先取りみたいなことが起きます。私がすごくよかっ

自分にやる気を出させることは、すごく難しい。

うことに気づくのではないか。

やるしかないという状態に入ることがあります。そう

たレースでも、意識の上では「ハードルを飛ぶぞ」で
はなくて、
「ハードルを飛んでいた」という感覚なので

4

4
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自分自身に対して距離がないと客観視できません。
「こ

くとも自分の世界では違っていて、気がついたら終わ

ついて縦横無尽に語り合いました。その一部を誌上公開します。

対談セミナー

4

4

4

4

先ほど言ったように、ゾーンの状態のとき時間感覚

競技をやっていく上で一番致命的なのは燃え尽き症

スポーツ選手たちに「ゾーン」と言われる世界があ

いうとき、選手はゾーンとか夢中といわれる状態に入

候群です。あんなにやりたかったことが、ある日、や

ります。すごくパフォーマンスが高い夢中の状態に入

ることが多いのではないか。最後は、やれることをや

す。スタートのときも、
「スタートを切るぞ」という感

りたくなくなってしまって引退する。本当にやりたく

って、自分自身を客観視することなく、プレーそのも

るしかないと開き直ることができる選手が、ゾーンに

覚より「スタートを切っていた」という、体の動きを

なくなったのならいいのですが、しばらく時間が経つ

のになりきるような状態を言います。

入りやすいのではないかと思います。

意識が後追いしていくような感覚になります。
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ゾーンの世界はそれがもうちょっと深いレベルで起
きていて、自分が起こしている行動に後から気づくと
いう感じになることが多いのではないでしょうか。走

「諦めなければ夢は叶う」
？

もうひとつ驚い

フローあるいはゾーン

たのが、「引退特需」

下條 「ゾーンに入る」

という言葉です。「夢

ということを為末さん

は実現するとは限らな

は言われました。俗流

い」、
「結論を決めつけ

の心理学に「フロー」

っている最中は、走っているということしかなくなる

下條

ような世界が、私にとってはいいパフォーマンスがで

くて、下り坂が長かったと本に書かれています。

きたレースなのです。なるべく夢中になっている自分

為末

私は早熟型といわれるのです。身長が、15歳の

てはいけない」など、

という概念がありま

に触れない。これは意識的にできないので難しいので

時点といまとほとんど同じです。体重は、当時だいた

選手としての実感に基

す。カリフォルニア州

すが、それが大事ではないかと思います。

い65キロだったのですが、いまは67キロぐらいです。

づいたご意見をお持ち

立大学にチクセントミ

でありながら、ビジネ

ハイという心理学者が

ス感覚で本を出すとき

い て、『flow』 と い う

は、いまの読者は決め

ベストセラーの本があ

つけてほしがっている

ります。フローは幸福

とか考えている。その

の心理学の文脈でよく

間で「引退特需」を迎

使われます。一般的に

えながら、引き裂かれ

は、スポーツとかゲー

自分を客観視せず、意識もあまりない、感覚もない、

為末さんは、自分は競技者としてのピークが早

ではどうやってゾーンの世界を知るのかというと、私

100メートルのタイムも、中学 ３ 年生のときと28歳の
ときとで0.1秒ぐらいしか違わないのです。

の場合は、ゴールした後の余韻に残っています。 １ 台

下條

めっちゃ早熟ですね。

目はこうやって飛んだなとか、全体がこんな感じだっ

為末

早熟だと自覚したのは18歳のときで、これはふ

たなと、レースのときのことを思い出し、ゾーンの世

つうの人が気づかないことに気づかないと生きていけ

界を知っていくのです。

ないみたいな思い込みがあって、考えすぎました。

他の競技の方たちにゾーンの世界について聞いても、

下條

下條信輔 1955 年東京都生ま
れ。認知心理学者。カリフォル
ニア工科大学教授、こころの未
来研究センター特任教授。著書
に『「意識」とは何だろうか ―
脳の来歴、知覚の錯誤』
（ サント
リー学芸賞受賞）ほか多数。

引退されてから ７ 冊ぐらい本を出された。そ

為末 大 1978 年広島県生ま
れ。オリンピック3 大会連続出場、
400mハードル日本記録保持者。
現在はスポーツコメンテーター・
タレント・指導者として活動。株
式会社R . p r o j e c t 取締役。著書
に『走る哲学』ほか多数。

プレーをしている瞬間に「いまコントロールできる気

こにも書かれていますが、下り坂になって、いろんな

ているというふうに私は見ています。

分になっている」と思いながらプレーするのではなく

訓練も工夫したけれども記録が出ない中、最後に、オ

為末

私らの商売って、自分の名前をどうやって世の

きに経験される、ある統合的、全体的な感覚のこと」

て、プレーが終わった後、
「あのときコントロールでき

リンピックの予選で最初のハードルを倒して転倒され

中に売っていくかということです。すごくうまくいく

というのが、チクセントミハイのフローの定義です。

る気分だった」と知ることが多いようです。

て、それでも、最後まで走ってやめるのですね。

人はＣＭが決まったりする。引退すると、だいたい18

フローは主観的に存在するのは間違いない。みんな

カ月から ２ 年ぐらいの間は、何となく世の中が注目し

が言っているし、その報告が共通です。チェスや将棋も

んだということを、実感として意識していました。抗

てくれますが、その後すっと消えていくのです。

自転車乗りに近いところがあって、脳損傷になっても

漫画を読んだり映画を観ていて夢中になる瞬間と、

えない老いとの葛藤みたいなものがあって、そういう

下條

それが「引退特需」ですね。

意外と忘れないのです。理化学研究所が、将棋の羽生

スポーツで「ゾーン」とか「フロー」と言うときと、

中で自分のこころの捉え方を変えていくことを、すご

為末

そうです。選手は引退するとき、自分の認知度

名人の脳を調べたら、進化的に非常に古く、体温や呼

何に違いがあるのか。私の仮説を言わせてもらうと、

くやったような気がします。

がなだらかに落ちていくとイメージする。それを元に

吸の維持にかかわるような領域が、ほかのプロに比べ

夢中状態は他者の視点がないと思うのです。皆さんが

下條 人間はみんな老いるわけで、為末さんの場合、そ

いろんな計画を立てるのですが、実際には、どこかで

て極端に活動していました。だから、普通の神経状態

夢中で漫画を読んでいるのを、数万人の観客が周囲か

れがずっと早い時期に突き詰めた形で経験されただけ

ガクンと落ちるのです。私は18カ月の間にものになら

でないことは確かです。しかし、神経学的な研究は、

ら見ているということはないですね。でも、スポーツ

で、研究者も同じです。若い人がどんどん出てきて、

なかったら、諦めて会社に就職しようと思っていまし

本質的な意味ではまだ皆無に近いと思います。

の場合は、こういう状況の中で夢中に入るわけです。

追い抜かされる。

た。いまのところは、一応ペースはいい感じです。

行為になりきる
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◎対談：為末大氏×下條信輔氏

対談セミナー

為末

25〜26歳ぐらいから、人間の体って老いていく

ムなどに没入した状態のことです。「完全に熱中したと

われわれ研究者にとって、フローは主観をいかに客

私は持論として、人間は潜在認知の塊で、潜在

観的に研究するかという問題だと思います。フローに

とが大事だということです。いまは諦めちゃためだと

過程が先立つ。意識というものは氷山の一角で、後づ

迫るひとつの方法は、fMRI です。ゲームのパフォー

いう人か多い。はやっている歌を聞くと、夢は必ず実

けに再構成されるものだと考えています。陸上競技の

マーがフロー状態にあるかないかを複数の評価者が客

レースのとき、技術、戦略、調子などは全部つくり

現するという。私は、ああいう甘っちょろいことを言

例でいうと、すぐれた100メートルの選手は、調子がい

観的に評定し、脳活動と関連づけた。技能と課題の困

上げた上で、どんな状態に入ったら一番パフォーマン

っちゃいけないということをどこかで書かなければい

いときにはスタートの音が聞こえたと意識する前に、

難さのバランスがちょうどよくないと、フローは起き

スが高いのかというと、自分自身が全部なくなって、

けないと思っていたら、為末さんに先に書かれちゃっ

足がもう動いている。実験室でも、たとえば、マスキ

にくいようです。ただこうした研究では、フローがあ

行為になりきるときだと思っていました。そういう状

た（笑）
。為末さんは、諦めるということをものすごく

ングという方法を使った研究があります。それによる

くまで客観的に定義されているので、本当の「主観的

態にどうやったら入れるんだろうと思いながら、それ

システマティックにやった人だと思います。

と、脳の中で感覚系から運動系に対して皮質下を通る、

な」フロー状態の神経基盤を見つけたとは言えないの

になれずに最後まで行ってしまったのです。

為末 スポーツの世界で大事な標語は、
「諦めなければ

無意識だが速い神経経路があると考えています。

が問題です。

人の目にさらされながら夢中の世界に入っていくとい

為末さんの本を読んで私が感心したのは、諦めるこ

うのが、スポーツで「ゾーン」とか「フロー」と言わ
れる世界なのではないかと思います。

下條

私は初めてのオリンピックの現場でキャッシー・フ

夢は叶う」と「やればできる」です。これはある面で

もう １ つは「暗黙知」です。哲学者のマイケル・ポ

為末さんの話している精神状態はフローだと思うの

リーマンのレースを見ました。この人は自我なんか全

は正しいのですが、厄介なのは、「やれば何でもでき

ランニーが言ったのですが、たとえば、自転車の乗り

は、簡単にいうと、意識の変性状態になっているから

部すっ飛んでしまって、ただひたすら走る。馬が走っ

る」と思ってしまうことです。次に、ある年齢ででき

方は、言葉で言うのは至難の業だし、それを乗れない

です。これは時間感覚の変容を伴います。

ているときのような存在になっていたという気がしま

ていないのは、それまでやっていないからだと考えて

人に伝えても乗れるようにはなりません。しかし、知

大事なのは快があることで、いつの時点で快がある

す。ふだん私たちが判断したり、自分がどう見られてい

しまう。それで自己否定のスパイラルが強くなってい

識としてはあるわけで、さらに、重篤な脳損傷で、記

かが問題です。さっきの為末さんの話も、全部後で考

るかを意識したり、社会性を持って手綱を引いている

く。だめなものはだめだと、ある程度割り切ることが

憶障害になった患者さんでも、もともと自転車に乗れ

えて再構成した話です。ここにわれわれは注目して、

ものを全部手離してしまって、自分自身の体を投げ出

大事で、あまり自己否定が強すぎると、できていない

る人は乗り方を忘れない。これは「手続き記憶」と呼

２ 〜 ３ 年前からやっている研究があります。 １ つの

したところに高いパフォーマンスがある。そういうも

ことを克服するための競技人生になっていく。でも、

ばれます。こういうものが人間の大きな部分を占めて

音を出すと、聴覚誘発電位の変化が起きる。たとえば

のをグラウンドで見たり、体験したりしてきた中で、

戦い方としては長所を伸ばすほうが良かったりする。

いるというのが私の持論だから、為末さんやフリーマ

若い人が何時間も部屋でゲームをやっている。お母さ

こんな感じのところに「こころを奪われる」ことの鍵

しがみついて離れられなくなっていき、だんだん追い

ンの理想の走りもそういう潜在的な働きで考えたい。

んが「御飯よ」と呼んでも、ゲームに没入しているか

があるのではないかと思っています。

詰められていくということがよく起きるのです。

ら聞こえない。その声が聞こえないということを計れ
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ないかと思ったのです。被験者自身が後で「フロー」

るのではないかと思っています。ゲームに没頭してい

いう議論をしたことがあります。大澤さんは、子ども

それから、選手たちは、途中までは型でいけるので

と言った状態のときには、ゲームに関係ない音は聞こ

るときのフローの状態と、それを周辺から観客に囲ま

のときに、勉強ができるからいい子だとか、かけっこ

す。たとえば、ある人に足をこう動かしてとかアドバ

えていない。フローでないときには、ゲームに関係な

れている、もしくはこのゲームで勝つとすごく高い報

がクラスで一番だからいい子だというのではなくて、

イスしたら、たぶん速くできると思うのです。しか

い音により強く反応している。フローというのは神経

酬が得られる、ないしはこのゲームで失敗すると大変

私たちの子どもだということで無条件に「あなたを愛

し、その人があるレベルまで行くと、「為末さん、Ａ

学的にも本当にありそうだという話に、ほぼ初めてな

な名誉を失う、そういった強いプレッシャーがかかっ

している」と言われることが、自由の根幹にあると言

の走り方とＢの走り方は、Ａのほうがいい感じがしま

ったと思います。

ている極度の緊張状態で入っていくフローの状態は、

います。遊んでいるあなたが、両親にも、まわりの大

す」と言って自分でやっていく。選手がより合理的な

質が違うような気がします。

人たちにも無条件で認められているということがまず

動きを、ある種体感的にわかっていくという世界があ

的に強く反応しています。前帯状皮質は、自律機能、

下條 「社会脳仮説」というのがあります。人間の脳

あって、それが競技の遊びとしての面白さとか、長続

って、それは心地よいほうを追いかけていくと、だい

報酬、予測、意志決定、共感、情動などに関係がある

は、周りに他人がいて、相互作用を起こすような社会的

きすることとつながり、成功に結びつく。そのとき成

たい当たりの方向になる。その「心地よい」というの

場所なので、ゲームに没入している状態と対応するの

な状況のもとで進化したという考えです。それは、い

功体験が効いてくる。成功体験の話は、自由というこ

が人間にわかることが面白いなと思います。

だろうと考えました。それから、フローが起きない初

まやっている作業が社会的でなくても、使っている脳

とを含めると、そういうことなのかなと思いました。

下條

心者のほうが、フローが起きている人よりも、一次運

は社会的だということです。そのことと、いま現在、

為末

動野がより強く活動したというデータがあります。一

ライブで、あるいはテレビ中継を通じて世界中の人が

着いてもＯＫという、ある種の全面的な肯定感がある

のですね。

次運動野が活動することによって、個々の筋肉が活動

見ているという、非常にリアルな社会的刺激とは区別

とき、選手は根本的な好奇心を抱いて、根本的な努力

為末

をトリガーされる。ですから、そこの活動がむしろ下

して考えなければいけないでしょうが、両方とも社会

をするように思います。

からない領域があります。それを勘で当てていくので

がっているということがフローの特徴です。一方、フ

性の刺激が重要という意味では繫がっています。

下條 「常に目標がないといけないのか」という問題と

すが、高い確率で当たるのが興味深い。

フローが起きているときだけ脳の前帯状皮質が特異

ロー状態では、脳内でふだんあまり繫がらないところ

自由ということもあるけれども、
「心地よさ」が大きい
スポーツにはどっちの方向がうまくいくのかわ

も繫がっていますね。

下條

ないか。一番注意が集中しにくいんだけれども、この

為末 私は、遊びが持っている一番本質的なことって、

た気がします。私はいつも共同研究者に、
「人生なん

もう １ つ大事なのは、フローではトップダウンの

とき最も報酬が大きく増えると考えると、他者がいる

無意味性だと思うのです。遊びから、二次的に何かの

て、誤帰属と後づけの嵐なんだよね」と言うのですが、

影響が強まり、刺激に反応するようなボトムアップの

というのは大事なことです。為末さんの本にも、自分

成果は得られるかもしれませんが、そのこと自体が意

体感を信じるって何なのかということを聞こうと思っ

影響が抑制されることです。意志による全体のコント

で評価を気にするということが書いてある。それは、

味になると、遊びが壊れてしまう。スポーツも意味を

ていたのです。あることが起きたとき、人間はその原

ロールの力が強まって、感覚系まで占領しているので

他人がいなくても他者の視線を意識しているわけです

つけると、だいたいモチベーションが崩れるのです。

因を常に正しく指摘できるとは限らない。むしろ違っ

す。逆に、刺激依存性、つまり音なら音が耳から入っ

よね。人間の場合には頭の中の他人の存在は大きい。

だから、 ４ 年に １ 回の試合で勝つことが義務づけら

ていることのほうが多いのです。そういうことを含め

てきたことに対する脳の活動が非常に弱まっている。

為末

アスリートたちのモチベーションを深く探って

れたり、周囲からいろんな要求があるけれども、その

て、原因を帰属させて理解すること自体、事柄の起き

外の世界から孤立しているとか、お母さんが呼んでい

いくと、こういう自分でありたいというものが、幼少

中で、自分の遊び感とか無邪気感をどうやって守って

た後、たとえば走り終わった後に考えているわけです。

るのに聞こえないことと対応している可能性がある。

期の教育とか外的環境で形成されることが多くて、す

いくかがすごく大きな戦いです。

つまり、フロー状態のときには、一方では強い意志的

でにそこに他者の基準が入っているわけです。勝とう

なコントロールがあって、他方では、われを忘れると

が負けようが、自分には価値があって、このままでい

いうところがある。このパラドックスをどう神経学的

いんだということと、最後の一歩を踏み出す勇気はセ

に理解するかがいま一番大きな科学的課題です。心理

ットになっているような気がします。

学的に見ても神経科学的に見ても、意識状態の変容と

下條

知覚感覚の変容ということで理解されなければならな

さいころに成功体験をしていると言われましたね。

いのです。

為末

が非常に密接に繫がっている。

前に、オリンピックで成功するような選手は小

「心地よさ」が大切

私が聞こうと思っていた質問に、先に答えられ

では、おまえは研究者として自分の行動は何で判断
したかというと、実感以外にないわけです。その ２ つ
をどう統合するのか。こころの顕在過程は互いの繫が

為末さんは、自発性ということを強調しまし

りは悪いけれども、潜在過程で繫がっている。何とな

た。一方で、定義された時空間の中で、ルールに則っ

く快であるとか、何となくしっくりいかないとか、そ

てやっていくということを言っている。自発性、私た

ういう内臓感覚みたいなものは、潜在過程から顕在過

ちの言葉でいうと、
「感覚のレパートリー」みたいなも

程への橋渡しというか、つなぎ目になっている。

下條

オリンピックのメダリストたちの開始年齢を調

のが勝手に発露している状態から、ルールができてく

為末さんは、陸上をやろうとしている子どもたちに教

チクセントミハイは、フローは自発的に、自然に起

べると、早い人は ４ 歳とか ５ 歳です。12歳を超えて

る過程が遊びなんだけれども、ルールが固定化してし

えるとき、ある程度確信を持って話すでしょう。その

こるものでなければならないと言っています。また、

から始めて間に合うスポーツってあまりないのです。

まうと、今度は遊びではなくなってくる。非常にパラ

確信の根拠にあるのは何なのかということに迫ろうと

ドキシカルなところです。

思ったのですが、答えが出てきたかなと思うのです。

たいていのフローは、その時点では極度の集中を要し

アスリートたちがそのスポーツを選ぶとき、実は自分

たり、スポーツの場合だったら肉体的な苦痛も伴いま

の意志ではないことが多い。親がやらせた、あるいは

赤ん坊を見ていると、３ カ月児で神経学的に健常で

す。その時点での苦痛が、なぜ後づけ的に見ると最高

環境がそうだった。選手は、要求されたものでたまた

あればこういう動きをする、あるいは、こういう刺激

為末

の経験とされるかはよくわかりません。

ま能力があったからはまったということです。また、

に対してこういう反射をするというのは、発達心理学

るとき、感覚でするのではないかと思うことがありま

努力とその成果が、幼少期にある程度頭の中で結びつ

でわかっています。その月齢の反応は、
「感覚運動レパ

す。もう １ つ、おっしゃったとおり、なぜ勝ったのか

いている経験をしている人が多いようです。

ートリー」を使っているのです。そのことが、大脳皮

と振り返るとき、かなりの確率で勝った理由を間違え

もう少し神経科学的に把握できるようにするとした
ら、意志の力とか、課題を遂行するための情動の統合
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確かに、一番興奮するのは他者がいるということでは

自分は何にでもなって、どういうところに落ち

スポーツにおける遊びというのは、自発的とか

それは、「何となく気持ちいい」ということです。
体が求める方向性を顕在的な世界がキャッチす

とか、そういうトップダウンの情報処理が必要です。

それから、モチベーションを長く持つ選手は、うま

質と皮質下の刺激になって発達に繫がるといわれてい

て捉えています。本当は、勝ったり負けたりって、サ

トップダウンの流れと、ボトムアップの活動との関係

くいくことが素晴らしいというよりも、チャレンジし

ます。子どもの遊びは、身体感覚的な快ということが

イコロを振ってどっちが出るかぐらいの勝負が多いの

がどうなのかということも含めて、明らかにする必要

ていること自体に対して自分で自分をほめて、それを

非常に重要だと思います。

です。そうすると、原因を振り返っても大した理由が

があると思います。

うまく生かすことができる。結果によって評価される

為末

ということを考えすぎる選手は、途中でポキッと折れ

す。ルールと制限がある中に、クリエイティビティが

全面的な肯定感

ちゃうというイメージがあります。

出てくるという気がします。サッカーは、手を使っち

為末 私はフローの奥に、
「超フロー」という状態があ

下條

社会学者の大澤真幸さんと「自由とは何か」と

いまおっしゃったことはすごく面白いと思いま

ない。それでも人間って勝ったときはいい理由を探し
て、負けたときにはいいことを探さないのですね。
（2013年10月12日、京都大学稲盛財団記念館大会議室にて）

ゃだめという中にクリエイティビティが出る。
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研究報告
観察をする道場に視覚的・西洋科学

身体感覚からこころを探る

的パラダイムのみを押し付ければ、
経絡とツボを中心に考える道場の語
りをまったく理解できなくなってし
まう。人間やこころを唯物論的に理

ピーター・スクリバーニック（トロント大学人類学科博士後期課程）

解しきれると考えてしまうと、経絡

Peter Andrey SKRIVANIC

やツボの存在は熟練者の「幻覚」と
ない。たとえば伝統芸においては、

共通している。関節、筋肉、神経など

して片付けてしまうことになる。だ

体得（身体で学ぶこと）が重要であ

の疾患を治すためには、徹底した基

が、経絡やツボの指圧は、東洋の文

る。とくに、接触を重要視する針灸

礎知識が必要不可欠である。そのた

化的遺産であり、それを唯物論で理

日本の指圧療法と北米の指圧療法

や指圧の分野では、目が見えない人

めには、どの指圧教室でも、身体の

解できないのであれば、むしろその

とは、どのように違うのであろうか。

こそ、相手の身体が分かる、とされて

図表が利用されており、患者の身体

唯物論的なパラダイム自体の限界を

それは、療法士の教育に左右される

きた。はたして、西洋科学の視覚的

のどのツボをどのように押せば、ど

考え直すきっかけにしたほうがよい

にちがいない。とくに身体とこころ

パラダイムで、東洋的な人間理解を

のような効果を得られるかを、視覚

の関係を、単に神経・物質的な関係

説明できるだろうか。逆に、指圧の

的に教えられる。同時に、指で相手

と捉えるか、それともさらにホリス

ような伝統治療法とその教育から、

の身体を押すことにより、少しずつ

あることは、科学的な解釈とされて

は、筋肉の凝りより、エネルギーの

の生物学に限定されないこころや気

ティックな「気」を含む関係と捉え

視覚中心のパラダイムに対するアン

視覚以外の感覚を身に付けるように

いるが、証明されているわけではな

門とされるツボの方が重要で、その

の理解を学び取ることができるかも

るか、その教育の違いに注目をした

チテーゼ、ないしは包括的な見解を

なる。ある学生は私にこう言った。

い。目で見えない「気の経絡」とい

ツボは筋肉のマッサージだけで知り

しれない。

い。人間のこころを理解するために

得られるのではないかと思い、セン

「最初のころは、手で触れても堅い

う概念に基づいた一昔前の指圧は、

尽くせるものではないとされる。む

英語で学術論文を書く研究者とし

は、機械で測定できる身体や脳と、

ターでの研究を始めた。

筋肉と骨の違いすら分からなかった

「気や血の固まり」という発想で、同

しろ、瞑想や想像のような訓練によ

ては、指圧師の学習と体得を英語で

身体とこころの関係

指圧師の指圧のようす（左）と学生の指圧のようす（右）

のではないかとさえ思われてくる。
伝統芸的な指圧の道場から、20世紀

機械だけでは測定できない心理・感

対象のフィールドとしては、 ２

が、 3 年経つと、筋肉の多くの層が

じ治療的効果が得られたのである。

って、指圧師の身体全体で相手の身

説明しなければならない立場にあ

情・負担など、双方の観点から研究

つの指圧教育機関の協力を得た。一

区別でき、豆粒ぐらいの大きさの凝

それに対して、現代の学生は、
「筋肉

体を感じ取り、そのツボや経絡を診

る。身体に注目する英語圏の社会学

することが必要であろう。私がここ

方は、規模の大きい専門学校で、他

りもよく分かるようになってきた」
。

と凝りは手で感じられるが、経絡は

たりすることができるようになると

者は、つい「銘刻」
（inscription）とい

ろの未来研究センターに来たのも、

方は、実践者が集まる修業道場であ

指圧で言う「凝り」の理解は、時

手で感じられない」と言い、経絡の

いう。一見神秘的に思われるかもし

うような専門用語に頼らざるを得な

まさにその理解を求めたからである。

る。それぞれの指圧のツボ（腧）や

代によって変化している。江戸時代

発想を軽蔑的に扱っている。

れないが、異なる熟練者どうしが患

くなるが、そのような表現にはどう

私は、カナダのトロント大学で人

凝り（コリ）の解釈の違いが、上記

から戦前まで、
「凝り」は「気や血の

その生物学的・視覚的教育に対し

者の身体に対して同じ見解を示し、

しても唯物論的な比喩が潜在してし

類学を研究しながら、トロント市の

のパラダイムの違いを浮き彫りにす

固まり」というように理解されてい

て、別の修業道場では、
「身体が気の

同じ診断と処方にいたるのである。

まう。現代の欧米の学者は、身体を

指圧療法士として実践してきた。英

る鍵となった。

たのに対して、戦後、「筋繊維の固

影であり、気の身体はさらに大事」

機械で見える「客観性」は証明され

対象にすればするほど、肉体だけに

まり」という理解が主流となってき

であるという。目で見える肉体以前

なくても、指圧療法士に見える「間

注目してしまい、異文化による異次

た。視覚的教育によってこの理解が

に、目では見えない「気の身体」こ

主観性」が存在しているわけである。

元の理解を見失ってしまう傾向にあ

強化されている。図表を見ながら、

そが精神と肉体をつなぐもので、
「気

語で「分かる」
（I understand）を「見
る」
（I see）と言い換えられるよう

目で見えない
「気の身体」

に、社会学者のミシェル・フーコー
が40年も前に指摘したとおり、西洋

指圧は、日本では国家資格を必要

相手の筋肉を触る練習が始まり、
「凝

の身体」の健康を正さないと、筋肉

科学は「視覚」を中心とするパラダ

とする、厚生労働省に認定された治

り」に出会うたびに、それを筋肉の

の凝りを表面的に触っても、疾患の

イムとして発展してきた。だが東洋

療法であり、その基礎教育において

図の上に当てるのである。しかし、

原因を根本から治せないというので

では、
「分かる」のは目からだけでは

は、生物学をはじめ、科学的な土台が

すべての「凝り」が筋肉の固まりで

ある。「気の身体」のパラダイムで

る。むしろ物質に還元できない「ここ

唯物論的なパラダイムの限界を
超えて

ろ」というような表現が、人間の包

人類学者として、
このような身体的

最後に、
こころの未来研究センター

括的理解には不可欠に思えてくる。

の𠮷川左紀子センター長やカール・
ベッカー教授、周囲のスタッフや泉
谷泰行博士に、心より感謝を申し上
げる。皆様のご支援とご指導がなけ
れば、こころに関する比較文化的な
研究はとてもできなかった。こころ
の未来研究センターは、実に国際的
で先端的な研究環境であり、ますま
すのご発展を祈念するしだいである。

古典的な経絡図（『十四経発揮図譜』より）
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負の感情研究―怨霊から嫉妬まで

研究プロジェクト一覧（ 平成 24 年度）

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）

教員提案型連携プロジェクト
大区分

負の感情

こころ観

きずな形成

現代の生き方
自然とからだ

発達障害

教育

研究課題

プロジェクト代表者

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

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

𠮷川左紀子

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

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

癒し空間の比較研究

鎌田東二

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

𠮷川左紀子

大人の発達障害への心理療法的アプローチ

畑中千紘

こころ学創生：教育プロジェクト

𠮷川左紀子

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

や ひろ

人間の「こころ」のはたらきの中で

は、本国の姿である「八尋

特に大きな影響を及ぼすのが「負」の

鮫」の姿となって出産した

感情である。
「負」の感情には、たとえ

が、その姿を見られて、2

ば、怒り、憎しみ、恨み、嫉みなどさ

人はもう二度と会うことが

まざまあるが、その「負」の感情をコ

できないことになった。そ

ントロールすることは容易ではなく、
「攻

のことを「恥」とした。

わに

撃」に代表される社会的行動の最も強

『古事記』に引用される

力な「動機」となり得るとされてきた。

「はじ」の感情の特徴は以下

本研究では、これまで「負」とされて

のように結論づけられる。つ

きた感情を、
「正」の感情との相補的な

まり、
「はじ」とは、
「神々」の「身体」

に疫病が流行したので、卜部日良麿が

関係や、
「正」の感情との可換性を手が

のある種の異様さに伴って強烈に生起

66本の矛を立てて諸国の悪霊をそれに

かりに、同時代の諸社会における参与

する、
「神々」の「感情」を激発させる

憑けて祓いやる御霊会を行い、その際、

観察とさまざまな時代の文献解釈を往

源泉となっている。同時にそれは、2つ

牛頭天王を祀って、神泉苑に送った。そ

還しつつ分析してゆく。

の世界の交わることのない断絶を生み

れはまた、貞観大地震の12日後であっ

出す強力な装置である。

た。貞観大地震は、旧暦の5 月26日、す

平成24年度は、
『古事記』を中心的な
題材として、そこで取り上げられる「負

また、スサノオ、ホムチワケという

なわち、太陽暦の7 月 9 日の20時頃に起

の感情」の諸相について、宗教学的な

『古事記』の登場人物を比較し、神話に

こったという。陸奥の国で大地震が起

視点、および心理学的な視点から検討

おける「負の感情」との対峙および人

きたのである。被災地は阿鼻叫喚に包

した。また、祇園祭を「負の感情」を

格形成について分析した。それぞれに

まれ、人々は立つことすらできず、家

鎮める装置と見なし、その原理を考察

同型の逸話が見られるが、彼らの人格

屋の下敷きとなり、地割れにのみこま

した。

形成の過程は異なっている。スサノオ

れた（
『日本三代実録』901年編纂）
。保

は、姫に詞を贈るなど、
「達成したこと」

元 2 年（1157）
、その御霊会（祇園祭）

によって、ホムチワケは、姫から逃亡

の祭礼の威儀を増すため、洛中の富家

するなど、
「否定を反復すること」によ

に馬上役をあてて、神事の費用を負担

って、それぞれ「負の感情」と対峙し、

させた。末代までも太平にと、後白河

ーを破って自分の姿を見た夫イザナギ

人格を形成しているという、神話にお

天皇が直々にことを進めた。その前年

に対する激烈な怒りと悲しみに起因す

ける「こころ」の変容における2つの原

の保元元年（1156）
、
「乱世」の始まり

る。その怒りと悲しみは「はぢ（辱）
」

型が提示できた。

を告げる保元の乱が起こり、天皇家、藤

■『古事記』における負の感情の発
生と鎮め方「吾に辱見せつ」
はじ

伊邪那美命の辱は、
「見るな」のタブ

イワ ナガ ヒ

メ

の感情とともに現れ出た。石長比売の
場面の「恥ぢ」は、父神の大山津身神

原摂関家、平氏、源氏が、親子兄弟が

■負の感情から読み解く祇園祭

敵味方に分かれて、争い、殺し合った

が婿神となるニニギノミコトの無理解

祇園祭の始まりは貞観5年（863）
、勅

事態への「鎮め」のためであった。嘉

と娘の醜形を思い知らされたことによ

命によって、神泉苑で始まった御霊会

禄元年（1225）
、祇園社に長刀が寄進さ

る「恥ぢ」であり、それを娘の石長比

が起源である。その後、貞観11年（869）

れるが、これが長刀鉾の起源とされる。

プロジェクト代表者

スサノオ

ホムチワケ

ている。南北朝時代頃に、曲舞から楽
が取られ、はじめは能管・鉦・太鼓・大

泣き虫

傾向

緘黙

母イザナミ

負の感情の出所

母サホビメ

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）

呪詛・死

母のあり方

守り・見捨てる

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（京都造形芸術大学教授）

黄泉の国

異界

出雲の神

外向き

攻撃性

内向き

八重垣姫に詩を贈る

姫との出会い

ヒナガヒメ逃亡

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
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メ

売も共有する。豊玉毘売命

ところで、祇園祭には能管が使われ

一般公募型連携プロジェクト
研究課題

トヨ タマ ビ

■負の感情

増田貴彦（アルバータ大学心理学部准教授）

おお

つつみ

鼓の4楽器であり、後に大鼓が消えてい
ったという。祇園囃子が鉦と能管を重
視していることからも、鎮魂儀礼的な
位置づけができることが裏付けられよ
う。
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こころ観の思想史的・比較文化論的基礎研究

こころとモノをつなぐワザの研究

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）＋ 奥井

■「こころ観」の多様性と共通原理

研究員からは「モンゴルのシ

■ワザ学

人類はこれまでにさまざまな仕方で

ャーマニズム」、奥井遼研究

「こころ」を捉えてきた。西洋近代の哲
学においては「思惟」を始めとする知

活動の枠を越えて、今日におけるワザ

ペクタクル」に貫かれた、緊張感を伴

「ワザ（技・業・術）」とは、物の世

の活動全般に、またワザにかかわる思

いながらもユーモアと工夫に満ちた、

員からは「羽黒修験」に関す

界に形を与え、人間世界に広がりと深

想の追求にとって参照点と捉えられる。

実に生き生きとした学びの場である。

る報告を受けた。モンゴルの

みをもたらすことを可能にする、ここ

的働きの出発点であり、鎌倉仏教にお

シャーマン「ブォ」の技法と

ろと物との媒介通路を意味する。人間

いては「身」と密接に繋がり合った働

通過儀礼（
「悪魔祓い」
「動物

はこれまでに、呼吸法や瞑想法などを

具体的なワザの働きを分析すること

ことは、今日の学校教育における教師

きであり、科学においては脳・身体に

供犠」
「憑依儀礼」
「難関越え」

含む身体技法や各種の芸能・芸術の技

を目的として、京都の祇園祭、沖縄の

と生徒の関係のあるべき姿を導くきっ

よる複合的な働きである。多彩に措定

など）に関する報告と議論を

法やコミュニケーション技術など、実

久高島、および淡路島での調査を行っ

かけとなるだけではなく、個人から個

される「こころ」を、本研究ではあえ

行った。各種儀礼（火を食す

に多様で豊かなワザを創造、継承、改

た。祇園祭では、山鉾連合会会長にイ

人へと知識を伝達するモデルで捉えら

て「こころ観」として捉え直し、宗教、

る、生の血を飲む、磁器を噛

変してきた。このようなワザに着目し、

ンタビューを行ったが、会長の自宅は、

れてきた近代教育の根本原理を問い直

哲学、および科学における「こころ観」

み砕く）を体験するなかで、

人間のこころと、物や道具や観念世界

祭の喧噪そのままに、たくさんの町衆

す可能性を有している。加えて、淡路

を比較させることによって、その「こ

ブォは技法を身につけ変容す

などとの相互関係を具体的に吟味し、

が行き交う活気ある場となっていた。

人形座という共同体の中で遂行される

ころ観」の多様性と共通原理に迫って

る。羽黒修験道における修行

「物は豊かだがこころは貧しい」と言わ

久高島では、旧正月の儀式の一部始終

稽古場面からは、共同体の歴史・物語

ゆく。平成24年度は、（ １ ）宗教にお

のシステムを、苦行と教理という 2 つ

中学との交流活動の紹介、和知中学校

れる今日において、物とこころとの奇

を観察し、厳粛な儀礼に立ち会うこと

に関する生きた知識を学ぶ姿勢、 1 つ

ける身心変容技法の実践を比較検討

の軸と、それを動かす行者の共同体の

の生徒による和太鼓の実演、および和

妙な二元的乖離を脱し、個性と自由を

ができた。特に、儀式の最中にも島人

の活動を継承させていくことの難しさ

し、（ ２ ）フォーラムを開催して「こ

働きとして読み解いた。具体的には、

知人形浄瑠璃のビデオ紹介が行われ

担保した生の豊かさを切り拓く道を模

たちは芸能（カチャーシー）にも興じ、

と面白さを受け取ることができる。今

ころ」の表現に実践的に関わった。

音楽的勤行と肉体的苦役によって得ら

た。

索する。平成24年度は、世阿弥研究会、

厳粛さと華やかさとが一体となった、

後も淡路人形座への集中的なフィール

柳宗悦研究会、フィールド調査、一般

芸能の原点とも言いうるような生きた

ド調査を行うことによって、
「身体によ

公開シンポジウムを行った。

舞を見ることができた。厳粛な雰囲気

る学び」
、
「こころ豊か」な学びのあり

と華やかさを矛盾なく接続させた三線

方を模索していきたい。

「地元文化自慢授業」

れる身体的（コーポリアル：corporeal）

「観阿弥と世阿弥の冒険」では、観阿

な意味と、教義によって与えられる理

弥、世阿弥の流れを汲むシテ方五流の

研究会では、仏教、イスラム、シャ

論的（コスモロジカル：cosmological）

最大流派である観世流の二十六世観世

ーマニズム、修験道をテーマとした。

な「意味」とが混ざり合って、
「悟り」

宗家・観世清和師、能を中心とする日

蓑輪顕量（東京大学／仏教学）教授に

に近づいていくことを明らかにした。

本の中世芸能・中世文学の研究者とし

観世流能楽師河村博重氏を交え、毎

て活躍する東京大学大学院教授の松岡

月 2 回、世阿弥の書き残した「伝書」

心平氏を迎え、能の発生と起源伝承、観

■研究会の概要

は「仏教における瞑想とその展開」の
テーマのもと、アジアの仏教における

■フォーラム

■世阿弥研究会

彼らの相互身体的なやりとりにおいて

■フィールド調査

達成される「学び」モデルを構築する

の演奏は、その場を支えているまさに
ワザであった。

■シンポジウム

淡路島での調査においては、2012年

「ワザとこころ パートⅡ～祇園祭か

を読解することによって、言葉によっ

11月と2013年 1 月、公演事業にむけた

ら読み解く」と題したシンポジウムを

研究会の成果報告として、 2 度のフ

阿弥・世阿弥が生き抜いた時代、能の

てワザを記した世阿弥の思想および文

重要な稽古場面に立ち会うことができ、

行い、祇園祭を主題とした映画上映、

東南アジア上座仏教における 2 つの瞑

ォーラムを行った。沖縄久高島および

表現と創造性について、舞囃子の実演

体を読み解くことを目標としている。

学びを成立させている身体的やりとり

講演、ディスカッションを行った。平

想の系統 samathayanika（「止行者」：

京都の和知および西賀茂から中学生を

をまじえたダイナミックな内容で繰り

世阿弥中期の思想は、一座を率いる興

を明らかにするための豊富なデータを

成23年度の「ワザとこころ～葵祭から

招いて開催した「地元文化自慢授業」

瞑想の広がりについての報告を受けた。

広げられた。観世清和宗家による講演

行主として、また一流の舞い手として、

得た。淡路人形座において、人形遣い

読み解く」に続いて、京都を代表する

および vipassanayanika（
「観行者」
：四

（京都府と共催）、および、「観阿弥生

の後、舞囃子「敦盛」の実演があり、松

謡と舞の「二曲」
、基本の舞である「三

たちは知恵を出し合いながら人形の振

祭り「祇園祭」に込められた「ワザと

禅の境地を体験せずに観に移る）の紹

誕680年・世阿弥生誕650年記念――

岡心平教授の講演および対談を行った。

体」の、いずれに対しても具体的で生

り付けを完成させていくが、その過程

こころ」を探る。研究者、表現者、祭

介、中国における仏教的瞑想の受容と

観阿弥と世阿弥の冒険」であ

き生きとした指南が取り上げられてい

は、彼らの活動の 2 つの軸である「淡

りの担い手が、それぞれの持ち場と観

展開の概説をふまえ、日本の中世にお

る。
「地元文化授業」では、久

る。世阿弥の知恵は、能という 1 つの

路人形の伝統」と「現代にも通じるス

点からテーマに即して問題提起や報告

ける瞑想の受容（良遍、道元を中心と

高中学校の教員による琉球古

する）に関する知見を深めた。

典舞踊「かせかけ」
、中学生に

四禅の境地を体験してから観に移る）、

鎌田繁（東京大学／宗教学、イスラ

よる「あぶじゃーまー」
、琉球

ム神秘主義研究）教授には、
「スーフィ

空手の実演、太鼓を用いたダ

ズムにおける身心変容技法について」

イナミックな「エイサー」が

の題のもと、イスラームにおける身心

実演された。実演の締めくく

変容技法「スーフィー」の 2 つの諸相

りは、会場の参加者を巻き込

（ズィクル dhikr：文句の繰り返し、サ

んでの「カチャーシー」であ

マーウ samā‘：歌・踊り）に関する意

った。次いで、西賀茂中学校

義と可能性を明らかにした。

の生徒による、
「神楽」の舞お

アルタンジョラー（千葉大学大学院）
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遼（こころの未来研究センター上廣こころ学研究部門特定研究員）

よび福島県いわき市立小名浜

をし、ディスカッションを行った。
世阿弥研究会開催記録

開催月

「観阿弥と世阿弥の冒険」

テキスト

キーワード

4月

拾玉得花

序破急、我意分、却来、閑心遠目、体心捨力

5-6月

音曲声出口伝

一調・二機・三声、調子と拍子、同心一曲の感

7月

人形

二曲、三体、序破急に五段、力動風

8 -11月

曲附次第

重聞、無曲感聞、有文音感

12月

風曲集

横・竪、
有文・無文

1-2月

遊楽習道風見

器用、器物、二曲、舞歌、時分の花

3月

五位

妙風、感風、意風、見風、声風

関連論文
鎌田東二「民俗芸能・芸術・聖地文
化と再生」
（稲場圭信・黒崎浩行編『震
災復興と宗教』第12章、明石書店、2013
年 3 月刊）
奥井遼「身ぶりと言葉による『学び』
― 人形遣いのわざ習得場面における
行為空間の記述」
『ホリスティック教育
研究』第16号、2013年 2 月刊
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他者理解に関わる感情・認知機能：2 者の
「関係」
を判断する

コミュニケーションの言語・文化的基盤

𠮷川左紀子（こころの未来研究センター教授）＋ 上田祥行（こころの未来研究センター特定助教）

内田由紀子（こころの未来研究センター准教授）

■印象判断と2 者の
「関係」
の判断

が、複数の人の「関係」を推測するプ

対する「支配性」の印象評価を表情別

■研究目的

顔に含まれているさまざまな情報か

ロセスに関する研究はほとんど行われ

に比較してみると、評定値の高いほう

ら、人はその人物の人となりを推測す

ていない。本研究では、さまざまな表

る。100ミリ秒程度の短い時間でも、人

情で対面する ２ 名の人物のうち、どち

は目の前の人が信頼できるかどうか、

表現の出現頻度が高いが、日本語では

において収集し、日本語における援助

本研究は、科学研究費補助金基盤研

特に目上に対してこのような表現を用

表現の特徴を検討した。上記 ２ つの知

から低いほうへ、怒り、嫌悪、恐れ、

究 B（研究代表者：名古屋大学唐沢穣

いることはタブー視され、実際に出現

見をあわせて、日本語の表現と関係性

中性（真顔）
、驚き、悲しみ、喜びの順

教授）の分担研究として実施している

頻度も低く、かわりに「ペン貸しまし

の認知との関連を検証した。特に「テ

らが「支配的」と見えるか（その場を

となった。怒りや嫌悪の表情を浮かべ

ものであり、コミュニケーションにお

ょうか」という申し出の表現や「ペン

モラウ」
「テクレル」表現とそれにまつ

自分より優位に見えるかどうかといっ

支配しているように見えるか）を 2 択

た人物がもっとも支配性の印象が強く、

ける言語の持つ影響ならびに文化的習

使いますか」のような援助者の行為（ペ

わる認知について分析を進めた。

た社会的判断を行うことができる。こ

で判断する「関係」の推測に関わる課

喜びの表情はもっとも支配性の印象が

慣や価値観がもたらす影響の双方を検

ンの貸与）を前提とした行為質問の表

うした判断をするとき、顔の表情は重

題を用いて、まず、
「 2 者の関係の判断

弱い。ところが、 2 者が向き合う場面

証し、文化心理学と言語学の共同的知

現の使用がみられる。これらの知見を

要な手掛かりになる。たとえば、怒り

は、個々の人物の印象判断の結果の比

で「どちらが支配的に見えるか」とい

見の確立を狙うことを目的にしている。

総合すると、日本語話者は受け手の状

会話表現においては、援助要求表現

の表情は「支配性の強さ」
、微笑んでい

較によってなされる」という作業仮説

う ２ 択判断を行うと、喜び表情が他の

特に、本研究では心理学と言語学の双

況への注意が優勢であり、援助にまつ

は全状況の27.5% でみられたが、願望

る表情は「親しみやすさ」の印象と結

を検討した。

どの表情と組み合わせた場合でも「よ

方から、日本における援助にまつわる

わる会話には意図や願望の確認よりも、

意図の明示は10.9% 程度であった。一

り支配的」と判断され、続いて、中性、

言語表現と、援助者、援助の受け手、

互いが置かれた状況の説明が行われ、

方、援助提供表現は援助者行為表現が

怒り、嫌悪、恐れ、驚き、悲しみの順

そして状況の関係性認知との関連を検

それに基づき援助者は自らが何をする

19.6% で見られたが、願望意図の確認

で支配的と判断される割合が低下し

討する。

べきか察して援助を行うと考えられる。

は2.9% に留まった。互いの状況説明は

びつくことが知られている。
本プロジェクトでは、昨年度から今
年度にかけて、複数の他者の間の「関

■評定課題と２ 択判断
実験では、8 名の女性が怒り、喜び、

係」を判断するときにも、個々の他者

悲しみ、恐れ、嫌悪、驚き、中性（真

に対する印象判断のプロセスが基盤と

顔）の 7 種の表情を表している表情写

１ 人の人物の表情に対する判断と、2

留学生センター吉成祐子氏、こころの

なっているか否かを調べる実験をさま

真を用意し、まずひとりひとりの「支

者が向き合う場面での「関係」を問う

ざまな条件のもとで実施してきた。

配性（dominance）
」の印象を ９ 段階

判断で、喜び表情に対する評価が「も

たとえば、 2 者が向かい合っている

で評価する課題を行った（図 １ A）
。続

っとも支配的でない」から「もっとも

千穂氏である。

場面で、両者が笑顔である場合、 2 者

いて、さまざまな表情で向き合う 2 名

支配的」と180度変化したことは大変

の間に友好的な関係があると推測され

のうち、どちらがより支配的に見える

興味深い。これは、複数の人物の間の

る。では、一方が笑顔で一方が真顔の

か、その場を支配しているように見え

「関係」に関する判断が、個別の人物に

これまでの文化心理学的知見によ

場合はどうだろうか。 2 者の間には、

るかを判断する 2 択課題を、 7 種の表

対する印象の比較に基づいて行われて

情写真のすべての組み合わせを用いて
行った（図 １ B）。

「笑顔の人物が真顔の人物をなだめよう
としている」
「真顔の人物が笑顔の人に
抗議をしている」などさまざまな状況
が想定できる。さらに、どちらがその
場面で支配的な位置にいるかも、２ 人

なお本研究の共同研究者は岐阜大学

た。

■実験結果から分かったこと

ことができる。こう
した「関係」を素早
かは、その場面で適

関係性の認知との関わりをみたとこ

り、北米文化では個人をベースにした

に援助のやりとりにおける言語表現に

ろ、受け手にとっては相手からの援助

いるのではないことを端的に示す結果

契約的対人関係が優勢である一方、日

おいて、受け手の意図確認の有無とい

提供表現があったときにネガティブ感

である。人物間の関係についての判断

本文化においては共有された社会関係の

う点で文化的な差が見られると思われ

情が減じられるが、援助者は援助表現

の背後にある心的プロセスについて、

場の中に個が包括されていると指摘され

る日本語母語話者・英語母語話者の言

をしたときに相手がよりネガティブに

さらに検討する計画である。

ている(Kitayama & Markus, 2000)。援

語行動を検証の対象とした（平成24年

感じてしまうのではと危惧していると

助場面においては、北米では互いの行

度は日本語母語話者で調査を実施）
。調

いう交互作用が見られた。日本語話者

動に際しての相手の意図の確認が重視

査参加者には援助をした場面（もしく

の慣用的表現と関係性の認知との関わ

されるのに対し、日本では状況要因に

はされた場面）について記憶再生の自

りを今後より詳細に検討する必要があ

着目し、相手の意図を自発的に読み取

由記述、その際の認知・感情の評定を

るだろう。

って行動することが必要とされる（Kim

もとめた。具体的には援助場面の描写

et al., 2006; 内田・北山 , 2001）
。実際

と援助者・被援助者の状況、そしてそ

Uchida ら (2008) による日米比較では、

こでなされた会話を記述してもらい、

援助者による援助時の記憶に基づく表

その後、援助行為の最終決定がどこで

月に行われた日本社会心理学会にて発

現は日本ではアメリカよりも受け手の

なされたか、援助のやりとり後の関係

表され、現在は論文執筆を行っている。

状況について精緻化されて多くの記述

性や感情、関係の親しさなどを評定し

内田由紀子・吉成祐子・京野千穂

がみられることが示されている。

てもらった。これにより、言語表現が

（2012）
「援助行動における言語表現と

Faces 10s

until Response

域において、個々人

until Response
Which is
dominant ?

■研究の背景

■対外活動ならびに成果の発表
これまでの調査結果は、平成24年11

関係性の認知に与える影響を検証する

関係性の認知：日本文化における検

いにも対応している。吉成 (2007) によ

ことが可能になる。

証 」 日 本 社 会 心 理 学 会 第53回 大 会

るプロセスに関して

ると、援助者の表現において、英語話

２ ）表現そのものについての言語学的

2012.11.17 筑波大学。

はこれまで多数の研

者では“Do you want to use this pen?”

検証

究が実施されてきた

のように相手の意図や願望を確認する

Daminance ?

の対人印象を推測す
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本においては互いの状況説明→場合に

話の流れが多いことが明らかにされた。

重要な認知的能力で
対人認知研究の領

50% 見られた。これらの結果から、日

関する心理・言語学的検証

が及ぼす影響」の研究を実施した。特

+

ある。

１ ）援助のやりとり時の発話と認知に

時、現在は名古屋大学大学院）の京野

りとりに関する意図確認：確認的発言

Face 5s

切にふるまううえで

未来研究センター研究員（平成24年当

提供表現→了承 and/or 感謝）という会

Fixation 1s

+

く理解できるかどう

了承についての表現も38.4%、感謝が

し出表現の研究」をもとに、
「援助のや

B
Fixation 1s

■調査の方法

よっては援助要求表現（もしくは援助

個々の人物のさまざまな表情写真に

A

52.9% の状況で見られ、援助の授受の

「サポート提供時の認知研究」と「申

の人物の表情を観察
することで推測する

■示唆された結果

図１

実験の流れ。A は支配性の評価課題、B はどちらが支配的に見えるかの比較課題

このような文化差は、言語表現の違

援助にまつわる会話表現を上記調査
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文化と幸福感：社会的適応からのアプローチ

癒し空間の比較研究

内田由紀子（こころの未来研究センター准教授）

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）

■研究目的

きこもりに関連する社会・文化的構造

東日本大震災が幸福感と対人関係に及

日本文化は関係志向的、もしくは相

について、文化心理学による日米比較

ぼした影響について検証し、論文での

互協調的であり、人々が「関係性」を

研究を通じて検討を行う、という 3 点

成果報告を行った。

重視していることが示されてきている。

を検討することを目的としていた。

しかしその一方で、近年の日本におい

社は、相模川下流域に

日本における政治・宗教・文化・観

位置し、方位除・八方

光の中心を成してきた平安京・京都に

徐で全国唯一といわ

形成されてきた寺社や聖地などの「癒

れ、年間参拝者数200

し空間」を、宗教学・資源学・生態学・

万人を超える関東を代

日本における社会構造の変遷と人の

民俗学・芸術学・衣食住文化研究・認

表する神社である。寒

■今後の検討課題

対人関係の難しさとコミュニケーショ

■平成24 年度の研究内容とその
成果

心の変化、幸福のよりどころについて

知科学・認知心理学・臨床心理学など

川神社の近くには、縄

ンの不全が取り上げられることも多く

１ ）企業でのデータ収集と、大規模調

より詳細に検討を行うため、実際に成

の方法を用いながら、総合的・多角的

文時代中期の日本最大

なってきている。

査への準備

果主義を導入してきたような企業にお

に研究を進め、世界各地の癒し空間と

規 模 の1500軒 ほ ど の

ては、
「ひきこもり」など、不適応感や

けるデータ収集を行い、心身の健康と

の比較研究を試み、人に安らぎや崇高

住居跡を持つ岡田遺跡

を検討し、心の健康と文化・社会的適

日本において「個人主義」的な制度を

幸福、そして個人主義的価値観との関

さを感じさせる場の特色とその心的メ

がある。また、縄文時

応に関連する諸分野への貢献を目指

取り入れてきた企業や外資系企業など

連を調べていく方針である。

カニズムを突き止める。

代有数の遺跡である勝

す。さらに、日本文化の中で中心的に

における状況サンプリング調査を実施、

見られる現象だけではなく、個人主義

企業内で感じられている「独立」
「協

多様性・地球地域学・文明環境史の観

的な行動様式を誘発するような組織・

調」それぞれの課題の内容とそこで感

点から見てもきわめて興味深い事例で

十津川＝熊野川）と坪ノ内川に囲まれ

相模の国の一の宮、二の宮、三の宮な

制度についても調査研究を行うことで、

じられる感情経験について具体的に検

あり、そこから抽出された特性は現代

た「坪ノ内」の中心部にある。熊野本

ど、古社や延喜式内社の地質・地形・

人々の心の変化と適応の方法を検証す

討を行った。これらの研究を足がかり

の心の平安を再検討していく際に多大

宮大社の元宮は「大斎原」にあり、そ

生態系・祭祀伝承などを広く見通し、

る。

に、北山忍（ミシガン大学教授・ここ

の示唆と手がかりを与えてくれるだろ

こは熊野川と音無川に囲まれた中州で

関東の大規模な聖地である寒川文化圏

従来の社会心理学・文化心理学は、

ろの未来研究センター特任教授）や

う。人類文明の “ 安心 ”“ 安全 ”“ 安定 ”

あった（明治38年に洪水により現社地

が、いかなる背景のもとで聖地として

集団内の「中心的傾向」を対象とし、

UCLA の Steve Cole 教授とのディスカ

という「平安」の条件や機能を再検証

に移築）
。熊野川河口に鎮座する新宮速

成立したのかを、歴史、民俗のみなら

文化内の分散はあまり考慮に入れられ

ッションをもとに、今後は企業の検診

し、再活用する可能性を示唆できる。

玉大社も、川中島の御蔵島を聖地とす

ず、地質学、生態学などから多角的に

なかった。それゆえに、個々の文化の

と連動させ、生理学的知見、遺伝子多

る。

分析し解き明かすことを試みた。

中で生じる適応・不適応がどのような

型の解析、さらには遺伝子発現のデー

形で表れるのか、またそのような文化

タとあわせて、企業内の個人主義的制

の中心にはいない人たちの心理傾向に

度が従業員の健康にもたらす影響につ

ついては明らかにされていない。適応

いて検証する大規模かつ包括的なプロ

感や不適応感を導く文化内の分散・個

ジェクトを実施することができた（こ

人差を考慮に入れた実証データの提示

のプロジェクトは平成25年からの基盤

を試みることにより、より多層的な幸

研究 B として採択された）
。

福感の有り様を明らかにする。さらに

２ ）ニート・ひきこもりと動機付けに

本研究では若者の幸福感と不幸せ感

一橋大学の阿久津聡教授を中心に、

平成22年度までのプロジェクト「青年

ついての考察を深め、書籍『
「ひきこも

期の社会的適応：ひきこもり・ニート

り」考』
（河合俊雄・内田由紀子編、創

の文化心理学的検討」を継承し、実際

元社）を出版した。さらに、ニート・

に社会で起こっているさまざまな心の

ひきこもりリスクの高い人における表

問題へのアプローチを視野に入れる。

情認知課題としても実験を進め、研究

本研究は、１ ）学生を対象に、コミ
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■癒し空間の特色

発表を行った。

ュニケーション、自己価値の置き方、

３ ）幸福感について心理学のみならず

感情表出等を検証し、これらと幸福感・

経済学や社会学の関係者とのディスカ

不幸せ感の関連を調べる、２ ）企業に

ッションを重ね、
「持続可能性と幸福

勤める一般社会人を対象に、幸福感や

度」研究会を立ち上げた。研究代表者

遺伝子発現に表れる炎症反応などを調

は内閣府の幸福度に関する研究会委員

査し、
「個人主義的価値観」が心身に与

としても活動し（2010－2013年）
、現

える影響を精査する、３ ）ニートやひ

在日本の幸福の指標のあり方ならびに

癒し空間の比較研究は、資源・循環・

■神社の類型と防災拠点

坂遺跡も近くにある。

神社の構造（原田憲一氏作成）

本プロジェクトでは、

おお ゆの はら

また、防災拠点として見たときに、

衛星データに基づいて、延喜式内社

河合俊雄・内田由紀子編『
「ひきこもり」考』
（創元社）

神社の多くは、水のある環境に建て

神社の構造や機能は注目に値する。な

の立地条件を時代毎の海水準に照らし

られている。ここでは、それらを「川

かには、地震や津波、洪水などの災害

合わせたところ、寒川神社が建てられ

社会の変化

中島」
、
「海中島」
、
「湖中島」
、
「池中島」

を指し示すランドマークとなっている

ている位置が、西暦500年代では湾に

の四つの類型を用いてその特徴を捉え

ものも多く、神社の名称から安全な聖

面していたこと、5000年前においては

た。たとえば、京都の下鴨神社、上賀

地と危険な聖地の識別が図られている。

海の中であったことが推測された。な

茂神社などは「川中島」
、安芸の宮島の

また、参道・境内・社叢からなる神社

お、現在では内陸に位置している。

厳島神社、江ノ島神社、大三島神社（地

の構造は、被災軽減をもたらすものと

先の島、全国の弁天島）は「海中島」、

なっている（上図：原田憲一氏作成）。

― 寒川神社と相模国の古社』
（鎌田東

琵琶湖の竹生島・多景島などは「湖中

ほかにも、神事を通じての共同体意識

二編著、創元社、2012年 3 月刊）とし

島」、木島神社などは「池中島」であ

の醸成（祭りと直会）
、災害教訓の伝承

て発表された。

る。
「川中島」を詳しく見てみると、下

と減災の工夫（津波てんでんこ）
、被災

鴨神社の場合、糺の森と河合神社と本

後の相互扶助など、神事を通

殿が、東の高野川と西の賀茂川に囲ま

じての鎮魂と慰撫が図られて

れ、さらに、東の瀬見の小川と西の泉

いる。

●

雇用システムの変化：社会の流動性
の高まり

●

アメリカ的
「個人主義」
の価値観の導入

●

流動性と競争社会の個人主義化で

「努力すればかなう」という神話や
「学校から会社への場つなぎ」が崩れる
●

日本人の人間関係のベースは「場」
や

「役割」→それが失われると、居場所がな
くなる

ニート・ひきこもり
日本におけるひきこもり：推定70 万人（内閣府、2010）
●10 代後半〜40 代まで
●長期化するケースも
●

個人的要因
家庭・学校など身近な環境要因
社会構造・経済的要因

それらの成果は『日本の聖地文化

川に囲まれていることが分かる（二重
の賀茂川の畔に、東の御物忌川と西の

■癒し空間としての「寒川
神社」

御手洗川に囲まれている。天河大辨財

「癒し空間の総合的研究プ

天社は、孔の開いた巨大な磐座の上に

ロジェクト」の要の位置付け

鎮座し、その「琵琶山」は、天ノ川（＝

にある相模国一之宮・寒川神

の川中＝水垣）
。上賀茂神社本殿は、西

西暦500 年代の相模湾沿岸部の推定（中野不二男氏作成）
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発達障害へのプレイセラピーによるアプローチ

発達障害の学習支援・コミュニケーション支援

河合俊雄（こころの未来研究センター教授）

小川詩乃（こころの未来研究センター共同研究員）＋ 𠮷川左紀子（こころの未来研究センター教授）

■発達障害とプレイセラピー

考えられた。検査態度については、変

発達障害に対しては、具体的なスキ

ントはどのように異なるのか、につい

化あり群と同様の変化がみられた。

ルの獲得を目標とした療育やガイダン

て発達検査とセラピーのプロセスから

③プレイセラピーのプロセスの検討

もは増加傾向にあるが、診断を受けた

ス、さらには適応的な行動パターン確

検討する。本研究は、訓練を受けた専

続いてセラピーの内容を検討した。

後の支援体制が整っていない。早急に

立を目指した行動療法的アプローチが

門家・大学院生によりプレイセラピー

プレイ開始前の子どもには、境界や焦

中心となりつつあり、プレイセラピー

が行われるため、研究自体が支援の一

も含めた心理療法はあまり有効ではな
いとの見方もある。しかし、心理臨床
の現場からは心理療法の成果が多く報

に大きな特色がある。平成24年度まで

告され、広く発達障害的な問題を抱え

に、15名の子どもを受け入れている。

ーが奏功することが示されてきた。本
プロジェクトはそれを受け、成功事例

近年、発達障害の診断を受ける子ど

個人毎に分析して、さらなる支援につ

るのに対し、支援開始から回数が少な

なげていきたい。

い保護者は現状の回数（ 2 カ月に 1 回）
におおむね満足しているようであった。
また2012年度は、前年度に比べて月 1

支援体制を確立し、１ 人でも多くの子

■支援頻度の調整と保護者へのア
ンケート

点のなさ、対象や他者の曖昧さ、分離

どもを早期から支援することが求めら

基礎研究の実施に伴い研究協力者の

「月に １ 度くらいは通わないと忘れて

環であり、同時にそれが実証的研究デ

や不在の受け入れられなさなど、共通

れている。一方、発達障害を対象とし

人数を増やすとともに、１ 名あたりの

しまう、ペースがつかみにくい」など

ザインによって強化されていくところ

した特徴がみられた。

た研究は近年増えてきているが、まだ

支援頻度を少しずつ減らしてきた（表

の意見があったが、対応の内容として

プレイセラピーが始まると、面接の

発達障害の支援に資する基礎研究は少

1）
。それに伴い、子どもへの支援では

は「定期的に子どもの様子をみてもら

枠組み、セラピストの存在とそこでの

ない。これは、多くの研究者が、実験

「苦手なことができるようになる場、保

うことで、現時点での子どもの状態が

関係、２ 人で取り組む具体的な作品な

場面という限られた一面でしか発達障

護者以外にほめてもらえる場」だけで

分かり、次の教室までの支援のアドバ

どが、定点や参照点として機能し、子

害児・者をみていないためである。

はなく「悩みを共有し対策を一緒に考

イスが得られる（月 1 回希望）
」
、
「この

本研究プロジェクトは、発達障害の

える／方法を提案することにより、子

頻度で話し合いながら、改善点を考え、

るクライエントに対してプレイセラピ

■発達指数とプレイセラピーのプロ
セスの検討

どもはそれらを枠にしながら内的な軸

回の希望者が増えた。その理由として

を形成していくことが示された。また、

子どもを対象にした継続的な学習支援

ども自身が工夫できるようになる」こ

家庭や他の教育機関に反映させるので

理療法が有効であるのか、そのエッセ

子どもの発達にどのような変化が見ら

分離・分化のテーマがしばしば展開さ

の実施を通して子ども・保護者との信

とを目指した指導を意識するようにな

良いと思う（ 2 カ月に 1 回希望）
」など、

ンスをつかむことを目指してきた。そ

れるのか、新版 K 式発達検査を用いて

れたが、これは子どもの混沌とした世

頼関係を築き、その関係をベースに実

った。また、保護者とは「困っている

保護者の意識としても、少しずつ “ 支

して、象徴解釈とは異なる視点から心

検討した。平成23年度までに ６カ月間

界に自—他・内—外の境界を生じさせ、

験的な基礎研究を行っている。これに

ことを共有し、対策を一緒に考える」

援を受ける場 ” から “ 子どもへの対応を

理療法のプロセスを捉え、「主体の発

のプレイセラピーが終了した子ども ９

内面の成立をもたらすことと関係して

より、発達障害の支援に役立つ基礎研

ことを意識してきた。こうした支援体

一緒に考える場 ” に変化しているよう

生」に立ち会うという視点の有効性を

名のうち、発達障害と認められたのは

いるようだった。これらは、発達検査

究の実施が可能である点に特色がある。

制に関する保護者の意見を把握するた

に感じている。

呈示してきた（河合 , 2010）
。このよう

６ 名であった。プレイセラピー前後の

における、自他を区別しつつ他を取り

な観点は、これまで臨床事例研究とい

発達指数に 1 SD 以上の差があるものを

入れる［模倣］
、自らを軸に対象を把握

う方法で専門家に発信される場合が多

変化しているとみなし、個人内で検査

し、その差異を判断する［語の差異］

2007年11月から発達障害の子ども

かったが、社会的関心が高まった現在、

結果の比較を行った。

［比較］、見通しを立てる［財布探し］

を対象として継続的な学習支援・コミ

の検討を重ねるなかで、どのような心

６ カ月間のプレイセラピーを経て、

■これまでの経緯

発達障害への心理療法の有効性を広く

①変化あり群

などの抽象課題や、
［姓名］
［性の区別］

ュニケーション支援に取り組んできた。

社会に発信していくことが必要であろ

プレイセラピー前後の K 式発達検査

などの自己像に関する課題の通過とい

プロジェクト開始当初は、 7 名の子ど

の結果において、1 SD 以上の差がみら

う能力的発達へもつながっていた。こ

もを対象に週 1 回のペースで、読み書

そこで、本プロジェクトでは、医学

れたのは 4 名であった。また、 2 事例

のことは、子どもの心理的な構造の変

きを中心とした学習指導をすることに

研究科・十一元三教授らと連携し、発

では、数値の上昇に伴って領域間の数

化と能力的な発達がそれぞれ別の側面

より、支援のノウハウを蓄積した。そ

達障害の子どもへのプレイセラピーの

値のばらつきが少なくなっていた。検

で起こるのではなく、相互に関連した

の過程を通じて、初歩的な「かな」の

効果を実証的に明らかにする調査研究

査態度についても、開始前の検査では

動きであることを示唆していると思わ

学習教材がないことから発達障害の特

を行っている。実践に基づきながら、

出来ない課題に積極的に取り組みにく

れる。

性に合わせた教材を開発した。その結

これまで不足していた定量的知見を提

かったのに対して、 6 カ月後の検査で

示することで、より広範囲に心理療法

は自発的に答えようとしたり、出来な

う。

果、個々の発達障害の子どもの特徴に

■今後の展開

合わせた支援が可能となり、支援を通
したラポール（信頼関係）形成により、

の意義を発信し、発達障害への援助体

いながらも試行錯誤するなどの変化が

本プロジェクトではセンターウェブ

制の確立に貢献したいと考えている。

みられた。また、独り遊びを行ってい

サイトを通じて研究協力者を募集して

認知的特徴を検討する基礎研究に取り

た子どもが検査者の模倣を行うなど、

いる（
「センターからの募集」よりメー

組むことができた。一例をあげると、

他者との関わりという側面でも変化が

ルにて申し込み）
。発達障害へのプレイ

共同研究員の磯村朋子は、自閉症児を

みられた。

セラピーの効果を多面的に測定し、そ

対象に怒り顔に対する選択的注意につ

■臨床実践に基づく実証研究
本研究はセンター内プレイルームで
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■研究の背景と本プロジェクトの特色

い子どもとではプレイセラピーのポイ

のプレイセラピー実践がもとになって

②変化なし群

れを裏付けをもって示すことで、どの

いて研究を行い、自閉症児が発達とと

いる。６ カ月間のプレイセラピーにお

発達指数やプロフィールの形に変化

ようなタイプの発達障害にどのような

もに怒り顔に対する感受性を獲得して

め、支援の頻度に関する希望を問うア

今後も多様な視点を取り入れて、継

ンケートを行った（図 1 ）。2011年度

続的な支援を実施するとともに、発達

は、週 1 回の頻度で支援を受けたこと

障害の支援に役立つ基礎研究を展開し

のある保護者はより多くの支援を求め

ていきたい。

表1

各年度における参加者数と支援頻度
年度

2007-2008

2009

2010

2011

2012

支援頻度 *

週1回

週1回

月1回
または月 2 回

平均して
2 カ月に 1 回

平均して
2 カ月に 1 回

研究協力者
人数

7

23

30

34

37

＊遠方に住む等の事情がある場合には調整をした

14

週1回

12

月2 回

10

月1 回
2 カ月に 1 回

8

長期休み集中

6

その他

4

無回答

2
0

2011 年度（ 14 名）

2012 年度（13 名） 2011 年度（17 名）

週 1 の頻度で支援を受けた経験のある保護者

いて、⑴プレイセラピーの前後で子ど

がみられなかった 2 例では、母子分離

プレイセラピーが有効であるかを明ら

いる可能性を明らかにした。現在では

もにどのような変化が生じるのか、⑵

など、変化あり群よりも基礎的な課題

かにしたい。

プロジェクト内でさまざまな認知実験

＊重複回答あり

発達障害の子どもと、発達障害ではな

に取り組むプロセスに時間を要したと

を行っており、今後はそれらの結果を

図1

2012 年度（20 名）

週 1 の頻度で支援を受けた経験のない保護者

支援の頻度に関する希望を問うアンケート調査の結果
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こころ学創生：教育プロジェクト

東日本大震災関連プロジェクト―こころの再生に向けて

𠮷川左紀子（こころの未来研究センター教授）

鎌田東二（こころの未来研究センター教授）

■こころの科学集中レクチャー
2012年度のこころの科学集中レクチ
ャーは、
「こころの謎：社会生態学的ア

講義 ３ （大石繁宏先生）
「社会生態学的心理学とは何か？」

れる行動傾向を検証する実験研究につ
いて紹介する。
講義 ６ （山岸俊男先生）
「社会秩序と文化：社会的ニッチ構築

■こころの再生に向けて

自分であるが、亡くなった方々に思

の役割と課題」では、福島の現状につ

平成23年 3 月11日、東日本大震災と

いを向けるために、少しでもその日

いて、復興の遅れに関するエピソード

いう、未曾有の事態が発生した。地震・

の状態の冷たさや痛さを感受しなが

が紹介されるとともに、宗教者の立場

津波・原子力発電所の事故という 3 つ

ら、その時を迎えたいという思いが

から心のケアの重要性が強調された。

プローチと脳神経科学からの挑戦」の

社会生態学的心理学は、これまでの

テーマで2013年 3 月 １ 日から 3 日まで

ラボ中心の実験心理学ではなかなか捉

アプローチ」

の要素による複合的かつ甚大な影響を

消えなかった。凍りつきそうになり

島薗進氏（東京大学教授）による報告

の 3 日間実施された。今回で 4 年目と

えにくかった社会というマクロで遠隔

間接互恵説から導かれる社会秩序の

もたらす災害を経験したことで、日本

ながら、4 ～ 5 分、海に入ったが、限

「宗教者災害支援連絡会の活動15ケ月

なる集中レクチャーの講師は、山岸俊

かつ複雑な変数がいかに人のこころに

あり方を集団主義的秩序、また司法制

における幸福感のあり方、社会関係の

界だった。ガチガチに震え、浜に上

を振り返って」では、宗教者災害支援

男先生（玉川大学：社会心理学）
、大石

影響を与えるのか、また人のどのよう

度の確立により生み出される社会秩序

あり方は、被災地はもちろんのこと、

がってからも震えは止まらず、服を

連絡会の活動を中間的に振り返った上

繁宏先生（バージニア大学：社会心理

な心性がさまざまな社会システムを築

のあり方を個人主義的秩序として理解

その他の地域においても変化したと考

着ようとしても、うまく指が動かな

で、高野山足湯隊の活動を取り上げ、

えられる。本研究プロジェクトでは、

かった。こんな指先で、何かにつか

学）と、コーディネータの北山忍先生

く布石となるのかを明らかにする。文

し、それぞれの下での適応行動の性質

（ミシガン大学：文化心理学）である。

化心理学や進化心理学との相違点も念

と、適応行動を促進する心理機序の性

山岸先生と大石先生は、人間の社会行

頭に置きながら、社会生態学的心理学

質として心の文化差を分析する。

動と環境の相互作用について「社会的

から解き明かされるこころの謎を検証

ニッチ構築」（山岸先生）、「社会生態

する。

学」
（大石先生）というマクロな観点か
ら講義し、北山先生は文化が提供する

講義 ４ （大石繁宏先生）
「幸せ：社会生態学的考察」

まることもできなかっただろう。無

と実践の研究」を研究題目とし、宗教

念の中で、亡くなっていった方々、

学・民俗学的アプローチにより、東北

押し流されていった方々の気持ちや

災後の 1 年間の出来事や活動を振り返

■こころの科学集中レクチャーの特長

大学の鈴木岩弓氏が事務局の「心の相

思いをどう受け止めればいいのだろ

りつつ、確認・整理・未来展望を行っ

こころの科学集中レクチャーは、学

談室」
、島薗進氏が代表の「宗教者災害

う」（鎌田東二記）

た。

部や大学院で開講されている通常の集

支援連絡会」、稲場圭信氏が共同代表

中講義とはまったく異なる構成で行っ

の「宗教者災害救援ネットワーク」な

ャ哲学最盛期以来、人類にとって永遠

ている。3 日間 3 名の講師が 1 日交替で

どとの連携を保ちながら、 1 ．伝統文

研究会の成果報告として、 2 度の研

概要とその可能性について講義した。

のテーマである。近代経済学の立役者

それぞれの研究テーマについて講義し、

化の心と体のワザ（瞑想・武道・気功

究会「宗教者災害支援連絡会第 ９ 回情

それぞれの講師の講義概要（抜粋）は

であるベンサムやミルも、国民の幸せ

その内容について、講義ごとに 3 名の

など）を活用したメンタルヘルスケア、

報連絡会」
（代表：島園進）
、
「被災地の

下記のとおりである。

を最大化することが国家の目標である

講師の間でディスカッションするとい

2 ．伝統文化および民俗芸能・芸術、

こころときずなの再生に芸術実践が果

べきであり、そのために政策や法律も

う形式である。学会の講演などとは違

聖地文化・癒し空間を活用した復興と

たしうる役割を検証する基盤研究」

設定するべきであると説いた。心理学

い、講義では研究の背景や実験の苦労

再生、3 ．脱原発社会の社会デザイン・

（於：京都造形芸術大学、12月23日）
、

でも1980年代より幸せについての実証

話、研究に取り組む姿勢まで含めた「こ

世直しのありようを模索していく。

研究が本格的に始められるようになっ

こでしか聞けない話」が展開する。講

文化神経科学の概要と理論的枠組み

た。本講義では、幸せにとって重要な

師の間のディスカッションが時に白熱

を説明し、自己知覚、動機付け、感情

社会環境についての研究を紹介する。

する議論になるのも、通常の集中講義

「文化神経科学とは何か」

制御に関する近年の比較文化的研究を
紹介する。同様の分析を用い、怒りと

講義 ５ （山岸俊男先生）
「偏狭な利他主義：社会的ニッチ構築

にはない特長である。
「どの講義もすごく刺激的で、聞いて

および 2 度のシンポジウム「こころの
再生に向けて」
（於：京都大学こころの

■フィールド調査

未来研究センター、 7 月11日）、
「東日

2012年度は、3 回のフィールド調査

本大震災と宗教者・宗教学者」
（於：東

を行った。訪問時期・地域は表のとお

北大学、2013年 3 月 2 日）を行った。

りである。
なお、 3 月11日の14時46分頃から、

7 月11日のシンポジウムでは、 4 名
から基調報告を受け、議論を行った。

その発現の機序の文化的相違を検討

アプローチ」

いて興奮してくるのを感じました」
「去

し、とくに近年日本で問題化している

人間は、社会的適応環境への適応行

年参加したときよりも話についていけ

身を投じたフィールド調査および追悼

黒崎浩行氏（國學院大學准教授）によ

「いじめ」や「体罰」の問題を考察す

動を通して、その環境自体を集合的に

るようになった。もっと勉強したいと

として、雄勝町の荒浜の海に入って

る報告「被災地の神社と復興の過程」

生み出し、維持している。このプロセ

いうモチベーションにつながる経験に

「禊」を行った。3 月の東北の海は非常

では、神社の被災状況のデータ紹介を

スを社会的ニッチ構築と呼ぶ。講義で

なった」
「研究内容にとどまらず、それ

に冷たく、津波によって海に飲まれる

はじめ、被災地住民の支えとしての神

は、この社会的ニッチ構築の観点から、

ぞれの研究者のスピリットのようなも

ことのどうしようもなさを身で感じる

社の働きなどが話題となった。一条真

偏狭な利他主義（parochial altruism）

のも端々にみることができた」
「他の受

こととなった。その際の記述は以下の

也氏（株式会社サンレー社長・北陸大

化神経科学の可能性を探る。まずこれ

の分析を行う。人間の協力行動や利他

講生と交流する時間を設けていただけ

とおりである。

学客員教授）による報告「東日本大震

までの行動実験の成果を概観し、文化

行動を説明する理論構築は、大きく集

た点も情報交換になり良かった」
。受講

「この日、追悼の思いを、自分の体

災とグリーフケアについて」では、大

的要因の効果を検討する。次いで認知

団淘汰説と間接互恵説とに分けられ

生のアンケートから、レクチャーの熱

の痛みを通して、少しでも感受・感

震災後における葬祭事業者の経験の紹

的不協和を構成する脳メカニズムを検

る。どちらがより妥当な説であるかは、

気が伝わってくる。毎年、オーガナイ

得することなしに、ぬくぬくとした

介を中心として、遺族の心のケア、サ

討し、遺伝的要因と文化的要因が脳を

人間の作る社会の性質と人間の社会性

ザーを務めてくださる北山忍先生に心

ところで、コートを羽織って、祈る

ポートの実践例などが紹介された。玄

媒介してどのように判断、好み、態度

を理解するうえで極めて重要な意味を

からお礼を申し上げたい。

ことはできないと思っていた。何も

侑宗久氏（福島県三春町福聚寺住職・

などの行動に影響を及ぼすかについて

もつ。講義ではこれらの説から予測さ

できない、どうすることもできない

作家）による報告「福島の現在と宗教

る。
講義 ２ （北山忍先生）
「認知的不協和の脳神経科学」
講義 １ をふまえ、認知的不協和の文

た。
それらを踏まえながら、東日本大震

■フォーラム

幸せは、紀元前 4 ～ 5 世紀のギリシ

化脳神経科学という新しい研究分野の

講義 １ （北山忍先生）

「傾聴すること」の大切さが強調され

「震災後の宗教の動向と世直しの思想

外的条件が脳の機能面とをつなぐ、文

■講義概要
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議論する。

2012年度フィールド調査

第 １ 回調査
5/1

青森・八戸市～岩手・久慈市

5/2

～岩手・釜石市

5/3

～宮城・気仙沼市

5/4

～宮城・石巻市雄勝町

5/5

～宮城・仙台市

5/6

～福島・南相馬市

第 ２ 回調査
8 /24

宮城・名取市閖上～宮城県
石巻市雄勝町

8 /25

～宮城県気仙沼市

8 /26

～岩手県釜石市

8 /27

～岩手県遠野市

第 ３ 回調査
3 /10

仙台市若林区荒浜～七ヶ浜
～塩竈神社～気仙沼市陸前
階上地福寺

3 /11

宮城・石巻市雄勝町～女川
町～石巻市北上町

3 /12

宮城・気仙沼市大島～岩手・
陸前高田市～大船渡市

3 /13
-14

岩手・宮古市～釜石市～大
槌町～山田町～野田村～久
慈市～青森・八戸市

55

研究プロジェクト

研究プロジェクト

研究プロジェクト

察するコミュニケーションと表すコミュニケーション

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

宮本百合（ウィスコンシン大学マディソン校准教授）

増田貴彦（アルバータ大学心理学部准教授）

■本研究の目的

れた判断をしていることがわかった。

の文化差を生み出す源泉の １つと考え

を判断する際に、日本人は欧米人にく

また、評定の理由について、特に背景

ることも可能であろう (Wood, Bruner,

誘発されるには、当該の文化にある程

らべ対象となる他者をとりまく周辺人

情報について言及した発話の数を従属

& Ross, 1976)。

度慣れ親しんでいる必要があることも

物の表情にまで目を向け判断に取り入

変数とした文化×年齢の分散分析を行

面を読んで、①自分が送り手であった

示唆される。日本人がいきなりアメリ

れる傾向が報告されている(Masuda, et

ったところ、先の評定値の結果と一貫

このようなコミュニケーションは、非

ら、自らの気持ちや意図をどのくらい

カの非言語的コミュニケーション場面

al., 2008; 2012)。しかしながら、こう

して、 7 － 8 歳児では、カナダおよび

このプロジェクトでは、他者とのき

言語的コミュニケーションと呼ばれて

積極的に表したと思うかと、②自分が

を経験しても、自らの意図を表すよう

した文化特有の認知パターンが発達の

日本とも背景への言及量は少なく、そ

ずなを構築するうえで、人間にとって

いる。心の未来研究センター内田由紀

受け手であったら、送り手の必要性を

にはならず、またアメリカ人が日本の

どの段階で形成されるのか、また文化

こに文化差は見いだされないのに対し、

重要な「他者の気持ちを察する能力」
、

子准教授とウィスコンシン大学大学院

どのくらい察したと思うかを、１（全

非言語的コミュニケーション場面を経

特有の認知のパターンの形成に保護者

9 －10歳児では、日本の児童のほうが

また文化的に形作られた意味体系を、

生アマンダ・エゲンと私は、非言語的

然）から ７（非常に）の尺度を用いて

験しても、相手の必要性を察するよう

はどのように関わっているのかについ

カナダの児童よりも背景情報について

「保護者が子どもたちへ伝える能力」
、

コミュニケーションの目的の文化差に

評定した。

にはならないということであり、異文

ては、わずかな研究例を例外として

より多く言及する傾向が見出された

「子どもたちが保護者から学ぶ能力」に

図 １ に示されているように、アメリ

化間コミュニケーションにおける、非

（Imada, et al., 2012）
、いまだ十分なデ

現することが重視されている欧米では、

カ産の場面は日本産の場面よりも、自

言語的な側面の習得の難しさを示唆し

ータはない。本プロジェクトでは、以

自らの意図や感情を他者に対して明確

らの意図や気持ちを積極的に表す心的

ているとも考えられる。

上のような問題に答えるべく、小学生

に「表す」ことが非言語的コミュニケ

傾向を促進していたが、そのような促

今後はさらに、異なる非言語的コミ

ーションの主な目的であると考えられ

進傾向の違いはアメリカ人参加者にお

ュニケーションが関係性に与える影響

る。一方、相手や周りに自分を合わせ

いてのみ見られていた。また、図 2 に

についても検証していく予定である。

ることが重視される日本では、他者の

示されているように、日本

意図や気持ちを「察する」ことが非言

産の場面はアメリカ産の場

た日常的な非言語的コミュニケーショ

各文化の非言語的コミュニケーション

近年、文化心理学では、他者の表情

コミュニケーションを行う際、人は

ン場面の中から無作為に抽出した各文

場面において必要とされる心的傾向が

言葉だけでなく、表情・身振り・状況

化80個の場面をそれぞれの言語に翻訳

などの手がかりも用いてお互いの感情

し、参加者に提示した。参加者は各場

や意図を伝えあい、理解しあっている。

面よりも、相手の必要性を

あると考えられる。

察する心的傾向を促進して
いたが、そのような促進傾

言語的コミュニケーションの目的を反

向の違いは日本人参加者に

映して、非言語的コミュニケーション

おいてのみ見られており、

において用いられる手がかりが文化間

アメリカ人参加者において

で異なることがわかってきた。平成24

は、むしろ逆の傾向が見ら

年度の調査ではさらに、文化間で異な
することで、異なる心的傾向が促進さ

■まとめ
上記の結果から、アメリ

ュニケーションに参加すると、自らの

カの非言語的コミュニケー

意図や気持ちを積極的に表す心的傾向

ションに参加すると、自ら

が促進されるのに対して、東洋の非言

の意図や気持ちを積極的に

語的コミュニケーションに参加すると、

「表す」心的傾向が促進され

相手の必要性を察する心的傾向が促進

るのに対して、日本の非言

されると仮説を立て、それを検証する

語的コミュニケーションに

ために日米で調査を行った。

参加すると、相手の必要性
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いう可能性を示唆している。では、こ

だろう。また将来的には、臨床レベル

うした認知パターンの違いはどこから

での個人差研究（例：ニート・ひきこ

ナダ人）の ７ 歳から10歳までの児童を

生まれるのだろうか？

日本およびカ

もり傾向の高い人々、自閉症傾向のあ

対象とした。参加児童は、
増田ら
（2008）

ナダにおいて 7 － 8 歳の親子を対象と

る人々との比較など）へ研究を発展さ

の用いた ５ 人の人物のアニメーション

して現在行っている継続研究では、そ

せていく可能性も考えられるだろう。

5.4

画像を見た後（図 １ ）
、画面の中心人

れぞれの文化の保護者が子どもに対し

5.2

物の喜びの度合い、および悲しみの度

て文化特有の認知パターンと対応した

合いを評定し、なぜそのような評定を

語りかけをしていることが示されてい

したのか、その理由を述べた。

る。このことから、ブルーナーらの論

アメリカ産
日本産

5
4.8
4.6

■方法

じる「足場かけ」――子どもが文化的

4.4
4.2
4

図１

■結果
アメリカ

日本人

アメリカの非言語的コミュニケーションは自らの

意図を「表す」傾向を促進するか？

6

うれしい顔の中心人物が ４ 人のうれし

が生じた不一致画像（例：うれしい顔

5.4

景人物に囲まれた画像）が用意された。

5.2

これら表情一致画像と表情不一致画像

5
4.8

の差分を従属変数とした、文化×年齢

4.6

の分散分析の結果、7 － 8 歳児では、カ
ナダおよび日本とも、中心人物の感情

4.2

ウィスコンシン大学のアメリカ人学

そのような心的促進傾向

生と、京都大学の日本人学生を対象と

は、それぞれの文化の中で

した比較調査を行った。以前の調査に

暮らしている人においての

図２

おいて日米の大学生に記述してもらっ

み見られていた。ここから、

性を「察する」傾向を促進するか？

アメリカ

日本人

日本の非言語的コミュニケーションは相手の必要

判断の際に、背景の人物の表情の影響
はほとんど見られないのに対し、 9 －
10歳児では、日本の児童のほうがカナ
ダの児童に比べ、背景情報を考慮にい

Canada
Japan
1.00

0.50

0.00

と、中心人物と背景人物の表情にずれ
の中心人物が ４ 人の悲しい顔をした背

4

ミュニケーションスタイル ― が認知

と中心人物の表情が一致した画像（例：

5.6

4.4

進されると言える。ただ、

実験課題画像は、背景の人物の表情

学習をする場を親が提供するというコ

1.50

い顔をした背景人物に囲まれた画像）
アメリカ産
日本産

5.8

を「察する」心的傾向が促

■平成24 年度の調査内容

を示すかどうかを検討する必要がある

5.6

察する程度

れるか検証した。欧米の非言語的コミ

パターンは、９ 歳以降に形成されると

5.8

る非言語的コミュニケーションに参加

との共同作業を経験したのち、親のい
ない場面でも文化特有の認知パターン

6

れていた。

■考察
今回の実験結果は、文化特有の認知

を対象とした研究を行った。

日本およびカナダ（ヨーロッパ系カ

表す程度

これまでの我々の研究において、非

親の発話の影響をうけた子どもが、親

Judgment Discrepancies

語的コミュニケーションの主な目的で

焦点を当てていた。今後の研究では、

（図 ２ ）。

Numbers of Background Accounts

注目して研究を行っている。自己を表

■まとめ
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2013 年夏のこころの未来研究センター滞在

関係の協調性を示唆してくれる重要

こうしたお祭りはなかなか簡単に知

フィールド以外の先生から指導をい

な機能をもつと考えています。また、

ることはできないものです。燃えた

ただける機会は学際的思考を高め、

2013年夏のこころの未来研究センター滞在

サポートを受け取ることだけではな

護摩木を用意する僧侶たちの姿は印

新たな研究のアイディアをもたらし

く、提供することがもたらす健康へ

象深いものでした。

てくれました。また、福島慎太郎さ

の効果も検証しようとしています。

私は毎日部屋の窓から大文字を眺

ん、市村賢士郎さんのアシストがな

キンバリー・ボーウェン（ユタ大学心理学部大学院）

研究では参加者（日米それぞれ40

めていました。五山の送り火に「大」

ければ実験を実施することはできま

名程度ずつ）に 2 週間にわたり、毎

の文字が浮かび上がる。それは「さ

せんでした。ゼミ生の荻原祐二さん、

日のサポートの授受、身体症状、自

ようなら」にふさわしいものでした。

富永仁志さん、イゴア・アルメイダ

尊心、社会関係、幸福感などを回答

お盆がおわり魂が離れていく。山の

さんにもたくさんのサポートをいた

してもらいました。現在、データの

火が、魂の道標となる。私も京都に

だきました。

分析を行っているところです。

さようならを告げる時であることを

Kimberly BOWEN

私はユタ州ソルトレークシティー
にあるユタ大学心理学部で大学院の

感じ、寂しさが訪れました。

4 年目を迎えています。私は社会・

日常生活

健康心理学のコースでバート・ウチ
ノ教授の指導の下に研究活動を行っ
ています。2013年の夏の 3 カ月間、

んをはじめとするセンターのスタッ
フの皆様。初めての国に行くのは誰

おわりに

しも不安がありますが、皆様のサ
ポートのおかげでスムーズに京都で

梅雨、そして蒸し暑い夏の滞在と

京都大学こころの未来研究センター

いうことで、私の家族には「なぜ紅

学術振興会サマープログラムのオ

の生活をはじめることができまし

内田由紀子准教授のもとで博士論文

葉や桜の時期にいかないの？」と聞

リエンテーションで聞いた「年が経

た。滞在を可能にしてくださった

研究を実施する機会に恵まれまし

かれました。しかし私は夏に京都を

つにつれ、奨学生たちはこの夏の機

JSPS, National Science Foundation,

た。これは日本学術振興会のサマー

味わうことができたことを幸せに

会は自分の人生を変えるものだった

Pacific Summer Institute にも感謝し

プ ロ グ ラ ム と ア メ リ カ の National

思っています。歴史的遺産と、躍動

と感じるようになる」という言葉を

ます。プログラムがこれからも続い

Science Foundation が行っている国

的な夏の息吹。鴨川縁を自転車で走

思い出します。とても良い言葉だと

ていき、多くの院生たちに機会が提

際交流事業の一環です。

りながら、木々のセミの鳴き声を耳

思いませんか？

供されることを願います。そして指

にし、疎水の蛍を眺める。京都は自

理的・批判的思考を学んでいた私は、

導教官であるユタ大学のバート・ウ

功を得るためには何が不可欠だと思

転車で味わうべき街だと感じました。

正直に言って「何を言ってるんだ？」

チノ教授には、このように人生を変

うか？」という質問をすれば、みな

幸いにしてお祭りや花火大会が映

と感じました。 3 カ月で人生が変わ

えるような経験をすることを許可し
てくださったことに感謝します。

アメリカの院生に、
「卒業後の成

しかし大学院で合

以下のことを挙げるでしょう――生

身の健康を増進するプロセスについ

圧を下げるなど身体健康を増進し、

えるのは暑さが和らぐ夜です。人生

りますか、海外での研究が自分のホー

産的な論文公刊、共同研究ネット

て検討しています。特に心臓血管反

自尊心と自立性を高め、ストレスを

初の花火大会の会場に到着した時に

ムグラウンドで行う研究とそれほど

ユタに戻ってから、毎日日本語を

ワークの構築、ロジックの通った研

応や、血圧、免疫系炎症反応、そし

下げるという心理的メリットがある

は大雨に降られました。しかし開始

違いますか、と。しかし滞在の終わ

勉強し、いつか日本に戻れることを

究の実施、院生時代の指導者からの

て長期的な健康（致死率等）への影

という結果が見いだされています。

20分前に、雨は完全にやみました。

りには、私はこの壮大な話にすっか

目標にしています。皆さん、温かい

独立。しかしここには重要なものが

響過程に関心をもっています。

しかしながら、健康への影響の程度

まるで、花火を邪魔しないようにし

り同意したのです。

おもてなしとお世話をありがとうご

含まれていません。それは「国際研

社会心理学においては、ソーシャ

は、社会的状況要因によって影響さ

ているかのごとく。人生において一

内田由紀子准教授には私を研究室

ざいました。皆さんが私の人生を

究交流の実施」です。これはあまり

ル・サポートには異なる機能（タイ

れているということもわかっていま

番豪華で美しいと感じた花火です。

に迎え入れてくれて、指導をいただ

違ったものにしてくれました。この

一般的ではなく、必要不可欠ではな

プ）があるとされており、各々が健

す。文化的要因はその一つです。ソー

京都は近代性と歴史性がうまく調

けたことに御礼を申し上げたいと思

ことを一生忘れないでしょう。

い、と見なされてしまっているので

康にもたらす働きが検証されていま

シャル・サポートが自己や関係性の

和しています。二条城や堀川通りの

います。また、内田先生の共同研究

すが、こころの未来研究センターの

す。よく使われる分類では、情緒的

あり方など、文化的価値観の根幹に

京の七夕のイルミネーションはマジ

者である竹村幸

一員となったこの夏の経験から、こ

サポート（自尊意識や、自己価値を

関わってくる場合には、文化はその

カルなものです。祇園祭の宵山で屋

祐先生、鈴木智

うした交流は必要不可欠のものだ、

高める働き）、情報的サポート（ア

機能に大きく影響します。たとえば

台の食事や涼をもたらすかき氷を楽

子 先 生、 ア ル

と感じています。

ドバイスやストレッサーへの対処方

主体性と自尊心が重要な北米文化に

しみ、暑い夏の夜の浴衣の涼しさも

バータ大学の増

略の提供）、道具的サポート（金銭

おいて、他者からのサポートの受け

知りました。

田貴彦先生、ブ

的あるいは物理的な支援）
、そして

取りが自らの「弱さ」を顕在化させ

センターから国際学生の家を紹介

リティッシュコ

所属サポート（余暇の活動などをと

てしまう時などは（頼んでもいない

していただいたことにも心から感謝

ロンビア大学

もにするなど、仲間意識の提供）が

のに与えられるサポートなど）、サ

しています。そこで私は多くの日本

のスティーブ

あります。

ポートはうまく機能しません。

人あるいは留学生の友人たちに出会

ン・ハイネ先生

ソーシャル・サポートの
比較文化研究
人間は社会的動物であり、さまざ
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そして中治美紀さん、冨永敦子さ

まな他者から得られるソーシャル・

ソーシャル・サポートの健康への

このようなサポートの機能の文化

いました。京都の行事などの情報を

に、ご指導とサ

サポートは重要なものです。私は人

影響についての研究の多くは欧米で

的影響を検証するため、日米比較研

交換できたことは本当によかったで

ポートをいただ

との親しい関係性とそこから得られ

実施されてきました。アメリカでは、

究を実施しました。日本においては、

す。京都生まれの住人が狸谷不動尊

いたことに感謝

るサポートがストレスを低減し、心

情緒的サポートを受け取ることは血

所属サポートはアメリカよりも社会

での火渡り祭に誘ってくれましたが、

します。自分の

（翻訳：内田由紀子）
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2013年度仕事一覧

𠮷川左紀子 

文部科学省科学技術・学術審議会研究開発プラットフォーム委員会

論文

文部科学省大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）専門委員

Takemura, K., Uchida, Y., & Yoshikawa, S., “Roles of extension officers to
promote social capital in Japanese agricultural communities.” PlOS ONE (in press).
Nagaoka, C., Yoshikawa, S., Kuwabara, T., Oyama, Y., Watabe, M., Hatanaka, C.,
& Komori, M., “A comparison of experienced counsellors, novice counsellors
and non-counsellors in memory of client-presented information during
therapeutic interviews. ” Psychologia: An International Journal of Psychological
Sciences, 2013, 56( 2 ), 154-165.

文部科学省研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーションプ

布井雅人，中嶋智史，𠮷川左紀子「限定ラベルが商品魅力・選択に

京都市社会教育委員

船橋新太郎「やめる脳 やめられない脳」
，
『東京で知る 京大の知』シ

船橋新太郎
論文

リーズ11「人はなぜハマる？」
（京都大学東京オフィス，東京都）2013.6.11.

IWGDDB PreConference, 2013.4.27.
Carl Becker, Predicting Caregiver Burnout, ビ ク ト リ ア 市（ カ ナ ダ ），
IWGDDB Conference, 2013.5.1.
カール・ベッカー「生老病死に対する日本人の経験智と自己決定」
第36回品川セミナー（京都大学東京オフィス，東京都）2013.5.10.
Carl Becker, Why Redefining Death Requires Higher Education, Hallym
University, Korea, Life and Death Studies, 2013.6.5.
カール・ベッカー「日本の医療に不足しているもの」日本皮膚科学

カール・ベッカー

会（横浜パシフィコ，横浜市）2013.6.14.
カール・ベッカー「日本人の死生観と癒し」第23回日本精神保健看

論文

護学会市民講演（京都テルサ，京都市）2013.6.16.

カール ･ ベッカー，戸松義晴，浅見昇吾「グリーフケアの課題と未

カール・ベッカー「日本の高齢者問題を考える」上越教育大学いのち教

来」『グリーフケア』上智大学グリーフケア研究所，2013, 102-126.

育を考える会「いのち教育セミナー」
（上越教育大学，上越市）2013.6.27.

Kazuko Hiyoshi-Taniguchi, Carl B. Becker, Ayae Kinoshita, “Social Workers Can
Use Sense of Coherence to Predict Burnout of End-of-Life Care-Givers.” British
Journal of Social Work (May 30, 2013) pp. 1 -15. doi: 10.1093/bjsw/bct086.

カール・ベッカー「死と終末期にどう向き合うか」いのちをめぐる

年，62-63頁．

Funahashi, S., “Space representation in the prefrontal cortex.” Progresss in
Neurobiology, 2013, 103, 131-155.
Funahashi, S., and Andreau, J.M., “Prefrontal cortex and neural mechanisms of
executive function.” Journal of Physiology Paris, 2013, 107, 471-482.
Funahashi, S., “Thalamic mediodorsal nucleus and its participation in spatial
working memory processes: comparison with the prefrontal cortex.” Frontier in
Systems Neuroscience, 2013, 7 : 36 doi: 10.3389/fnsys.2013.00036.
Watanabe, K., and Funahashi, S., “Neural mechanisms of dual-task interference and
cognitive capacity limitation in prefrontal cortex.” Nature Neuroscience, 2014, in press.

学会発表

著書

中嶋文子，カール・ベッカー，赤澤千春，寺口淳子，小野千秋，渡

Ueda, Y., & Yoshikawa, S., “ Perceived dominance of facial expression in
confrontation scenes.” 日本認知心理学会第11回大会（つくば国際会議
場，つくば市）2013.6.29.

竹林美佳，船橋新太郎「フラクタル図形に対するサルの好き嫌い」

辺美佳，浜崎美子，栃岡千香子，東真理，山田利恵「早期離職した

部，京都市）2013.7.22.

苧阪直行編『美しさと共感を生む脳：神経美学からみた芸術』新曜

看護師のストレス対処能力と退職理由の関係について」『医療の広

カール・ベッカー「日本人の死生観と癒し」精神保健看護学会京都

社，2013年，117-136頁．

場』2014, 54( 4 ), 7 -10.

大会（京都テルサ，京都市）2013.9.10.

布井雅人，𠮷川左紀子「他者の人数が選好判断に及ぼす影響―視

学会発表

カール・ベッカー，
「他界の証拠？」
『プルーフ・オブ・ヘブン』エベ

カール・ベッカー「看護教育と悲嘆の癒し」岡本第二病院倫理研修

線・表情を用いた検討」日本認知心理学会第11回大会（同上）．

ン・アレグザンダー著，白川貴子訳，早川書房，2013年10月，238-247.

会（岡本第二病院，京都市）2013.9.27.

Michiyo Ando, Felicia Marquez-Wong, Gary Simon, Haruko Kira, Carl
Becker, “Bereavement Life Review Improves Familiesʼ Spiritual Well-Being and
Depression of American Caregivers.” Palliative and Supportive Care (March 10,
2104) 2, pp. 1 -7. doi:10.1017/S1478951514000030.

カール・ベッカー「看護教育と悲嘆の癒しと倫理」京都府看護協会

駒田安紀，近藤（有田）恵，赤澤千春，中嶋文子，カール・ベッカ

カール・ベッカー「ＳＯＣと燃え尽き」ＳＯＣ看護研究会（キャン

ー「新人看護師のバーンアウトとソーシャルサポート源」『看護管

パスプラザ京都，京都市）2013.11.9.

指導者講習会，2013.10.30.

Watanabe, K., and Funahashi, S., “Primate prefrontal activity during simultaneous
performance of spatial attention and spatial working memory tasks.” Society for
Neuroscience Meeting (Neuroscience 2013), (San Diego, USA) 2013.11.12.
Funahashi, S., and Andreau, J.M., “Pair selectivity of primate prefrontal neurons
in visual paired association performances.” Society for Neuroscience Meeting
(Neuroscience 2013), (San Diego, USA) 2013.11.12.
Tanaka, A., and Funahashi, S., “Confidence Judgments and prefrontal neuronal
activity in monkeys performing a spatial working memory task.” Society for
Neuroscience Meeting (Neuroscience 2013), (San Diego, USA) 2013.11.12.
Watanabe, Y., and Funahashi, S., “Task-dependent modulation of primate
thalamic mediodorsal activities during working memory performances.” Society
for Neuroscience Meeting (Neuroscience 2013), (San Diego, USA) 2013.11.12.
Funahashi, S., “ Function of reciprocal connections between prefrontal
cortex and thalamic mediodorsal nucleus in spatial working memory,” The
4 th International Conference of Prefrontal Cortex, (Nanchang University,
Nanchang, China) 2013.10.29.

𠮷川左紀子「心の成長を支える仕事」追手門学院大学こころの教育

望月圭，船橋新太郎「自由選択行動を決定付ける前頭連合野外側部

駒田安紀，カール・ベッカー「研究プロジェクト

連続講演会，2013.11.15.

ニューロンの活動」包括型脳科学研究推進支援ネットワーク，夏の

病に関する意識調査」
『こころの未来』第11号，2013年11月，50頁．

カール・ベッカー「今を大切に生きる」八代学院創立50周年記念講

𠮷川左紀子「創発を生むこころ：これまで，いま，そしてこれから」

ワークショップ（名古屋国際会議場，名古屋市）2013.8.30.

カール・ベッカー「新人看護師のストレス予防と SOC 改善調査」

演（神戸国際大学，神戸市）2013.12.21.

第 5 回懐かしき未来研究会，2013.3.13.

Watanabe, K., and Funahashi, S., “ Prefrontal neuronal activity during
simultaneous performance of a spatial attention and a spatial working memory
tasks.” 第36回日本神経科学大会（京都国際会館，京都市）2013.6.20.
Nakamoto, W., Onishi, H., and Funahashi, S., “Monkeyʼs preference for visual
items: behavioral study.” 第36回日本神経科学大会（京都国際会館，京都
市）2013.6.22.
Mochizuki, K., and Funahashi, S., “Role of the primate prefrontal neurons in
choosing equally valuable actions.” 第36回日本神経科学大会（同上）．
Funahashi, S., and Andreau, J. M., “Primate prefrontal activities in visual paired

及ぼす影響」『認知心理学研究』2013, 11, 43-50.
野口素子，𠮷川左紀子「 2 者の会話における表情表出の抑制・誇張が
受けての表情表出及び発話に及ぼす影響」
『感情心理学研究』
（印刷中）
．
著書
𠮷川左紀子「感情の表出とその理解」日本認知心理学会編『認知心
理学ハンドブック』有斐閣，2013年，276-277頁．
𠮷川左紀子「顔の認知」藤永保監修『最新心理学事典』平凡社，2013

嶺本和沙，𠮷川左紀子「表情の順応効果に及ぼす表出強度の影響
―異なる人物間の検討」日本認知心理学会第11回大会（同上）．
布井雅人，銭龍虎，上田祥行，𠮷川左紀子「非言語コミュニケーシ
ョンにおける日中比較」日本心理学会第77回大会（札幌市産業振興
センター，札幌市）2013.9.20.
講演等
𠮷川左紀子「幸せを支える仕事：今の社会に必要なこと」浄土宗寺
庭婦人会第45回中央研修会，2013.5.15.
𠮷川左紀子「
『認知・感情機能に及ぼす他者の影響』研究紹介および
こころの未来研究センターの取り組みについて」第 2 回応用脳科学
サービスブレイン研究会，2013.8.28.
𠮷川左紀子「顔・表情の認識と身体性」こころの未来研究センター
第 2 回こころ塾 2013，2013.9.8.
𠮷川左紀子「人間関係とコミュニケーション」京都府看護協会実習

雑誌等
𠮷川左紀子「学際研究者のすすめ」『盛和スカラーズソサエティ会
報』2013, 17, 20-21.
𠮷川左紀子「ミーハーのすすめ ―人，こころ，文化への興味」
『U 7 』

2014, 53, 20-29.
社会活動等
文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会委員
文部科学省科学技術・学術審議会先端研究基盤部会委員
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ログラム」構造化チーム委員

association performances.” 第36回日本神経科学大会（同上）．
Ichihara-Takeda, S., Ikeda, N., Matsuyama, K., and Funahashi, S., “Effects of tailormade cognitive rehabilitation method based on the prefrontal function on
patients with dementia: a randomized controlled study.” 第16回世界作業療法
士連盟大会（パシフィコ横浜，横浜市）2013.6.18.

委員

連続講演会（新潟癌センター，新潟市）2013.6.28.
カール・ベッカー「日本に於ける高齢化問題」公開市民講演会（多

カール・ベッカー「日本人の死生観と癒し」
『日本精神保健看護学会

治見病院，多治見市）2013.6.29.

誌』2013, 22 巻 2 号，109-116.

カール・ベッカー「生と死を見つめて生きる」一燈園大愚塾，大地

カール・ベッカー，
「臨死体験と脳」
『大法輪』80巻11号，2013, 11, 22-27.

の会研修会（米原市）2013.7.14.
カール・ベッカー「SOC と幸福感」幸福研究会（京都大学経済学

教育会（京都府看護協会，京都市）2013.9.28.
カール・ベッカー「どうする？あなたの看取り」明石市市民フォー
ラム（明石市市民会館，明石市）2013.10.26.

理』2014, 24( 4 ), 2 -7.

カール・ベッカー「死別悲嘆を越える日本人の知恵」広島赤十字・

糸島陽子，奥津文子，カール・ベッカー他「新卒看護師・看護師長のエ

原爆病院（広島赤十字・原爆病院，広島市）2013.11.14.

ンドオブライフに関する教育ニーズ」
『人間看護学研究』2014, 12：25-32.

カール・ベッカー「SOC, ACP, EOL」日本老年医学会（芝蘭会館，

報告書等

京都市）2013.11.16.

中嶋文子，カール・ベッカー，赤澤千春，寺口淳子，小野千秋，渡
辺美佳，浜崎美子，栃岡千香子，東真理，山田利恵「早期離職した

カール・ベッカー「死から生を考える」
『いのち』を考える連続講座
（関西国際大学尼崎キャンパス，尼崎市）2013.11.29.

看護師のストレス対処能力（SOC：Sense of Coherence：首尾一貫感

カール・ベッカー「異文化の中で問われる医療者の死生観」国際看

覚）と退職理由の関係について」，公益財団法人政策医療振興財団

護交流協会（日本看護協会 JNA ホール，東京都）2013.11.30.

『研究助成事業報告書−看護−』，2013年 6 月．

カール・ベッカー「9.11からの回復過程」こころの未来講演会（稲
治療者・社会・

『こころの未来』第11号，2013年11月，51頁．

盛財団記念館 3 階大ホール，京都市）2013.12.5.

カール・ベッカー「理想的な終焉とお寺の役割」真宗大谷派教学研

有田健一，カール・ベッカー「患者の意思を医療選択に生かすとい

究所，定期研修会（真宗大谷派教学研究所，京都市）2014.1.9.

う文化の創生に向けて」
『広島県医師会速報』2014年 1 月 5 日，18頁．

カール・ベッカー「燃え尽きを乗り越える医療倫理」看護倫理研修

カール・ベッカー「異文化の中で問われる医療者の死生観と日本人

会（武田病院，京都市）2014.1.20.

の経験知」『国際看護』2014年 3 月10日，482, 5 - 7 頁．

カール・ベッカー「死（限界）と生を視野に入れた教育」天理大学

カール・ベッカー，「選択肢〜法律で明確化を」毎日新聞（富山版）

附属おやさと研究所宗教研究会（天理大学，天理市）2014.2.25.

2014年 3 月18日，26頁．

カール・ベッカー「高齢者の危機を考える」花祭講演会（結城市民

講演

文化センター，結城市）2014.3,29.

Carl Becker, Lessons Learned from Disasters, ビ ク ト リ ア 市（ カ ナ ダ ），
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クショップ（大阪府立大学，堺市）2013.10.25-26.

河合俊雄

講演
河合俊雄「身殻と身柄―〈ひと〉をめぐって」シンポジスト，日

新聞・一般雑誌・インタビュー等
徳島新聞2013年 4 月 1 日．

鎌田東二「地域の力：固有の様式を蓄積 伝統と現代 結合が課題」

論文

本ユング心理学会第 2 回大会プレコングレス（京都大学百周年記念

論文

井芹聖文，加藤のぞみ，小木曽由佳，畑中千紘，田中崇恵，土井奈

ホール，京都市）2013.6.15.

鎌田東二「霊性の京都学」44–56,『月刊京都』2013年 4 月号〜2014年

鎌田東二「ジブリに見る神 宗教文化の変遷反映 原像衰退し『神

緒美，河合俊雄，田中康裕，長谷川千紘，黒川嘉子，高嶋雄介「発

河合俊雄「
『赤の書』における自我の位置と新しい意識」第60回日本

3 月号，白川書院．

殺し』へ」徳島新聞2013年 5 月 1 日．

達障害へのプレイセラピーによるアプローチ ― 新版 K 式発達検査

病跡学会総会シンポジウム ―ユング「赤の書」について．
（大阪国

鎌田東二「神道と浄め」
『サンガジャパン』Vol.14, サンガ，2013年 7 月．

鎌田東二「震災後の修験道

2001を用いた検討」『箱庭療法学研究』2014, 26( 3 ), 3 -14.

際会議場，大阪市）2013.7.28.
Kawai,T., “ Haruki Murakami and medieval Japanese stories. ” The 2013
International Jungian Conference in Taiwan. (Public Speech , Taipei) 2013.10.17-20.
Kawai,T., “Haruki Murakami and Japanese Medieval Stories: Between PreModern and Postmodern Worlds.” The Zurich Lecture Series in Analytical
Psychology (ISAP, Zurich) 2013.10.4-5.
河合俊雄「大人の発達障害という視点とユング派心理療法」AJAJ セ
ミナー．（連合会館，東京都）2013.11.17.
河合俊雄「天橋立とこころのコスモロジー」こころの広場 in 宮津「天
橋立とこころ」（清輝楼，宮津市）2013.11.25.
河合俊雄「夢分析の基本と現代性」AJAJ セミナー．（京都テルサ，
京都市）2013.12.22.

田中美香，金山由美，河合俊雄，桑原晴子，窪田純久，深尾篤嗣，
網野信行，宮内昭「バセドウ病患者のカウンセリング過程にみられ
る特徴について― 甲状腺専門病院での実践から」
『日本心療内科学
会誌』2013, 17, 174-179.
河合俊雄「色彩を持たない多崎つくるの現実への巡礼」
『新潮』2013
年 7 月号，242-251.
河合俊雄「色彩を持たない多崎つくると，彼の瞑想，巡礼，祈り」
週刊朝日別冊『小説トリッパー』2013年夏季号，243-245.
河合俊雄「村上春樹におけるインターフェイスとしての夢」『新潮』

2014年 3 月号，277-286.
河合俊雄「インターフェイスとしての夢と身体・他者」
『身心変容技

神仏習合の叡智が鍵

鎌田東二「西行の旅と歌の言霊」
『怪』39号，角川書店，2013年 7 月．

態智』読解」徳島新聞2013年 6 月 7 日．

鎌田東二「神話と歌にみる言霊思想」『地球システム・倫理学会会

鎌田東二「柳宗悦と岡本太郎

報』第 8 号，地球システム倫理学会，2013年 6 月．

根差す価値」徳島新聞2013年 7 月 1 日．

自然に宿る『生

日本の『伝統美』発見

民衆生活に

鎌田東二「神社と遷宮の謎 Q&A」
『歴史街道』2013年 8 月号，PHP

鎌田東二「『臨床宗教師』養成進む 東日本大震災 広がる霊的体験の

研究所．

悩み」読売新聞2013年 7 月26日夕刊．

鎌田東二「臨死体験と脳科学」
『大法輪』2013年 9 月号，大法輪閣．

鎌田東二「時間は『直線的循環』 繰り返す歴史 混迷の時代に文化

鎌田東二「暮らしに息づく聖なるサイクル」『季刊民族学』146号，

誕生」徳島新聞2013年 8 月 5 日．

2013年10月．

鎌田東二「東日本大震災関連プロジェクト―こころの再生に向け

鎌田東二「持続千年首都・平安京の生態智」
『比較文明』第29号，比

て」『教職員情報』京大生協，2013年 8 月20日号．

較文明学会，2013年11月．

鎌田東二「巨大防潮堤

鎌田東二「日本の聖地文化と聖地感覚」『季刊 SORA（そら）』2013

策」徳島新聞2013年 9 月 2 日．

冬号，ウェザーニューズ，2013年11月．

鎌田東二「スピリチュアルケア

で増す重要性」徳島新聞2013年10月 1 日．

景観や生態系を破壊

末代まで禍根残す愚

負の感情を鎮め昇華

少子高齢化

法研究』第 3 号，2014, 47-5.

河合俊雄「明恵と熊楠」シンポジスト．明治大学野生の科学研究所公

鎌田東二「感覚遮断と感覚解放」『地球人』No.18, ビイング・ネッ

河合俊雄「金子論文『孤独を見つめた女性との面接』へのコメント」

開講座「南方熊楠の新次元」第 3 回（明治大学，東京都）2014.1.13.

ト・プレス，2013年12月．

鎌田東二「自己形成の機会創出 同様の場 各地に設立を」徳島新聞

河合俊雄「河合隼雄との三度の再会」上廣フォーラム〜日本人の生

鎌田東二「視力を超えた視力」『私の宗教』序文（ヘレン・ケラー

2013年11月 1 日．

『学習院大学相談室紀要』第 9 号，2014, 95-97.
河合俊雄「震災のこころのケア活動：縁と物語」『箱庭療法学研究』

き方「わが先人，師を語る」京都大学知の伝統 .（稲盛財団記念館，

著，高橋和夫他訳）未来社，2013年12月．

鎌田東二コメント「
『感謝，祈り，癒やし』を込めて 野辺の送りに

震災特別号，2014, 1 -12.

京都市）2014.1.26.

鎌田東二「日本人のスピリチュアリティ」
『スピリチュアルケア』第

鳴り響く鐘の音」『サンデー毎日』2013年11月10日．

著書・翻訳

河合俊雄「ユング派心理療法の新しい可能性」2013年度第 3 回日本

62号，臨床パストラル教育研究センター，2014年 1 月．

「神の島の神事と日常描く『久高オデッセイ』京大で上映会」ドキュ

河合隼雄著，河合俊雄訳『日本人のこころを読む』岩波書店，2013年．

ユング心理学研究所第 3 回研修会全体講演（京都テルサ，京都市）

鎌田東二「芸術・芸能とシャーマニズム―柳宗悦の『神秘主義』

河合俊雄「大人の発達障害における分離と発生の心理療法」河合俊雄，田

2014.3.2.

論と岡本太郎の『シャーマニズム』論を中心に」『身心変容技法研

鎌田東二制作）上映会，鎌田東二解説，中外日報2013年11月26日．

中康裕編『大人の発達障害の見立てと心理療法』創元社，2014年，4 -20.

河合俊雄「発達障害と現代の意識」第 9 回京都大学附置研究所・センター

究』第 3 号，京都大学こころの未来研究センター，2014年 3 月．

鎌田東二「富士正晴生誕100年『皆酔うとき一人醒め』望見の感覚で

河合俊雄「家族関係の希薄化と密着化」河合俊雄，田中康裕編『大

シンポジウム 京都大学仙台講演会（仙台国際センター，仙台市）2014.3.15.

鎌田東二「こころの練り方探究事始め

自他捉え」徳島新聞2013年12月 2 日．

人の発達障害の見立てと心理療法』創元社，2014年，186-193.

河合俊雄「河合隼雄の心理療法のめざしたもの― 物語と「じね

次郎から福来友吉までの『心理学』探究を中心に」
『モノ学・感覚価

鎌田東二「新谷尚紀著『伊勢神宮と三種の神器』
（講談社選書メチ

河合俊雄「はじめに」河合俊雄，赤坂憲雄編著『遠野物語

ん」
」
（島根県臨床心理学研究会主催特別研修会（一般公開）
（テクノ

値研究』第 8 号，京都大学こころの未来研究センター，2014年 3 月．

エ）」日本経済新聞2013年12月15日．

鎮魂』岩波書店，2014年，v-viii.

アークしまね，松江市）2014.3.16.

鎌田東二「神道とは何か？――ユーラシア・環太平洋交響楽として

鎌田東二「鳥山敏子を偲ぶ『いのちの授業』実践

河合俊雄「九九話を読む：インターフェイスと振り返り」河合俊雄，

新聞・一般雑誌・インタビュー等

の神道」
『日仏シンポジウム ルーツとルーツの対話予稿集』日仏シ

羅針盤に」徳島新聞2014年 1 月 3 日．

赤坂憲雄編著『遠野物語 遭遇と鎮魂』岩波書店，2014年，239-250.

河合俊雄「
『母性神話』にさよならを」
『VERY』2013年 5 月号，372-373.

ンポジウム，2014年 3 月．

鎌田東二コメント「和知太鼓を継承 『京都も，地域も』の視点必

河合俊雄「遠野物語と意識の成立」河合俊雄，赤坂憲雄編著『遠野

河合俊雄「日本古来のものと中世」『月刊 FEC ニュース』民間外交

著書

要」京都新聞2014年 1 月 5 日．

物語

推進協会，2013年 5 月18日．

鎌田東二『「のろい」を解く』文春文庫，文藝春秋，2014年 5 月．

東洋大学でのシンポジウム「共生思想としての神仏習合」
（主催：東

河合俊雄「はじめに」
「解説」河合隼雄『こころの最終講義』新潮文

鎌田東二「元雅と天河」梅原猛・観世清和監修『能を読む 3

洋大学国際哲学研究センター／2013年12月22日開催）仏教タイムス

遭遇と

遭遇と鎮魂』岩波書店，2014年，31-54.

編集
河合隼雄（河合俊雄編）『〈子どもとファンタジー〉コレクションⅠ
子どもの本を読む』岩波現代文庫，2013年．
河合隼雄（河合俊雄編）『〈子どもとファンタジー〉コレクションⅡ
ファンタジーを読む』岩波現代文庫，2013年．
河合隼雄（河合俊雄編）『〈子どもとファンタジー〉コレクションⅢ
物語とふしぎ』岩波現代文庫，2013年．
河合隼雄（河合俊雄編）『〈子どもとファンタジー〉コレクションⅣ
子どもと悪』岩波現代文庫，2013年．
河合隼雄（河合俊雄編）『〈子どもとファンタジー〉コレクションⅤ
大人になることのむずかしさ』岩波現代文庫，2014年．
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学習センター，京都市）2014年 1 月．

鎌田東二

その四〜井上円了と元良勇

元雅

メンタリー映画『久高オデッセイ 第 2 部生章』（大重潤一郎監督，

庫，2013年，302-308.

と禅竹 夢と死とエロス』角川学芸出版，2013年 5 月，524〜533頁．

2014年 1 月 9 日・16日合併号．

河合俊雄「解説」河合隼雄（河合俊雄編）
『
〈子どもとファンタジー〉コ

五木寛之・鎌田東二『霊の発見』学研パブリッシング，2013年 6 月．

鎌田東二インタビュー記事「祈りと自然

レクションⅡ ファンタジーを読む』岩波現代文庫，2013年，249-256.

鎌田東二「鎮守の森から見たトトロ論」
『ジブリの教科書 3

新聞2014年 1 月15日京都版．

となり

遺志継ぎ教育の

おそれと感謝今に」毎日

河合俊雄「京都という魂のトポス」『桑兪』，2013年，66-70.

のトトロ』スタジオジブリ編，文春文庫編，文藝春秋，2013年 6 月．

鎌田東二「四国霊場開創1200年

河合俊雄「まえがき」河合隼雄『こころの読書教室』新潮文庫，2014

鎌田東二「身体と修行」
『岩波講座 日本の思想 第五巻 身と心 ―人

別科に期待」徳島新聞2014年 2 月 4 日．

年， 3 -5.

間像の転変』岩波書店，2013年 6 月．

鎌田東二「謎解き【京都】 泉涌寺に天皇陵なぜ？」読売新聞2014年

遍路がもたらす変革

高野山大の

鎌田東二『聖地感覚』角川ソフィア文庫，KADOKAWA，2014年10月．

2 月 6 日付夕刊．

シンポを前に」読売新聞2014年 2 月11日朝刊．

鎌田東二『歌と宗教 ―歌うこと。そして祈ること』ポプラ新書，

鎌田東二著『歌と宗教―歌うこと。そして祈ること』書評掲載，

河合俊雄「魂の町，京都」京都新聞（一日版），2014年 3 月 1 日．

ポプラ社，2014年 1 月．

徳島新聞2014年 2 月18日「とくしま出版録」
．

河合俊雄「強い回復力

震災で実感―杜で語る未来

京大附置研

河合俊雄「追悼，樋口和彦先生」
『ユング心理学研究』第 6 巻，2014

鎌田東二「生態智と平安文明」比較文明学会編『文明の未来』，東海

鎌田東二「浅田真央と宮本武蔵

学会発表・ワークショップ

年，91-94.

大学出版会，2014年 3 月．

概念統合し闘う」徳島新聞2014年 3 月 1 日．

Kawai,T., “The Japanese Translation of The Red Book.” The 2013 International
Jungian Conference in Taiwan. Taipe, 2013.10.17.-20.

河合俊雄「シンポジウム『震災と語り』におけるショートコメント」

講演

テレビ出演

鎌田東二「諸文明における母性的なるもの」地球システム・倫理学

NHK，E テレビ「地域伝統芸能まつり」佐陀神能解説．2014年 3 月15日．

『モノ学・感覚価値研究』第 8 号，2014年，75-77.

武道哲学の神髄を具現

相反する

井芹聖文，畑中千紘，長谷川千紘，河合俊雄，田中康裕，小木曽由

河合俊雄「天橋立とこころのコスモロジー」京都府／京都大学ここ

会第 9 回学術大会（筑波大学，つくば市）2013年11月．

佳，加藤のぞみ，田中崇恵，高嶋雄介，土井奈緒美，神代末人，皆

ろの未来研究センター共同企画平成25年度報告書，2014年，28-35.

鎌田東二「古事記ワンダーランド」
『宮崎県神話のふるさと県民リレ

本麻実「発達障害と診断される子どもの親面接」日本箱庭療法学会

ラジオ出演

ー講座』
（宮崎県宮崎市県立美術館，宮崎市）2014年 1 月．

第27回大会（大阪府立大学，堺市）2013.10.25-26.

河合俊雄「河合隼雄との三度の再会」文化講演会，NHK ラジオ第

鎌田東二「日本人にとって『たましい』とは何ですか？」京都市教

論文

河合俊雄「曼陀羅としての箱庭」日本箱庭療法学会第27回大会ワー

二，2014年 3 月 9 日（再放送： 3 月15日）．

育委員会生涯学習部「親と子のこころの電話」事務局（京都市生涯

Boiger, M., Mesquita,B., Uchida, Y., & Barrett, L. F., “Condoned or condemned:

内田由紀子
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The situational affordance of anger and shame in the US and Japan,” Personality
and Social Psychology Bulletin, 2013, 39, 540-553.
Park, J., Haslam, N., Shimizu, H., Kashima, Y., and Uchida, Y., “More human than
others, but not always better: The robustness of self-humanizing across cultures
and interpersonal comparisons,” Journal of Cross-Cultural Psychology, 2013, 44,
671-683.
荻原祐二，内田由紀子，楠見孝「対人関係におけるコントロール方
略が感情状態に及ぼす影響」『対人社会心理学研究』2013, 13, 9 -14.

Ogihara, Y., and Uchida, Y., “Does individualism bring happiness? Negative
effects of individualism on interpersonal relationships and happiness,” Frontiers in
Psychology, 2014, 5 :135. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00135.
Hitokoto, H., and Uchida, Y., “ Interdependent happiness: Theoretical
importance and measurement validity,” Journal of Happiness Studies, in press.
Uchida, Y., Ueno, T., and Miyamoto, Y., “You were always on my mind: The
importance of “significant others” in the attenuation of retrieval-induced
forgetting in Japan,” Japanese Psychological Research, in press.

荻原祐二，内田由紀子，楠見孝「個人主義者は嫌われる？ 個人主義

内田由紀子「復帰可能社会の実現に向けて―日本文化の特性とニ

内田由紀子（コメント記載） シリーズ「不安に踊る2013参院選」第

ート・ひきこもり」官邸再チャレンジ懇談会（首相官邸，東京都）

5 回 らしく生きなきゃ 中日新聞2013年 7 月20日．

2013.6.25.

書評「ひきこもり考」（河合俊雄・内田由紀子）「活字を楽しむ

京

内田由紀子「ブータンの GNH 政策と幸福の多層性 ― 個人レベル・

都・読書之森」毎日新聞京都版2013年 8 月 4 日．

集合レベルからみる幸福への視点」（指定討論；発表者：福島慎太

書評「ひきこもり考」（河合俊雄・内田由紀子）『児童心理』2013年

郎）第 6 回京都大学ブータン研究会（京都大学，京都市）2013.7.4.

8 月号（金子書房）「今月の本棚」（評者：高石恭子）

内田由紀子「こころが繋ぐ資本」京都流議定書「人をつなぐ，人を

書評「農をつなぐ仕事：普及指導員とコミュニティへの社会心理学

生かす，地域，町，未来」（ハイアットリージェンシー京都，京都

的アプローチ」（内田由紀子・竹村幸祐）「農の成り立ちを心理学か
ら考える：普及指導員の活動を通して見る『つなぐ』ということ」

市）2013.7.19.
内田由紀子，竹村幸祐「地域・人をつなぐ普及活動―農家の心を

『タキイ最前線』2013年秋号，p41-42.

的なひと・社会・生き方に対するイメージの検討」日本心理学会第77

支える」平成25年度中国四国ブロック提案型研修（中国四国農政局，

回大会発表論文（札幌コンベンションセンター，札幌市）2013.9. 21.

岡山市）2013.8.6.

アプローチ」
（内田由紀子・竹村幸祐）
『月刊 NOSAI』
，2013，65号，p90

内田由紀子「文化変容と心の適応」“ワークショップ：文化心理学の新

内田由紀子「
『こころ』と文化：日本的自己とコミュニケーション」

書評「農をつなぐ仕事：普及指導員とコミュニティへの社会心理学

展開：神経科学，生命科学，発達科学，そして社会科学との接点を探

高知大学医学部高知医療再生機構専門医等養成事業内分泌代謝（糖

的アプローチ」（内田由紀子・竹村幸祐）
『農業普及研究』第18巻第

る，
” 日本社会心理学会第54回大会（沖縄国際大学，宜野湾市）2013.11.2.

尿病）専門医養成研修会およびＤＣセミナー（高知大学，南国市）

1 号 2013年（評者：二階堂孝子），p79-82.

福島慎太郎，内田由紀子，西前出「個人の信頼が機能する集団の条

2013.8.23.

書評「農をつなぐ仕事：普及指導員とコミュニティへの社会心理学的

内田由紀子「東日本大震災後の幸福：震災がもたらした人生観と幸

件―コミュニティにおける住民の協力行動を対象にした分析」日

内田由紀子「日本における幸福度：文化的幸福観という視点から」

アプローチ」
（内田由紀子・竹村幸祐）
『地上』2013年 5 月号，vol.67,

福感の変化」『 環境研究』2012, 172, 83-91.

本社会心理学会第54回大会（同上）．

JICA ランチタイムセミナー（JICA，東京都）2013.8.28.

Uchida, Y., Takahashi, Y., and Kawahara, K., “Changes in hedonic and eudaimonic
well-being after a severe nationwide disaster: The case of the Great East Japan
Earthquake,” Journal of Happiness Studies, 2014, 10.1007/s10902-013-9463-6.
Takemura, K., Uchida, Y., & Yoshikawa S., (2014). Roles of extension officers
to promote social capital in Japanese agricultural communities. PLOS ONE
9 :e91975. doi:10.1371/journal.pone.0091975.
http://www.plosone.org/article/info% 3 Adoi% 2 F10.1371% 2 Fjournal.
pone.0091975
Nagaoka, C., & Uchida, Y., “Preliminary study on the relation between the
coping patterns and the mental health of radiation control personnel and nondestructive inspectors engaged in the periodic inspections of nuclear plants.”
Journal of Occupational Health (in press).

荻原祐二，内田由紀子，楠見孝「日本社会の個人主義化は幸福をも

内田由紀子「つながりから価値を生む」
〈こころを知る，未来を考え

書評「農をつなぐ仕事：普及指導員とコミュニティへの社会心理学的

る〉ダイアログ BAR in 京都大学こころの未来研究センター（京都大

No.5, p81.
Uchida, Y.,（研究紹介）“Culture and happiness: Balance-oriented happiness in
Japan.”in Kyoto University Research Activities, December 2013, p31.

会心理学会第54回大会（同上）．

学，京都市）2013.9.5.

内田由紀子・荻原祐二（研究紹介）
「個人主義、日本では幸福感低

富永仁志，内田由紀子，宮本百合，山崎晃男「集合的非達成は包括

内田由紀子「そもそも談義 in 京都 ― 今こそ，本当の価値について

い？

的認知を促進するか？―共同演奏作業を通しての検証」日本社会

の話をしよう」（信頼資本財団，京都市）2013.9.9.

内田由紀子（研究紹介）「“ つながりの資本 ” から日本社会の幸福感

心理学会第54回大会（同上）．

を探求する「こころの未来研究センター」内田由紀子さんの仕事と

たらすか？

文化の変容と個人の適応に関する経時的検討」日本社

京大調査」京都新聞2014年 3 月20日 .

語表現の検証」“ ワークショップ：言語と心のインターフェイス，”

Uchida, Y., (Discussant) “Rethinking of Development from Perspectives of
GNH.” International workshop in the Research center for Social Trust and
Empowerment Process (STEP) (Kansai University, Suita). 2013.10.21.

日本社会心理学会第54回大会（沖縄国際大学，宜野湾市）2013.11.3.

内田由紀子「企業におけるメンタルヘルス―グローバル化時代の

都大学 .

吉成祐子，内田由紀子，京野千穂「援助行動における言語表現：第

価値観の揺らぎ検証」平成25年度姫路市人権啓発センター

受賞

内田由紀子，吉成祐子，京野千穂「言語と文化援助行動における言

人権リ

は？」『Greenz.jp』2014年 3 月26日
内田由紀子（研究紹介）
『未来に繋がる青いリボンのエトセトラ』京

2 言語習得の観点から」“ ワークショップ：言語と心のインターフェ

ーダー養成研修（イーグレ姫路，姫路市）2013.11.13.

内田由紀子，遠藤由美，柴内康文

イス，” 日本社会心理学会第54回大会（同上）．

内田由紀子（通訳・解説）講演者：ダショー・カルマ・ウラ「国民

学会2013年優秀論文賞 受賞論文「人間関係のスタイルと幸福感：つ

著書

京野千穂，内田由紀子，吉成祐子「授受表現テモラウ・テクレルが

総幸福度（GNH）によるブータンの国づくり」関西生産性本部 Ｋ

きあいの数と質からの検討」
（
『実験社会心理学研究』第52巻 1 号，

内田由紀子「文化の変容と心の適応」山岸俊男編著『社会行動の文

示す話者の感情と認知」“ ワークショップ：言語と心のインターフェ

ＰＣフォーラム（関西生産性本部，大阪市）2013.11.18.

pp. 63-75.）2013年 7 月

化・制度的基盤』勁草書房（印刷中）．

イス，” 日本社会心理学会第54回大会（同上）．

内田由紀子「伝統産業の新しい形」〈こころを知る，未来を考える〉

社会活動

内田由紀子「感情と文化」『誠信心理学辞典』誠信書房（印刷中）．

富永仁志，内田由紀子，宮本百合，山崎晃男「ペア合奏が認知傾向

ダイアログ BAR in 京都大学こころの未来研究センター（京都大学，

文部科学省安全・安心科学技術及び社会連携委員会委員

内田由紀子「文化と自己」『誠信心理学辞典』誠信書房（印刷中）．

と感情経験に及ぼす影響について」日本音楽知覚認知学会2013年度
秋季研究発表会（東京情報大学，千葉市）2013.11.10.

京都市）2013.11.28.
Uchida, Y., “Changes in hedonic and eudaimonic well-being after a sever
nationwide disaster: The case of the Great East Japan Earthquake.” Seminar:
Institute of Asian and Oriental Studies, University of Zurich 2013. 12.2.
Uchida, Y., “Happiness in Japan and current NEET-Hikikomori syndrome under
the globalization.” Department of Psychology, University of Konstanz. (2013. 12.3.)
内田由紀子「文化と幸福」第83回京大サロントーク（京都大学，京
都市）2013.12.10.

ブータン International Expert Working Group コミティー

Uchida, Y., Norasakkunkit, V., and Kitayama, S., “ Cultural constructions
of happiness: Theory and empirical evidence. ” In A. Delle Fave (Ed.), The
exploration of happiness: Present and future perspectives. 2013, pp. 269-280. Springer.
Uchida, Y., Ogihara, Y., and Fukushima, S., “Cultural construal of wellbeing:
Theories and empirical evidence.” In Glatzer, W., Moller, V., Camfield, L., &
Rojas, M. (Eds.). in press, Global Handbook of Quality of Life. Exploration of
Wellbeing of Nations and Continents. Springer.
Uchida, Y., & Norasakkunkit, V., Asian versus Western views. In: Michalos AC
(Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht,
Netherlands: Springer, 2014, pp 248-253.
学会発表

Uchida, Y., Takahashi, Y., and Kawahara, K., “Happiness before and after a severe nationwide disaster: The case of the Great East Japan Earthquake,” 12th Meeting of the
German-Japanese Society for Social Sciences (Bad Homburg, Germany) 2013.5.21.
Uchida, Y., “Further directions in research on well-Being: Strategies for achieving
well-Being in changing cultural contexts and under stressful situations,” 12th
Meeting of the German-Japanese Society for Social Sciences (Bad Homburg,
Germany). 2013.5.22.
Fukushima, S., and Uchida, Y., “Collective well-Being in Japan,” 12th Meeting of the
German-Japanese Society for Social Sciences (Bad Homburg, Germany) 2013.5.23.

64

Ogihara, Y., and Uchida, Y., “Does globalization decrease happiness in East Asia?
A cultural psychological perspective,” 12th Meeting of the German-Japanese
Society for Social Sciences (Bad Homburg, Germany), 2013.5.22.
Fukushima, S., Saizen, I., & Uchida, Y., “The synergy effect of economic and
social capital on health,” The International Conference on Social Stratification
and Health(University of Tokyo, Tokyo) , 2013.8.31.
Uchida, Y., “Japanese well-being and its change under globalization,” In symposium:
Psychological basis of social inequality in health: The International Conference on
Social Stratification and Health (University of Tokyo, Tokyo), 2013.9.1.

Tominaga, H., Uchida, Y., Miyamoto, Y., & Yamasaki, T., “Does collective failure increase
holistic attention? ” 10th Cultural Psychology Preconference (at the 15th Annual
Meeting of Society for Personality and Social Psychology), (Austin, Texas). 2014.2.13.
Ogihara, Y., Tominaga, H., Kameda, C., Abutsuka, S., Sakai, K., & Uchida, Y.,
“Does image of individualism differ between Japan and the United States?
Analyses of inside and outside the head,” The 10th Cultural Psychology
Preconference (at the 15th Annual Meeting of Society for Personality and Social
Psychology), (Austin, Texas). 2014.2.13.
Fukushima, S., Saizen, I., and Uchida, Y., “ Are cooperative individuals or
cooperative groups generated depending on different types of trust?” The 15th
Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology (Austin,
Texas), 2014.2.15.
Ogihara, Y., Tominaga, H., Kameda, C., Abutsuka, S., Sakai, K., & Uchida, Y.,
“Is Individualism Perceived to be Egoism in Japan? Cultural Differences in the
Image of Individualism.” The 15th Annual Meeting of Society for Personality
and Social Psychology (Austin, Texas). 2014.2.15.

日本グループ・ダイナミックス

日本ドイツ研究所顧問

阿部修士
論文

2013.12.11.

Abe N., Fujii T., Suzuki M., Ueno A., Shigemune Y., Mugikura S., Takahashi
S., Mori E., “Encoding- and retrieval-related brain activity underlying false
recognition.” Neuroscience Research, 2013, 76 ( 4 ): 240-250
Ogura K., Fujii T., Abe N., Hosokai Y., Shinohara M., Fukuda H., Mori E.,
“Regional cerebral blood flow and abnormal eating behavior in Prader-Willi
syndrome.” Brain and Development, 2013, 35 ( 5 ): 427-434

内田由紀子 ｢日本人のやる気のしくみと現代の若者の意識― 働
くことへの意味をどのように見いだすか｣ 福田金属箔粉工業株式
会社

平成25年度人権講話（福田金属箔分工業株式会社，京都市）

内田由紀子「“ ひきこもりの国 ” と日本人の行方」京都東ロータリー

学会発表・ワークショップ等

クラブ例会卓話（ウェスティン都ホテル京都，京都市）2013.12.13.

阿部修士「脳機能画像法による正直さの研究」第16回日本ヒト脳機

内田由紀子「地域コミュニティの幸福感―文化心理学からのアプ

能マッピング学会（仙台国際ホテル，仙台市）2014.3.6-7.

ローチ」京都大学こころの未来研究センター研究報告会2013

伊藤文人，藤井俊勝，阿部修士，川崎伊織，林亜希子，上野彩，吉

ここ

ろの社会性（京都大学，京都市）2013.12.15.

田一生，境信哉，麦倉俊司，高橋昭喜，森悦朗「性差と加齢がもた

内田由紀子・竹村幸祐「農村コミュニティにおけるソーシャル・キ

らす他者の顔に対する価値表象に関わる神経基盤への影響」第16回

講演・ワークショップ

ャピタルとその構築：普及指導員調査からのアプローチ」農林水産

日本ヒト脳機能マッピング学会（同上）
．

Uchida, Y., “Japanese well-being under globalization,” The 2nd Seminar of
Reexamining Japan in Global Context (Suntory Foundation, Osaka) 2013.5.11.

政策研究所 , 2013.11.20.

柳澤邦昭，阿部修士，嘉志摩江身子，野村理朗「死の想起と接近動機

新聞・一般雑誌・インタビュー等

の関連 ―認知神経科学からのアプローチ」第16回日本ヒト脳機能
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マッピング学会（同上）．

熊谷誠慈「ボン教の歴史的概要」『仏教史研究ハンドブック』，法蔵

阿部修士「道徳性の脳科学―神経倫理学最前線」京都産業大学神

館（印刷中）．

山神経科学セミナー（京都産業大学，京都市）2013.12.17．

著書

阿部修士「正直さ・不正直さの脳内メカニズム」第 3 回社会神経科
学研究会（岡崎コンファレンスセンター，岡崎市）2013.11.28-29．

おける探索非対称性の文化差の検討」日本心理学会「注意と認知」

柳澤邦昭，阿部修士，嘉志摩江身子，野村理朗「死の想起後の文化的

講演・研究発表

研究会第12回合宿研究会（愛知県）2014.3.3.

世界観の深化― 側坐核の処理を介した説明モデル」第 3 回社会神

熊谷誠慈「ブータン仏教と GNH（国民総幸福）」（龍谷大学，京都

樋口洋子，上田祥行，齋木潤「視覚場面を構成する物体群が持つ統

経科学研究会（同上）．

市）2013.4.25.

計的規則性の潜在学習」日本心理学会「注意と認知」研究会第12回

伊藤文人，阿部修士，河地庸介，川崎伊織，上野彩，境信哉，吉田一

熊谷誠慈「ブータン仏教の歴史的展開」第 3 回日本ブータン研究会

合宿研究会（愛知県）2014.3.3.

生，森悦朗，松江克彦，藤井俊勝「顔に対する無意識的な価値表象
に関わる神経基盤」第 3 回社会神経科学研究会（同上）．
柳澤邦昭，阿部修士，嘉志摩江身子，野村理朗「死の想起に伴う快
情動処理の亢進に関する脳機能研究」日本社会心理学会第54回大会
（沖縄国際大学，宜野湾市）2013.11.2-3.

Ito A., Abe N., Kawachi Y., Kawasaki I., Ueno A., Yoshida K., Sakai S., Matsue
Y., Fujii T., “Dissociable roles of the nucleus accumbens and the ventromedial
prefrontal cortex in preference formation for consciously and subconsciously
perceived targets.” Beauty and Value (Humboldt University of Berlin, Berlin,
Germany) October 15-16, 2013,

（早稲田大学，東京都）2013.5.12.
熊谷誠慈 “Bhutanese Spirituality and Gross National Happiness,” 2013 CarnegieUehiro-Oxford Ethics Conference, カーネギー・上廣・オックスフォード
倫理会議2013（Oxford: Oxford University, St Cross College）2013.6.20.
熊谷誠慈 “A Study on a Religious Minority in Bhutan: the Sa skya pa School
and the Bon Tradition,” 13th Conference of International Association for
Tibetan Studies, Ulaanbaatar: National University of Mongolia. 2013.7.23.
熊谷誠慈「仏教は科学と対話できるのか？」第 1 回精神と科学との
対話研究会（京都大学，京都市）2013.9.19.
熊谷誠慈「天橋立とブータンのこころ」第12回こころの広場 in 宮津

清家理

清家理，梶原直美，金田伊代，伊藤孟，武田章敬，鷲見幸彦，櫻井
孝，鳥羽研二，カール・ベッカー「倫理的観点に基づく認知症介護

センター『もの忘れ教室』の取り組み」，
『精神病院協会』2013, 32( 6 ),

の質改善―家族介護者のニーズを探る」京都大学こころの未来研
究センター研究報告会（京都大学，京都市）2013.12.15.

熊谷誠慈「ブータンにおける宗教実践：経典と教義の伝承」CIAS 複

阿部修士「正直な行動を形成する脳のメカニズム」公開シンポジウム
阿部修士，藤井俊勝，鈴木麻希，上野彩，重宗弥生，麦倉俊司，高橋
昭喜，森悦朗「虚記憶の記銘と想起に関わる神経基盤」第15回日本

末期に対する早期支援」京都大学こころの未来研究センター研究報

族への早期支援介入の意義― 国立長寿医療研究センターもの忘れ

からのアプローチ）第77回日本心理学会（札幌コンベンションセン

「心の先端研究の地平」
（京都大学霊長類研究所，犬山市）2013.7.6-7.

本千鶴，武田章敬，村田千代栄，鷲見幸彦，カール・ベッカー「終

清家理，櫻井孝，鳥羽研二「診療と一体化した認知症患者および家

同企画）（宮津：清輝楼）2013.11.10.

ター，札幌）2013.9.19-21.
Ito A., Fujii T., Abe N., Kawasaki I., Hayashi A., Ueno A., Yoshida K., Sakai
S., Mugikura S., Takahashi S., Mori E., “Gender differences in the patterns of
vmPFC activity associated with preference judgments for faces.” International
Neuropsychological Society 2013 Mid-Year Meeting (Hilton Amsterdam
Hotel , Amsterdam, Netherlands) July 10-13, 2013.

清家理，銘苅尚子，住江浩美，梶原直美，荻野勝洸，松本光生，株

告会（京都大学，京都市）2013.12.15.

候群の一例から」
（シンポジウム：記憶と社会的認知：認知神経科学

天橋立とこころ（京都府／京都大学こころの未来研究センター共

Aya Seike, Chieko Sumigaki, Akinori Takeda, Hidetoshi Endo, Takashi Sakurai,
Kenji Toba, “Educational support for Dementia family caregivers,” The 16th
Asia Pacific Regional Conference of Alzheimerʼs Disease International, (Hon
Kong Convention Center, Hon Kong) 12 December 2013.
Aya Seike, Hiromi Sumie, Naoko Mekaru, Akinori Takeda, Yukihiko Washimi,
Kenji Toba, “Nurse Support for expressing intention of dementia patients
and their families -Consideration from discharge support of the critical care
hospital-,” The 16th Asia Pacific Regional Conference of Alzheimerʼs Disease
International (Hon Kong Convention Center, Hon Kong) 13 December 2013.

論文

70-75.
Aya Seike, Chieko Sumigaki, Akinori Takeda, Hidetoshi Endo, Takashi Sakurai,
Kenji Toba, “Developing an Inter-professional Program of Educational Support for
Patients and their Family Members in the Early Stage of Dementia -An Investigation
Based on the Learning Needs and Attitude Changes of Patients and their Family
Members –, ” International Journal of Geriatric Gerontology, In Press, 2014.4

阿部修士「記憶と人物認知―娘を妹と誤認する妄想性人物誤認症

清家理，梶原直美，金田伊代，伊藤孟，武田章敬，鷲見幸彦，櫻井
孝，鳥羽研二，カール・ベッカー「認知症を持つ人の家族介護者から
見る終末期の備え―介護負担の先にあるもの」京都大学アカデミ
ックデイ ―みんなで対話する京都大学の日（京都大学，京都市）

2013.12.21.

合ユニット “ 宗教実践の時空間と地域 ”，個別ユニット “ 宗教実践に

清家理，住垣千恵子，武田章敬，遠藤英俊，櫻井孝，鳥羽研二「初

清家理「認知症の家族介護者の価値と揺らぎ」京都大学こころの未

おける声と文字 ” 共同研究会（京都大学，京都市）2013.12.14.

期認知症患者および家族への多職種協働による教育的支援プログラ

来研究センター上廣こころ学研究部門研究報告会（京都大学，京都

熊谷誠慈「仏教と科学との交差点」，京都大学アカデミックデイ2013

ム開発研究―認知症の確定診断直後の患者および家族の学習ニー

市）2014.1.25.

ズと意識変容からの考察」，“Current Progress in Comprehensive Care and

ワークショップ
清家理，村田千代栄「治療やケア現場で泣き寝入りしないために ―

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2013年

Research on Memory Disorders in Japan”（ 抄 訳 版 ），International Journal of
Geriatric Gerontology, In Press, 2014.4

度研究報告会（京都大学，京都市）2014.1.25.

著書

清家理，村田千代栄「人生の終末期で泣き寝入りしないために―

鳥羽研二監修，武田章敬，清家理編集『患者さんとご家族から学ぶ

終末期の備えを考えてみよう」縁がわカフェ（とよたや 2 階，常滑

（京都大学，京都市）2013.12.21.
熊谷誠慈「GNH（国民総幸福）政策に見られる伝統の価値の探求」，

上田祥行

認知症なんでも相談室』メジカルビュー社，2014.3.
学会発表

患者学 A to Z」縁がわカフェ（とよたや 2 階，常滑市）2013.11.16.

市）2014.1.11.
講演

ヒト脳機能マッピング学会（東京大学伊藤国際学術研究センター，

学会発表・ワークショップ等

清家理，住垣千恵子，武田章敬，櫻井孝，遠藤英俊，鳥羽研二「介

清家理「コメディカルと保健・医療・福祉制度―使える知識を習得

東京都）2013.7.5-6.

護当事者による介護者支援をねらいとした人材育成プログラム効果

しよう」信州大学医学部医療保健福祉政策論（信州大学，松本市）

熊谷誠慈

Higuchi, Y., Ueda, Y., Ogawa, H., & Saiki, J., “Task sets determine implicitly
learned stimulus information in spatio-temporal contextual cueing,” Vision
Sciences Society 13th Annual Meeting, Naples, USA. 2013.5.11.
Ueda, Y., & Komiya, A., “Viewing cultural scenery afford culture-specific visual
attention,” Vision Sciences Society 13th Annual Meeting, Naples, USA. 2013.5.11.
Saiki, J., Ueda, Y., Chen, R., Kopecky, J., Rensink, R., Meyer, D., & Kitayama,
S., “Cultural differences in visual search with culturally neutral items,” Vision
Sciences Society 13th Annual Meeting, Naples, USA. 2013.5.15.
Ueda, Y., & Yoshikawa, S., “ Perceived dominance of facial expression in
confrontation scenes.” 日本認知心理学会第11回大会（つくば国際会議
場，つくば市）2013.6.29.
Higuchi, Y., Ueda, Y., Ogawa, H., & Saiki, J., “Task-related information is
selectively learned in spatiotemporal contextual cueing.” 日本認知心理学会
第11回大会（同上）．

論文

Abe N., “Neural reward sensitivity predicts dishonest behavior (symposium:
cognitive psychology of deception) .” The 10th Biennial Meeting of the Society
for Applied Research in Memory and Cognition (SARMAC) (Inntel Hotel,
Rotterdam, Nederland) June 26-29, 2013.
阿部修士，Joshua D. Greene「腹側線条体における報酬感受性は不正直
な行動を予測する」第36回日本神経科学大会（国立京都国際会館，
京都市）2013.6.20-23.
伊藤文人，藤井俊勝，阿部修士，川崎伊織，林亜希子，上野彩，吉
田一生，境信哉，麦倉俊司，高橋昭喜，森悦朗「顔に対する選好判
断に関わる腹内側前頭前野の活動パターンにおける性差」第36回日
本神経科学大会（同上）．
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熊谷誠慈，Bhutanese Buddhism and Its Culture, Kathmandu: Vajra Publications.
（印刷中）．

Ueda, Y., Chen, R., Cramer, E., Rensink, R., & Saiki, J., “Cultural differences in
visual search with items defined by higher-order features,” The 54th of Annual
Meeting of Psychonomic Society, Toronto, Canada. 2013.11.15.
上田祥行，陳蕾，Cramer, E., Rensink, R., 齋木潤「複数の刺激セットに

測定研究―内発的動機づけに主眼を置いた『家族教室アドバンス

2013.7.11.

トコース』からの考察」第14回日本認知症ケア学会大会（福岡国際

清家理「私の360°を見渡してみましょう― 認知症を持つ人と家族

会議場，福岡市），2013.6.1

を地域で支えるって政策では言うけれど」，国立長寿医療研究セン

櫻井孝，清家理，住垣千恵子，武田章敬，遠藤英俊，鳥羽研二「認知

ターもの忘れセンター家族教室（国立長寿医療研究センター，大府

症を有する人とその家族に対する早期教育的介入の必要性 ― 認知

市）2013.6.17.

症疾患医療センターにおける『もの忘れ教室』アクションリサーチ

清家理「多職種に＋αの大切なエッセンスを―国立長寿医療研究

からの考察」第14回日本認知症ケア学会大会（同上）
（石﨑賞受賞）
．

センターもの忘れ外来での対応より」健康増進セミナー「認知症の予

住垣千恵子，清家理，遠藤英俊，櫻井孝，鳥羽研二「診療と一体化

防と治療」杉浦地域医療財団主催（京都テルサ，京都市）2013.7.15.

した患者・家族支援プログラムの検討」，第14回日本認知症ケア学会

清家理「私の介護地図の今でしょ！後程でしょ！の処方箋づくり ―

大会（同上）．

認知症を有する人を介護する私，地域で生きる私」，国立長寿医療

清家理，櫻井孝，住垣千恵子，武田章敬，遠藤英俊，カール・ベッカ

研究センターもの忘れセンター家族教室（国立長寿医療研究センタ

ー，鳥羽研二「認知症患者および家族への多職種による早期教育的

ー，大府市）2013.7.22.

支援の効果 ―認知症疾患医療センターにおける『もの忘れ教室』

清家理「介護者の私をいたわることの 5 W 1 H」，国立長寿医療研究
センターもの忘れセンター家族教室（国立長寿医療研究センター，

中の認知プロセスの解明」日本心理学会第77回大会（札幌コンベン

RCT プレリサーチ」，第32回日本認知症学会学術集会（キャッセイ
文化ホール，松本市），2013.11.8.

熊谷誠慈「ボン教における仏教二諦思想の受容とその展開」
『東方学

ションセンター，札幌市）2013.9.20.

銘苅尚子，住江浩美，武田章敬，清家理「退院支援スクリーニング

清家理「認知症を持つ人と家族を地域で支える」国立長寿医療研究

報』Vol. 88, 2013, 321-342.

布井雅人，銭龍虎，上田祥行，𠮷川左紀子「非言語コミュニケーシ

システム改善への試み」第67回国立病院総合医学会（ホテル日航金

センターもの忘れセンター家族教室（国立長寿医療研究センター，

熊谷誠慈「ブータンにおけるサキャ派仏教」『ヒマラヤ学誌』Vol.

ョンにおける日中比較」日本心理学会第77回大会（同上）．

沢他，金沢市），2013.11.8.

大府市）2014.2.18.

上田祥行，梶村昇吾，野村理朗「眼球運動計測を用いた創造性課題

大府市）2013.9.23.

15.（印刷中）．

上田祥行「視覚と触覚を通じて形成される三次元物体の脳内表象の

住江浩美，銘苅尚子，武田章敬，清家理「退院調整における衛生材

清家理「認知症を持つ人と家族を地域で支える ― 私の支援者って

熊谷誠慈 “History and Current Situation of the Sa skya pa school in Bhutan,”

解明」日本心理学会第77回大会小講演（札幌コンベンションセンタ

料や医療材料の購入方法の改善へ向けた取り組み」第67回国立病院

誰？何？私の介護地図を作ろう」
，国立長寿医療研究センターもの忘

Bhutanese Buddhism and Its Culture, Kathmandu: Vajra Publications.（印刷中）．

ー，札幌市）2013.9.21.

総合医学会（同上）．

れセンター家族教室（国立長寿医療研究センター，大府市）2014.3.3.
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センターの動向 (2013 年10 月〜2014 年 3 月 * 敬称略。肩書きは当時のもの)

新聞・一般雑誌・インタビュー等
村田千代栄，清家理「和室解放 高齢者講座に」中日新聞知多版2013
年11月 8 日．

長谷川千紘

社会活動

論文

●10月12日

第 1 回為末大 vs. 下條信

室）
。発表 1：小西賢吾（日本学術振興

介護予防サロンに関する社会的貢献モデル事業作業部会員（公益社

●12月 2 日・ 5 日

Hasegawa, C., Umemura, K., Kaji, M., Nishigaki, N., Kawai, T., Tanaka, M.,
Kanayama, Y., Kuwabara, H., Fukao, A., & Miyauchi, A., “ Psychological
Characteristics of NEO-FFI and the Tree Drawing Test in patients with Thyroid
Disease,” Psychologia. , 2013, 56( 2 ), 138-153.

輔対談セミナー「心を奪われること：

会特別研究員 PD）
「チベット仏教と身

会「死別悲嘆を巡る」
（於：稲盛財団記

遊び、夢中、ゾーン」
（於：稲盛財団記

心変容技法の社会性」
、コメンテータ

念館 3 階大会議室）
。Part 1（12/ 2 ）講

念館 3 階大会議室）
。挨拶：𠮷川左紀

ー：アルタンジョラー（李金灯）
（ここ

師：Susan McCue（カリフォルニア州

子、対談・講演・参加者とのディスカ

ろの未来研究センター共同研究員）
、発

チコ市ソーシャル・ワーカー）
「薬品で

団法人全国老人保健施設協会，2013.9〜）
認知症の早期診断，早期対応につながる初期集中支援サービスモデ
ルの開発に関する調査研究事業委員（厚生労働省

平成25年度老人

保健事業推進費等補助金，2013.6〜）

長谷川千紘「心理臨床場面における物語の位相―パラダイムとし

情報サイト作成：池畠宏之，清家理，武田章敬，鳥羽研二（編）
「独

ての『物語』の再検討」京都大学博士学位論文，2014.

ッション：為末大（元陸上競技選手、

表 2 ：藤野正寛（京都大学教育学部 4

悲嘆を癒せるか？ ―DSM- 5 の悲嘆

立行政法人国立長寿医療研究センター認知症情報サイト」愛知県地

長谷川千紘「
『語り』と主体 ―神経症と甲状腺疾患患者における語

株式会社 R.project 取締役）
、下條信輔

回 生 ）「Focused Attention と Open

研究」
、Part 2（12/ 5 ）講師：カール・

域医療再生計画における認知症基盤整備事業；認知症に関する最先

りの構造的特徴の検討」『箱庭療法学研究』（印刷中）．

端の情報提供及び相互情報交換の実施プログラム，2013.12.10. 公開

井芹聖文，加藤のぞみ，小木曽由佳，畑中千紘，田中崇恵，土井奈

（カリフォルニア工科大学教授、センタ

Monitoring が 瞑 想 後 の Default Mode

ベ ッ カ ー「9.11か ら の 回 復 過 程

http://monowasure.org/ninchi/

緒美，河合俊雄，田中康裕，長谷川千紘，黒川嘉子，高嶋雄介「発

ー特任教授）
、コメンテーター：入来篤

Network に与える影響の比較」
、総合討

『Rebirth』上映を参考に」
、企画：カー

史（理化学研究所シニア・チームリー

論、司会：鎌田東二。

ル・ベッカー。

ダー、センター特任教授）。

●11月16日 「支える人の学びの場

●12月 3 日

畑中千紘

達障害へのプレイセラピーによるアプローチ ― 新版 K 式発達検査

2001を用いた検討」『箱庭療法研究』
（印刷中）．

2013年度こころ観研究

学会発表

●10月24日

第15回身心変容技法研

こころ塾2013」第 4 回「分かり合うこ

会＋身心変容技法研究会合同研究会

論文

井芹聖文，畑中千紘，長谷川千紘，河合俊雄，田中康裕，小木曽由

畑中千紘「発達障害におけるイメージの曖昧さ ―ロールシャッハ・

佳，加藤のぞみ，田中崇恵，高嶋雄介，土井奈緒美，神代末人，皆

究会（於：稲盛財団記念館 3 階大会議

ころ」
（於：稲盛財団記念館 3 階大会議

（於：稲盛財団記念館 3 階大会議室）。

テストにおける『不確定反応』から」
『箱庭療法学研究』2013, 26( 1 ),

本麻実「発達障害と診断される子どもの親面接」日本箱庭療法学会

室）
。発表：中島隆博（東京大学東洋文

室）
。講義：乾敏郎（情報学研究科教

発表 1 ：青木三郎（筑波大学大学院教

29-40.

第27回大会（大阪府立大学，堺市）2013.10.26.

化研究所准教授）
「荘子の身心変容技

授）「他者を知り、共鳴する脳」、田中

授）
「
〈こころ〉と〈ことば〉の言語

井芹聖文，加藤のぞみ，田中崇恵，畑中千紘，小木曽由佳，土井奈

Hasegawa, C. “The dreams of a patient who suffer from anxiety caused by childrenʼs
nonattendance at school.” Dr.Giegerichʼs Dream Analysis and Mind-Body
Transformation Seminar 2014.2.10. (NH City West Hotel Conference Room, Berlin.)

法」
、コメンテーター：永澤哲（京都文

康裕（教育学研究科准教授）
「心理療法

学」
、発表 2：高橋洋成（筑波大学人文

教大学総合社会学部准教授）
、総合討

は発達障害から何を学ぶのか？」
、事例

社会系研究員）「ヘブライ語の leb（こ

論、司会：鎌田東二。

報告：松島佳苗（医学研究科助教）
、修

ころ）をめぐって」
、発表 3 ：シャキ

●11月 3 日 「支える人の学びの場 こ

了証贈呈・集合写真撮影、司会：𠮷川

ル・アフメド／ Shakil Ahmed（筑波大

ころ塾2013」第 3 回「伝え合うここ

左紀子。

学人文社会系研究員）
「A Bengali

ろ」
（於：稲盛財団記念館 3 階大会議

●11月23日

京都府／京都大学ここ

Interpretation of Spirit, Mind and

室）
。講義：乾敏郎（情報学研究科教

ろの未来研究センター共同企画シンポ

Heart」、総合討論、司会：鎌田東二。
●12月 5 日

緒美，河合俊雄，田中康裕，高嶋雄介，長谷川千紘，黒川嘉子「発
達障害へのプレイセラピーによるアプローチ ― 新版 K 式発達検査

2001を用いた検討」『箱庭療法学研究』2014. 26( 3 ), 3 -14.
著書
畑中千紘「発達障害のロールシャッハ・テストにおける不確定反

奥井遼

応 ― 主体と対象の確定の試み」河合俊雄，田中康裕編『大人の発

論文

達障害の見立てと心理療法』創元社，2013年，128-146.

奥井遼「身体化された行為者（embodied agent）としての学び手―

畑中千紘「発達障害の時代における自己の現況と変遷―ミクシィ

メルロ＝ポンティにおける『身体』概念を手がかりとした学びの探

授）
「言語・非言語コミュニケーション

ジウム「ワザとこころ」パートⅢ〜天

からフェイスブックへ」河合俊雄，田中康裕編『大人の発達障害の

求」『教育哲学研究』2013, 107, 60-78.

の神経機構」
、友永雅己（霊長類研究所

神信仰と天神の祭り（於：稲盛財団記

研究会（於：稲盛財団記念館 2 階225

見立てと心理療法』創元社，2013年，219-234.
学会発表

Okui, H., “Subject, Language and Body: Merleau-Pontyʼs Phenomenology in
Educational Studies,” Record of Clinical-Philosophical Pedagogy, 2013, 12, 58-62.

准教授）
「チンパンジーから見た心の発

念館 3 階大会議室）
。趣旨説明：鎌田

会議室）
。発表：永澤哲（京都文教大学

畑中千紘「発達障害における不確定のイメージとその補完―ロー

奥井遼「わざの臨床教育学―淡路人形座における人形遣いの稽古

達と進化」
、事例報告：小松則登（愛知

東二、基調講演：上田正昭（京都大学

総合社会学部准教授）
「浄土のために踊

ルシャッハ・テストのクラスター分析から」日本箱庭療法学会第27

および興行に関する現象学的記述」京都大学大学院教育学研究科博

県心身障害者コロニー中央病院）
、司

名誉教授）「天神信仰と天神の祭り」、

ること ― 第二次ドゥアル戦争とドチ

回大会（大阪府立大学，堺市），2013.10.25-26.

士論文，2014．

会：𠮷川左紀子。

報告 1 ：寺井種伯（大阪天満宮宮司）

ュラ祭」
。企画：熊谷誠慈。

井芹聖文，畑中千紘，長谷川千紘，河合俊雄，田中康裕，小木曽由

学会発表

●11月 6 日 第18回わく・湧く・ワー

「大阪天満宮の天神祭と天神信仰のワ

佳，加藤のぞみ，田中崇恵，高嶋雄介，土井奈緒美，神代末人，皆

Okui, H., “Puppet, the Lived Body: Sustained Collaboration in Animating a
Puppet in the Awaji Theatre,” PRACTICES AND THEIR BODIES: 2nd
Mainz Symposium of the Social & Cultural Studies, ( Johannes Gutenberg
University, Mainz, Germany), 2013.4.25.
Okui, H., “The Complex and Tacit Structures Underpinning Bodily Skills:
Training for Awaji Puppet Theatre,” 9 th International CORPUS Symposium:
Bodily Cultivation and Cultural Learning, (Taipei National University of the
Arts, Taipei, Taiwan), 2013.5.25.

クショップ「イメージワークとメディ

ザとこころ」
、報告 2：加藤迪夫（北野

（於：稲盛財団記念館 3 階大・中・小会

テーションの夕べ」
（於：稲盛財団記念

天満宮権宮司）
「北野天満宮の天神さん

議室）。シンポジウム「感情を探る」
、

館 3 階小会議室 1 ）
。企画：カール・ベ

の祭りと天神信仰のワザとこころ」
、報

はじめに：船橋新太郎、発表：福田正

ッカー。

告 3 ：竹居明男（同志社大学文学部教

治（福井医療短期大学）
「感情の科学」
、

京都府／京都大学ここ

授）
「天神の祭りと天神信仰のワザとこ

藤田和生（京都大学）
「感情の進化」
、

ろの未来研究センター共同企画、第12

ころ」、パネルディスカッション、司

板倉昭二（京都大学）
「感情の発達」
、

回こころの広場 in 宮津「天橋立とここ

会：鎌田東二。

石黒浩（大阪大学）
「感情を表現する」
、

ろ」（於：清輝樓／京都府宮津市）。リ

●11月28日 「こころを知る、未来を

岡田尊司「感情と病理」
、松村京子（兵

レートーク 1 ：鎌田東二「丹後地方の

考える

庫教育大学）
「感情と教育」
、閉会の

本麻実「発達障害と診断される子どもの親面接」日本箱庭療法学会
第27回大会（同上）．

Hatanaka, C., “The dreams of a patient who has difficulty in talking about her
life,” Dr.Giegerichʼs Dream Analysis and Mind-Body Transformation Seminar
(NH City West Hotel Conference Room, Berlin) 2014.2.10.
新聞掲載
畑中千紘「
『聞けていない』のが当たり前？」リビングかごしま2013
年 4 月 6 日．
畑中千紘「
『聞けていない』のが当たり前？」リビングかなざわ2013
年 4 月 6 日．
畑中千紘「
『聞けていない』のが当たり前？」リビング姫路2013年 8

●11月10日

『伝統知』とこころの未来 ― 宗教民俗

ダイアログ BAR in 京都大学

こころの未来研究センター

第3回

●12月 7 日

第 8 回京都大学ブータン

第 3 回日本情動学会大会

辞：小野武年、大会長：船橋新太郎。

学の視点から」
、リレートーク 2：熊谷

―伝統産業の新しい形」
（於：稲盛財

●12月15日

畑中千紘「視線気にせずおひとりさま」京大学食「ぼっち席」人気，

誠慈「天橋立とブータン」
、リレートー

団記念館 3 階大会議室）
。細尾真生（株

研究センター研究報告会2013「こころ

朝日新聞2013年 7 月29日．

ク 3 ：河合俊雄「天橋立とこころのコ

式会社細尾代表取締役）
、矢島里佳（株

の社会性」
（於：稲盛財団記念館 3 階中

スモロジー」、司会：鎌田東二。

式会社和える代表取締役）
、内田由紀

会議室、ポスター会場は大会議室）
。挨

●11月14日

子、熊谷誠慈。共催：NPO 法人ミラツ

拶：𠮷川左紀子、研究報告：阿部修士

月24日．

第16回身心変容技法研

究会（於：稲盛財団記念館 3 階大会議
68

こころの未来講演

ク、株式会社ウエダ本社。

京都大学こころの未来

「正直さには意志の力が必要か：脳科学
69

からのアプローチ」内田由紀子「地域

東二。

● 2 月19日

コミュニティの幸福感：文化心理学か

● 1 月25日 こころの未来研究センタ

究会（於：稲盛財団記念館 3 階大会議

らのアプローチ」
、河合俊雄・畑中千紘

ー上廣こころ学研究部門2013年度研

室）
。発表 1：乾敏郎（京都大学大学院

「発達障害と現代の意識：臨床心理学か

究報告会「生きることの価値」
（於：稲

情報学研究科教授／認知神経科学）
「瞑

らのアプローチ」
、指定討論：三嶋理晃

盛財団記念館 3 階大会議室）。挨拶：

想と催眠のメカニズムの認知神経科

（京都大学理事・国際担当、京都大学医

𠮷川左紀子、来賓挨拶：丸山登（公益

学」
、コメンテーター：齋木潤（京都大

学部附属病院病院長）
、熊野英介（アミ

財団法人上廣倫理財団事務局長）、上

学大学院人間・環境学研究科教授／認

タホールディングス株式会社代表取締

廣こころ学研究部門の紹介：カール・

知科学）
、永澤哲（京都文教大学准教授

役会長兼社長、公益財団法人信頼資本

ベッカー、研究報告セッション 1 「生

／宗教学・チベット密教瞑想研究）
、総

財団理事長）
、ポスターセッション、総

きることの価値とその揺らぎ」
、座長・

合討論、司会：鎌田東二。

合討論。

コメンテーター：河合俊雄、報告 1 ：

● 2 月22日

第17回身心変容技法研

畑中千紘「現代社会における主体と価

輔対談セミナー「自分の知らない自

究会（於：稲盛財団記念館 3 階小会議

値の揺らぎ」
、報告 2：長谷川千紘「病

分：潜在意識と感情」
（於：稲盛財団記

室2）
。発表 1 ：藤枝守（九州大学教

をめぐる自己の揺らぎ」
、報告 3：清家

念館 3 階大会議室）
。 挨拶：𠮷川左紀

授）
「ディープ・リスニングと身心変容

理「認知症における家族介護者の価値

子、対談・講演：為末大（元陸上競技

技法 ―ポーリン・ オリヴェロスを中

の揺らぎ」
、研究報告セッション 2「幸

選手、株式会社 R.project 取締役）、下

心として」
、発表 2：鎌田東二「芸術・

福感と伝統の価値」
、座長・コメンテー

條信輔（カリフォルニア工科大学教授、

芸能とシャーマニズム― 柳宗悦の

ター：鎌田東二、報告 1 ：奥井遼「身

センター特任教授）
。

『神秘主義』論と岡本太郎の『シャーマ

体の学びと伝統の価値の探究」、報告

● 2 月24日

ニズム』論を中心に」、コメンテータ

2 ：熊谷誠慈「GNH（国民総幸福）政

「ブータンの魅力と GNH の現在 ― 世

ー：アルタンジョラー、総合討論、司

策に見られる伝統の価値の探究」
、報告

界は GNH 社会を求めるのか」
（於：稲

会：鎌田東二。

3 ：阿部修士「脳科学による幸福感の

盛財団記念館 3 階大会議室）
。 講演：

●12月21日 京都大学アカデミックデ

探究」
、パネルディスカッション、閉会

草郷孝好（関西大学社会学部教授）
、司

イ2013に参加（於：京都大学百周年時

の挨拶：鎌田東二。

会：熊谷誠慈。

計台記念館 2 階）
。座談会：熊谷誠慈、

● 1 月26日 上廣フォーラム〜日本人

● 3 月 3 日・ 4 日・ 5 日

ポスター展示：清家理、安田章紀、福

の生き方「わが先人・師を語る ― 京

ころの科学集中レクチャー

島慎太郎。

都大学の知の伝統」
（於：稲盛財団記念

化と心：
「人間＝文化的生物」の不思議

●12月25日・26日 こころの未来 脳

館 3 階大会議室）。開会挨拶：丸山登

に迫る（於：稲盛財団記念館 3 階大会

科学集中レクチャー「機能局在から統

（公益財団法人上廣倫理財団事務局

議室）
。 講義 1 + 2 ：北山忍（ミシガン

合へ」
（於：稲盛財団記念館 3 階大会議

長）
、𠮷川左紀子、講演：河合俊雄「河

大学心理学部教授、センター特任教

室）
。講師：北澤茂（大阪大学大学院生

合隼雄との三度の再会」
、河合雅雄（京

授）
「文化脳神経科学の視点」「社会・

命機能研究科教授）、企画：阿部修士。

都大学名誉教授）
「今西錦司先生と仲間

文化、生物的健康、長寿：炎症反応を

●2014年 1 月 7 日

Shimon Edelman

たち」
、中西寛（京都大学法学研究科教

手がかりに」
、講義 3 + 4：大平英樹（名

講演会 “Happiness: evolutionary roots,

授）「髙坂正堯先生の日本への思い」
。

古屋大学大学院環境学研究科教授）

cognitive basis, social dynamics”（於：

●2月1日

第 2 回為末大 vs. 下條信輔

「意思決定を支える脳―身体の機能的

稲 盛 財 団 記 念 館 3 階 中 会 議 室 ）。 講

対談セミナー「心はコントロール可能

相 関 」「 身 体 化 さ れ た 正 義 」
、講義

師：Shimon Edelman（Department of

か：モチベーションの源」
（於：稲盛財

5 + 6：増田貴彦（アルバータ大学心理

Psychology at Cornell University）
、企

団記念館 3 階大会議室）。挨拶：𠮷川

学部准教授）
「文化と認知：発達科学と

画：内田由紀子。

左紀子、対談・講演：為末大（元陸上

の協力にむけて」
「文化と表現：文化的

● 1 月23日

第18回身心変容技法研

競 技 選 手、 株 式 会 社 R.project 取 締

表象研究からわかること」
、企画：内田

究会（於：京都大学稲盛財団記念館 2

役）
、下條信輔（カリフォルニア工科大

由紀子。

階225会議室）
。共通テーマ「芸術と身

学教授、センター特任教授）
。

● 3 月28日 第18回注意研究会（於：

心変容技法第 3 弾」、発表 1 ：松嶋健

● 2 月12日・13日 fMRI 体験セミナー

稲盛財団記念館3階大会議室）
。講

（京都大学人文科学研究所研究員）「俳

2013（於：こころの未来研究センター

師：Xiao-Jing Wang（New York

優の身心変容技法 ― 演劇人類学とパ

連携 MRI 研究施設南部総合研究 1 号館

University 教授、New York University

フォーマー」
、発表 2：山田真由美（作

地階 MRI 実験室）
。レクチャー・実験

上海校副学長・教授）
、企画：船橋新太

曲家・音ばね研究家）
「身心変容技法と

指導、講師：阿部修士、上田祥行、中

郎。

しての音ばね」
、総合討論、司会：鎌田

井隆介。

●12月19日
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