苫小牧駒澤大学紀要

第二十二号︵二〇一〇年三月二十五日発行︶

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 22, 25 March 2010

中日文化交流の歴史と禅の思 想

１

佐久間 賢

祐

SAKUMA Kenyu

禅・唯識・トランスパーソナル・ホリスティック・マインドボディメディスン

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

る︒日本の禅の思想・文化も中国や異文化との弛まない交渉によって結果されているが︑更なる異
文化に触発され現代社会に極めて有効に機能している︒今日のそうした状況について中日の歴史的
交渉を踏まえ︑トランスパーソナル︑ホリスティック︑マインドボディメディスン︑セラピー︑心
理学︑心理療法などの視点から禅を概観する︒

歴史的空間的に深遠広大な連鎖と曲折を経た禅の思想・文化が︑今日新たな局面展開を見せてい
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苫小牧駒澤大学の佐久間賢祐と申します︒世界に冠たる北京大学で︑しかも私の専門とする禅の故郷︑中国に

おきまして︑皆さまとこうしてお目にかかり︑お話しをさせて頂きますことを心より感謝申し上げます︒身に余

る栄誉に浴し︑この度のこの機会をご裁可下さいました︑歴史学系主任牛大勇教授︑王春梅教授︑王新生教授︑

連絡調整の御労苦をとられた日本大学井上桂子准教授︑すべての関係の皆さまに感謝申し上げます︒

私は日本曹洞宗学︑禅思想︑禅文化論を専攻しています︒特に日本の中世から近代にかけての煩瑣な文献学を

専門としており︑わかりにくい話であるため︑今日は禅文化の一般的なわかりやすい話をしたいと思います︒私

は苫小牧駒澤大学で禅学の教員をしながら︑郷里で四〇〇年続く宮城県龍泰禅寺の副住職をしており︑駒澤大学

の建学の精神である﹁行学一如﹂︑理論と実践の融合を日頃から体現していることをささやかに自負致しており
ます︒

一︑禅思想の母胎

私が専門とする禅文化・禅思想は︑その淵源は勿論インドのゴータマブッダの思想にあるが︑直接的には中国

文化を母胎としている︒禅は︑仏教文化の中で最もインド的なものから中国的なものに変貌した︑中国の土着性

の強い仏教の一つの思想運動である︒仏教の成立から千年の時を経て︑その変遷の中で煩瑣哲学化し来世的観念

的な傾向を帯びるにつれ︑改めてゴータマブッダの問題意識と行法を追体験し︑人間の生きざまそのものを現実

的に直視する︑
﹁ここに今生きて存在する﹂﹁自己自身の問題﹂としての仏教がもとめられた︒そうした生きざま
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の革新運動が禅であり︑菩提達摩︵〜五三〇？︶によって中国にもたらされ︑隋から唐にかけて全盛時代を迎え
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さらに隋・唐・宋の時代︵日本においては飛鳥時代から奈良平安時代︶にかけて︑東アジア地域において仏教

は︑各国各地域の﹁共通文法﹂としての文化的価値・意味・機能を持っており︑各国各地域が︑多元外交を展開

する際の外交的切り札としての役割を担っていた︒古代以来︑東アジア地域の国々の関係性を考えるとき︑仏教
が果たしてきた文化史的な役割は大きなものがあった︒

菩提達摩を初祖とする中国禅は︑八世紀︑六祖慧能︵六三八〜七一三︶の出現によって大輪の花を咲かせる︒

慧能の教えは︑
﹁外離相曰禅︑内不乱曰定︒外若著相︑内心即乱︒﹂︵﹃六祖壇経﹄
︶という︑頓悟見性︑自分自身

へのとらわれを離れることによって︑本来の自分自身の尊さに気づくことを目指している︒禅は﹁止観﹂とも表

現される自己自身への﹁集中﹂と﹁観察﹂による自己鍛錬の方法であり︑
﹁内省﹂と﹁洞察﹂による自己理解の
方法であるといえよう︒

中国を代表する詩人の一人︑北島氏が二〇〇九年七月に来日し早稲田大学で講演を行った︒天安門事件以来︑

流亡の生活を送ってきた末に︑氏は﹁中国を出て︑言語や文化の境界を越えて初めて︑漢語の美しさを再発見し

ました︒私は唯一︑言語において民族主義者です︒﹂という︒そして自らの詩作について︑﹁私にとって詩作は座

禅を組むのと同じ︒日常の些事から離れて︑瞑想の精神空間を作るところから詩が始まります︒﹂
︵朝日新聞文化

欄二〇〇九・七・一五︶と述べている︒筆者自身も故郷を離れて二十六年︑改めて故郷の美しさや大切さに気付か

されるが︑物質文明が極度に発達した今日であるからこそ︑人間の心を見つめる仏教や禅の文化が︑もう一度現
代文明の中で相対化・再評価されてもいい時期に来ているのではないだろうか︒

紀元前後頃から中国各地において仏教文化の移入が進み爾来二千年︑中国文化の生成と発展に仏教が果たした
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役割は少なからず存在したであろう︒漂泊の詩人北島氏にして︑﹁詩作は坐禅である︒
﹂と表現することから類推

しても︑現代中国の人々にとっても禅・禅文化の存在は︑無縁のものではないのであろう︒

また私は︑中国各地を旅することにより︑浙江・湖北・湖南・江西・福建省等で︑特に宋代の禅宗五山の大寺

院を中心に︑仏教・禅が中国の人々に懐深く受け入れられていることを肌で感じることが出来る︒

しかし︑現代中国の人々に禅の文化が一般的に膾炙しているかという問いには︑否といわざるを得ない︒苫小

牧駒澤大学に在学中の中国からの留学生に意識調査をしても︑ほとんど仏教や禅に関しての知見を有してはいな

い︒辛うじてテレビの歴史ドラマで仏教僧が出てくることや︑少林寺拳法や達摩など︑仏教と関係があることを

断片的に理解する程度で︑本学に留学して初めて禅が自国の文化であり遙かな歴史を持つ精神の文化であること
を学ぶことになる︒

二︑二十一世紀の禅

中国文化を母胎として中国においてその基礎が確立され︑東アジア地域の広汎に伝播した禅が今︑アジア地

域にとどまらずその役割を拡大させている︒二十世紀最大の歴史家の一人として数えられる︑イギリスの歴史
２

学者アーノルド・Ｊ ・トインビーは﹁二十世紀で最も重要な出来事の一つは︑仏教の西洋社会への紹介であろ

う︒
﹂と述べているが︑二十一世紀の諸外国とりわけ欧米社会では仏教・禅の果たす役割がますます大きくなり

︵ Vipassana
つつある︒いま欧米諸国に受け入れられている﹁禅﹂は︑チベット密教系の禅︑ミャンマー系の VM
︵ Transcendental Meditation
︶︑中国系︑韓国系︑日本系︵臨済禅・曹洞禅︶などき
TM
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︶
︑インド系
Meditation
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わめて多様であり︑一概に論じることが出来ないことは注意しなければならない︒しかしかつて欧米諸国が仏教

や東洋思想に対して抱いていた神秘思想や神秘体験︑偶像崇拝といった偏狭した仏教だけではない︑更には哲学

者や宗教学者といった知的エリートの関心の対象としての仏教だけではない︑一般市民大衆の生活に根ざした実

存的な意味での社会生活・社会実践と深く結びついた形で︑仏教そして禅が受け入れられている︒筆者自身大本

山永平寺や横浜西有寺での僧堂修行時代に︑イギリスやスウェーデン︑ブラジル等から来日した修行僧と一緒に

修行生活を送った経験があるが︑これらの友人はみな母国に帰り︑仏教寺院を建立し︑仏教伝道とともに︑お茶

やお花︑書道や武道といった日本文化の普及と︑社会福祉や環境保護運動といった社会的な実践と併せて現在も
活動を行っている︒

日本仏教の現況について言及すれば︑日本人の八割〜九割は仏教と神道を複合的な基層信仰としており︑寺院

数は約八万ヶ寺︑僧侶数は約三一万人︑そのうち禅宗寺院は二万一千︑禅僧の数は約三万人︑禅宗の信者数は臨

済宗と曹洞宗を合わせて一千万人といわれている︵文化庁編﹃宗教年鑑﹄二〇〇八他︶
︒
臨済宗は中国禅宗五家の一︑

臨済義玄︵〜八六六︶の教えを受け継ぎ︑曹洞宗は中国曹洞宗の祖︑洞山良价︵八〇七〜六九︶曹山本寂︵八四〇

〜九〇一︶らの教えを受け継いでいる︒また江戸初期に渡来した臨済宗の僧︑隠元隆琦︵一五九二〜一六七三︶

によって確立された黄檗宗も寺院数は四五〇ヶ寺程度であるが︑生活全般に明朝様式を取り入れ︑煎茶道や普茶
料理︑印象篆刻など独特の文化を形成している︒

日本仏教は今日︑葬式仏教と揶揄され︑祖先崇拝や葬儀法要など生活儀礼を執行する機能ばかりが突出し︑僧

侶の寺院活動が死者供養・先祖供養を中心とした﹁営利活動﹂の様相を呈している︒一回一時間程度の死者供養﹁お

葬式﹂を主宰するだけで三十万円から二百万円ほど︑平均して五十万円ほどの布施を受領するため︑ショーエン
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Ｋ﹃坊主ぼろもうけのカラクリ││時給五十万円ですけど何か？﹄︵ダイヤモンド社︑二〇〇九年七月︶なる書

物が出版される始末で︑僧侶の堕落と仏教無用論までもが喧伝される状況にある︒都市部を中心として伝統的な

信仰形態は崩壊し︑二十一世紀の日本仏教はその存在の意味が根本から問い直されている︒僧侶自身が﹁営利活

動﹂のみに奔走することなく︑改めて宗教の本質を問い質し︑仏教そして禅の本質に立ち返って己自身の生き方
を真摯に検証して行かなければ︑日本仏教そのものの崩壊は風雲急を告げている︒

そうした現況にありながらも禅は今日︑宗教そのものとして︑またそれ以外での分野においても世界の多くの

国々で耳目を集めている︒哲学として︑あるいは生命の智慧として︑心を落ち着かせ︑感情や思考を整理するテ

クニックとして︑心と体のバランスを保つテクニックとして︑更には精神医学・心理学・教育学等の分野におい

││

法相唯識と禅の伝統を基盤として

て︒その具体相をさまざまな角度から考査していきたい︒

三︑心理学の仏教

奈良時代︵七一〇〜七九三︶の六宗派の仏教の一つ︑﹁法相唯識﹂教学は東洋の伝統的な心理学である︒中国

において五世紀初頭︑唯識系文献の翻訳が盛んになされ︑三蔵法師玄奘︵六〇二？〜六六四︶
︑慈恩大師窺基︵六三二

〜六八二︶等によって︑中国法相唯識教学が大成され︑玄奘・窺基等の教学が直接日本に入ってきている︒法相

唯識は︑仏教学の最大の特色﹁こころ﹂を扱う学問として発達した︒唯識は︑現象世界の認識の中心に﹁心﹂を

置く︒
﹁内外に起こるすべての行為と現象は心が生み出す︒﹂として︑﹁心の構成﹂を研究対象としている︒
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法相唯識教学は正に︑二五〇〇年かけて蓄積した東洋の智慧であり︑個別の心理状況を細かく分析し︑心の認
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知の型・歪みを矯正することが唯識の修行であり︑﹁坐禅﹂が用いられる︒唯識と禅は密接な関係を有している︒
玄奘訳注の﹃成唯識論﹄等が中国法相宗の根本聖典と位置づけられる︒

◇唯識仏教は︑悟りへの階梯と︑﹁無我﹂の証明のため︑詳細に﹁心﹂を分析した︒一切法︵心と現象︶を五

位百法に分類︑心の中心体﹁心王﹂を八識に分類している︒前六識︵眼耳鼻舌身意︶は意識下の心の働き︑第七
識︵末那識︶第八識︵阿頼耶識︶は無意識の深層心理である︒

◇唯識仏教では︑心の深層領域である初能変︵阿頼耶識︶・第二能変︵末那識︶のはたらきによって人格形成

が変化すると説く︒事象の認知の過程をふまえ︑根底にある個人的確信がどのように形成され︑認知に歪みがな
いかを検討することにより︑悩みの本質を理解する︒

◇深層意識である﹁阿頼耶識﹂が︑﹁経験の蓄積﹂﹁個の生理的維持﹂﹁認識作用の維持﹂に関わるとする︒

◇ヨーロッパでこの深層心理に気がついたのは︑二十世紀に入ってジークムント・フロイトが無意識の構造を

中心とする︑深層心理学の基本的概念を確立して後のことである︒四世紀すでに︑唯識仏教では人間の意識の中
にある﹁不可知の領域﹂を人間論の中に組み込むという人間観察の深さが見られる︒

＊仏教心理学の倫理的基盤

◇ものごとは心にもとづき︑心を主とし︑心によってつくり出される︒もしも汚れた心で話したり行ったりす

るならば︑苦しみはその人につき従う︒││車を引く牛の足跡に車輪がついて行くように︒
︵﹃ダンマパダ﹄第一
節﹃真理の言葉﹄岩波文庫︶

◇ものごとは心にもとづき︑心を主とし︑心によってつくり出される︒もしも清らかな心で話したり行ったり
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するならば︑福楽はその人につき従う︒││影がそのからだから離れないように︒
︵同二節︶

◇実にこの世においては︑怨みに報いるに怨みを以てしたならば︑ついに怨みの息むことがない︒怨みをすて
てこそ怨みは息む︒これは永遠の真理である︒︵同五節︶

◇すべての者は暴力におびえ︑すべての者は死をおそれる︒すべての︵生きもの︶にとって生命は愛しい︒己

が身をひきくらべて︑殺してはならぬ︒殺さしめてはならぬ︒︵同一二九節・一三〇節︶

仏教心理学は︑こうした釈尊の倫理観・原始仏教の倫理観︑宗教思想を基層においている︒まず﹁自己が愛しい﹂

ことが見いだせるかどうかが︑生命の大切さを認識する基盤となり︑延いては他者の生命を尊重させる︒仏教教

理の核心にある﹁無我﹂とは︑自己存在の基盤が﹁非己︵他者・対境︶﹂にあるということである︒即ち﹁非己﹂

を大事にすることは﹁自己﹂を大切にすることとなる︒そこから﹁殺してはならぬ﹂
﹁殺さない﹂という生活倫理︑

実践規範が生まれる︒以下に述べる﹁トランスパーソナル﹂や﹁ホリスティック﹂などの視点は︑
唯識の心理学・
禅を現代的に捉え直したものとして近年大きな注目を集めている︒

３

四︑トランスパーソナル心理学・精神医 学

トランスパーソナルとは︑六〇年代にアメリカの心理学者アブラハム・マズロー等によって提唱された﹁人間

性心理学﹂を基調とし︑人間性心理学における自己超越の概念をさらに発展させ︑人間の究極的な目的とは︑自

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

己を越えた何ものかに統合されると考え︑そのための精神統合の手法を開発した︒ここに東洋の伝統文化に存在
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する仏教・禅の瞑想・坐禅による意識状態が深く関わる︒トランスパーソナル研究の視野は︑身体技法や東洋的

意識鍛錬実践︑特に禅を含めた新たな心理療法に関する臨床的・理論的研究︑人間の変容と治癒に関する研究︑

心 理 学 諸 派 の 理 論 や 実 践 と の 比 較・ 統 合 的 研 究︵ と く に 人 間 性 心 理 学 お よ び ユ ン グ 心 理 学 と の 対 話 ︶
︑心理学お

よび心理療法と宗教︵とくに仏教︶との関係に関する研究︑創造性や芸術の心理療法的意義に関する研究︑臨死
状態やターミナルケアなどに関する研究の領域にも広がりをもっている︒

フロイトの弟子︑サイコシンセシス︵精神統合︶のロベルト・アサジオリ︑人間性心理学でも知られるアブラ

ハム・マズロー︑アメリカの思想家ケン・ウィルバー等の活躍によって世界的に一定の評価を得ている︒また従

来の西洋医学における心理学と東洋の伝統的な心理学を統合する動きとして︑心理学の大きな潮流となっている︒

トランスパーソナル心理学・精神医学は︑物質主義・科学万能主義への反省を原点としている︒人間の
﹁心﹂には︑

︶
biopsychosocial-spiritual

従来の科学的学問の枠組みからは抜け落ちてしまう重要な要素が数多く認められ︑これまで心理学や精神医学に

おいて一般的に認められてきた﹁生物・心理・社会的モデル﹂は︑﹁生物・心理・社会・霊的︵
モデル﹂へと広げられている︒

心理学や精神医学は︑本来﹁意識﹂という問題にもっとも密接に関わる学問領域であるが︑トランスパーソナ

ルは︑
東洋の伝統文化に存在する各種の瞑想的伝統や修行による﹁意識状態﹂や︑
唯識心理学への関心を強くもっ

ている︒最新の西洋科学の﹁意識研究﹂と伝統的東洋哲学の﹁意識研究﹂との交流や統合は︑現代における重要

な研究領域の一つであり︑それらをつなぐことのできる﹁トランスパーソナル﹂というフィールドは現在世界的
に大きな注目を集め︑哲学・宗教・教育・医学等の分野で応用を拡大させている︒

10

五︑ホリスティック医学

４

││

生命まるごとの医療 ││

ホリスティック医学も今日の科学万能主義・西洋医学一辺倒に対する反省に立つ視点から︑医学・病気の対象

を単なる部位・部品でとらえるのではなく︑人間や心を﹁ Holistic全体﹂として捉え医療を行う︒人間︑地球︑
生命まるごとの医療を目指し︑目に見えないこころや霊性を含めた
Body-Mind-Spirit の視点から﹁環境﹂ま
で含めた全体的な視点で健康を考える︒

ホリスティック医学は病というステージにとどまらず︑生老病死から死の世界まで︑まるごとを対象とする︒

医学ではあるが︑ホリスティック医学とは﹁生き方﹂そのものを指す統合医療として今日世界的潮流になりつつ
ある︒そしてここに伝統的な仏教・禅の生き方が注目依拠されている︒

ホリスティックな視点もトランスパーソナルな視点も︑欧米諸国から発信され活動の中心は欧米諸国であるが︑

今日日本にも活動が普及し︑研究者も実践医も急激に増加傾向にある︒日本で統合医療や心療内科といった新し

いのちのつながりを考える ││

い診療形態が増加していることはその証左となっている︒

５

六︑ホリスティック教育 ││

ホリスティック教育は︑命の︑生物や大地との︑人間との︑心と体の︑教科間の様々なつながりを重視する︒

人間は︑すべてのものをつつみこんだ一つの全体である︒人間をたんに部分的表面的に見るのではなく︑身体︑

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

感情︑思考︑精神性などを含んだ重層的構造であり︑さらにたえず成長し変容する有機的存在としてみる︒これ
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がホリスティックな人間観である︒

これまでは目に見える価値ばかりを評価して︑目に見えない価値をおろそかにしてきた︒ホリスティックな人

間観は︑人間の存在そのものに価値があると認め︑個人の根源的な尊厳に基づいている︒

ホリスティック教育は正にホリスティックな人間観を基調とする︒ホリスティックな見方は︑何よりもまず︑

この地球上の生きとし生けるものがすべて︑無数の網の目で︑深く︑そして精妙につながりあっているという事

実を受けとめることから始まる︒このかけがえのない地球を視野にいれたまなざしで︑目の前の現実を見ること

が大切である︒これからの教育は︑地球共同体をいつくしむ気持ちではぐくんでいくものでなければならない︒

ホリスティック教育が目指すものは︑新規の価値観を創造することではなく︑仏教の伝統的な人間観・教育論

を基調としている︒また仏教由来の動きとは異なるが︑シュタイナー教育もホリスティック教育と理念や活動が

近似しており相乗効果をもたらすとともに︑これらは今日の教育の一定の方向性を示している︒
６

と坐禅の健康領域における役割 ││
Mind / Body Medicine

七︑マインドボディメディスン 宗学と医学の新しい試み
││

道元禅師︵一二〇〇〜五三︶は十三世紀に﹁身心一如﹂と説かれたが︑西洋医学でこころ︵ Mind
︶と人体︵ Body
︶
との間につながりがあることは︑一八八〇年代から認められ始めた︒一九六〇年代になって︑ハーバード大学︑ハー

バード・メディカル・スクールのハーバート・ベンソン博士らは︑坐禅・瞑想・ヨガ・祈りなどの本来宗教的な

方法と︑西洋医学で用いられる自律訓練法︑漸進的筋弛緩法などのリラックス法などとの間に共通の生理的反応

12

が見られることに注目し︑これを﹁リラックス反応﹂と名づけ世界で初めて発表した︒

リラックス反応は︑東洋に於いて古くから行われている︑例えば坐禅の心に見られることに興味を示し︑﹁あ

るがままに﹂という﹁悟り﹂を治療の根本思想にしている︒⁝一九七六年に一般向けに書かれた﹃リラックス反

応﹄は全米ベストセラーとなり︑現在までに米国で広く普及することとなる︒二〇〇二年の全米統計では国民の
三〇％以上︑祈りを含めると五〇％以上が健康のために利用している︒

ハーバード大学以外においても世界規模で︑瞑想とストレスリダクション・リラックス反応等の研究と実績を

積み重ねており︑教育・福祉領域︑終末期医療等においてもマインドボディメディスン・瞑想が幅広く活用され
ている︒

７

八︑森田療 法

森田療法とは︑禅から多くの要素を取り入れた日本的アプローチによる心理・精神療法である︒
﹁考え方しだ

いで心は楽になれる﹂︑森田療法は日本の︑さらにいえば東洋の文化がはぐくんだ人間の悩みの解決法である︒

一九一九年に東京慈恵会医科大学精神神経科初代教授の森田正馬︵一八七四〜一九三六︶が作り出した神経症に
対する精神療法である︒
森田療法の基本的な考え方は以下の通りである︒
一︑不安・恐怖︑あるいは私たちの苦悩は生きる欲望ゆえに起こると理解する︒

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

二︑それらの不安︑恐怖︑苦悩にとらわれ︑それを取り除こう︑それから逃げようとすると不安︑恐怖︑苦悩は
苫小牧駒澤大学紀要
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ますます強くなる︒
三︑そのとらわれるこころのあり方を問題とする︒
四︑従ってとらわれの打破を治療の目標とする︒

五︑そのためには不安︑恐怖︑苦悩そのものを受容することと生きる欲望の発揮を重視する︵あるがまま︶︒

今日においては︑森田療法の東洋的な人間理解︑生きる知恵を生かしながら︑他の精神療法の技法や考えの一

部を森田療法に統合していこうという試みが盛んに行われ︑これを戦略的森田療法とも呼ぶ︒

森田療法は︑神経症・恐怖症の精神療法として︑症状はそのままに己自身のありのままを受け入れるという︑

禅の人間理解の方法を取り入れ︑精神療法としては画期的な成果をあげ︑いま世界的な広がりを見せている︒

８

九︑ＺＥＮ心理療法 ・ＺＥＮセラピー

﹁仏陀の教えは精神の疾病からの解放である︒﹂﹁もし仏教が現代に心理療法として紹介されるならば︑仏陀の

メッセージは正確に理解されるであろう︒﹂禅そして禅の瞑想をセラピー・心理療法として提示する︒禅の行法

や仏教心理学に根ざした理論と実践方法を仏教心理学博士デイビッド・ブレイジャーが構築する︒ブレイジャー

はセラピーとしての仏教︑セラピストとしての菩薩︑仏教心理学における精神モデル︑身体の禅︑禅道としての
セラピー等について研究を重ねている︒

禅とは︑心の生態学的状態のことです︒傷つけないという倫理へと導く内なるつながりを意識することです︒

14

調和して生きることは︑当然︑物事がより大きな順序に置かれているという︑場の感覚を持つことから出てきま

す︒セラピーとは︑慈悲︑慈愛︑理解︑自然なものとの関わりを実践することで︑そのような感覚を再構築する
ことです︒
﹃禅セラピー﹄三四二頁

禅セラピーも活動の中心は欧米諸国であり最も普及している︒欧米で普及した禅セラピーが今日︑日本に逆輸
入され日本でも定着しつつある︒

十︑帝釈天の網︵因陀羅網・インドラネット︶

これまで見てきた︑トランスパーソナルやホリスティック︑マインドボディメディスンや禅セラピー等は︑禅

の伝統的な瞑想・思想を今日的に捉え直した動きとして極めて大きな潮流を見せているといえよう︒これらに共
通する原理として︑仏教の因縁生起・縁起の世界観を見ていきたい︒

仏教は元来︑現象世界のすべては相互依存の関係にあり︑個は全体に依存して存在し︑全体は個︑すなわち﹁私﹂
がなければ存在しないとみる︒

こうした思想は特に︑﹃梵網経﹄︵五世紀初め頃中国で成立したと見られる経典︶や︑
﹃華厳経﹄︵四世紀後半ま

でに中央アジア西域南道の于 あたりにおいて編纂されたと見られ︑五世紀初め漢訳された経典︶等に示され︑﹁一

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

即一切︑
一切即一﹂等の語句で表現される︒﹃梵網経﹄と﹃華厳経﹄の教理を具象化したものの一つが﹁奈良大仏﹂
苫小牧駒澤大学紀要
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現象世界はすべて縁り合って成立しており︑自己成立の根拠となる他己︵非己︶との関係性概念の把握が仏教
理解となる︒

﹃梵網経﹄に示される﹁梵網﹂＝﹁因陀羅網﹂とは︑日本で﹁寅さん映画﹂で知られる︑仏法を守護する神︑

帝釈天が︑この世界にかける網のことである︒この世は帝釈天の網が全体を覆い︑網の結び目の一つひとつには︑

光り輝く宝珠が結び吊されている︒一つの宝珠に光が照らされ︑その宝珠が少し向きを変えただけで︑すべての

宝珠の輝きが変化する︒網と網目︵宝珠︶は︑個と全体の関係を示し︑一個の存在が全体に通じている︒﹁私﹂
という存在の小さなはたらきが全体に影響を与えることを示している︒
今日のインターネット社会も形を変えた一種の梵網かも知れない︒

９

このインドラネットの世界観・仏教の自然観が︑今日の地球環境問題を考えるときの一つのキーワードとして

︶が提唱
理解され︑欧米の環境哲学︑実践学で盛んに依拠されている︒ノルウェーの哲学者ネス︵ Arne Naess

︶
︑仏教学者であり︑精神世界
したディープエコロジー︑環境哲学の先導をなす詩人スナイダー︵
Gary
Snyder
︶
︑より大きな自己感
と社会運動の融合という形でディープエコロジーの実践を説いたメイシー︵ Joanna Macy

︶
﹂を考案したシード︵ John Seed
︶な
覚の獲得を目指すワークショップ﹁全生命の集い︵ Council of All Beings
どが挙げられる︒いずれにおいても︑精神的な側面に重点がおかれ︑人間中心主義からの脱却が共通するテーマ

となっている︒こうした動きはいずれも禅の思想あるいは︑﹃梵網経﹄に示されるインドラネットの思想︑仏教
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思想等に影響を受けている︒特にネスのディープエコロジーは︑環境倫理としてはもはや四〇年の歴史を持つが︑

瞑想・禅の重要性を力強く支持する極めて現代的な思想潮流としてその方向性を築き上げた功績は大きい︒

十一︑道元禅師の禅

筆者が研究対象とする日本曹洞宗学の根幹を形成し︑また今日の心理学・精神医学・教育学︑環境倫理学等の

領域においても大きな役割を担うのは︑日本曹洞宗の開祖道元︵一二〇〇〜五三︶禅師である︒道元禅師は中国

の禅を日本に移植した最も大きな功績を有している︒その道元禅師の禅について見ていきたい︒

道元禅師は一二二三〜二八年︑五年にわたり中国の諸山を歴訪して禅を学んでいる︒道元禅師は中国から何を
持ち帰ったのか︒﹃永平広録﹄によれば︑

﹃永平広録﹄巻一│四八上堂︵春秋社版﹃道元禅師全集﹄第三巻︶

上堂︒云︒山僧是歴叢林不多︒只是等閑見先師天童︒然而不被天童謾︑天童還被山僧謾︒近来空手還郷︒當下

認得︑眼横鼻直︒所以山僧無仏法︒任運且延時︒朝朝日東出︑夜夜月落西︒雲収山谷静︑雨過四山低︒三年必一
閏︑鶏向五更啼︒

中国天童山で生涯の師︑如浄禅師に出会い︑仏法の確信を得て日本に帰国するが︑そこで得た仏法は﹁空手還

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

郷︑眼横鼻直﹂であるという︒﹁日本に将来した仏法は何もない︒目は横に鼻は縦についているだけである﹂と︒
苫小牧駒澤大学紀要
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これは正に真実のありようを認得して︑真実の生き方を体現した自信に他ならない︒道元禅師は膨大な著作とそ

の仏法の体系を残し︑且つ難解であると評されているが︑人間存在の有り様の事実をありのままに見つめ謳った

極めて現実的な思想であり︑併せて他者に対する深い慈しみ︑実に繊細な心遣いが見られる︒

◇﹃正法眼蔵﹄
﹁現成公案﹂巻︵春秋社版﹃道元禅師全集﹄巻一︑三・四頁︶から

道元禅師の代表的著作から禅師の禅思想の一部を繙いていきたい︒

仏道をならふといふは︑自己をならふなり︒自己をならふといふは︑自己をわするるなり︒自己をわするると

いふは︑万法に証せらるるなり︒万法に証せらるるといふは︑自己の身心および他己の身心をして脱落せしむる
なり︒悟迹の休歇なるあり︑休歇なる悟迹を長長出ならしむ︒

身心に︑法いまだ参飽せざるには︑法すでにたれりとおぼゆ︒法もし身心に充足すれば︑ひとかたはたらずと

おぼゆるなり︒たとへば︑船にのりて山なき海中にいでて四方をみるに︑ただまろにのみみゆ︒さらにことなる

相︑みゆることなし︒しかあれど︑この大海︑まろなるにあらず︑方なるにあらず︑のこれる海徳︑つくすべか

らざるなり︒宮殿のごとし︑瓔珞のごとし︒ただわがまなこのおよぶところ︑しばらくまろにみゆるのみなり︒

かれがごとく︑万法もまたしかあり︒塵中・格外おほく様子を帯せりといへども︑参学眼力のおよぶばかりを︑

見取・会取するなり︒万法の家風をきかんには︑方円とみゆるよりほかに︑のこりの海徳・山徳おほくきわまり
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なく︑よもの世界あることをしるべし︒かたはらのみかくのごとくあるにあらず︑直下も一滴もしかあるとしる
べし︒

﹁現成公案﹂の巻では︑仏道を学ぶことの意味を自己自身の洞察であるとし︑己れ自らの経験を仔細に詮索し︑
己れ自身の経験を考査することを厳しく問うている︒

また︑トランスパーソナルやホリスティック︑禅セラピーに見られる︑自分の理解の及ぶ範囲で物事を恣意的

に判断してしまうことを誡め︑現象世界を固定的実体的に捉えるのではなく︑自然の移ろいありのままに柔軟に
受用していくことの要を説いている︒

こうした禅思想は菩提達摩以来の中国禅思想の蓄積を︑唐から宋代にかけて多くの禅僧が往来することによっ

て禅宗文献が日本に蓄積され︑また禅定実践家が輩出し弟子を育成することによって︑日本思想が鍛えられた結

果生み出されたものである︒すべて隋唐宋の時代の中国仏教を土台としている︒そして道元禅師の仏道も中国で
の五年間の禅の求道の遍歴︑経験の意味づけによって確立されたものである︒

◇﹃正法眼蔵﹄
﹁坐禅箴﹂巻︵春秋社版﹃道元禅師全集﹄巻一︑一一三・一一七頁︶から

ここに見るのは道元思想の核心︑坐禅・瞑想の哲学的考察である︒道元禅師の只管打坐の仏道の原型を形作っ
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た宏智正覚︵一〇九一〜一一五七︶の﹁坐禅箴﹂を範として︑独自の坐禅箴を謳っている︒
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撰

はじめに中国禅門の二大甘露門の一人︑中国黙照禅の大成者であり天童山景徳寺中興の祖といわれる宏智正覚

勅諡 宏 智 禅 師 正 覚

の﹁坐禅箴﹂は以下の通りである︒

坐禅箴

仏仏要機︑祖祖機要︑不触事而知︑不対縁而照︒不触事而知︑其知自微︒不対縁而照︑其照自妙︒其知自微︑

曽無分別之思︒其照自妙︑曽無毫忽之兆︒曽無分別之思︑其知無偶而奇︒曽無毫忽之兆︑其照無取而了︒水清徹
底兮︑魚行遅遅︒空闊莫涯兮︑鳥飛杳杳︒

仏仏の要機︑祖祖の機要︑事に触れずして知り︑縁に対せずして照らす︒事に触れずして知る︑其の知︑自ら

微なり︒縁に対せずして照らす︑其の照︑自ら妙なり︒其の知︑自ら微なるは︑曾て分別の思い無し︒其の照︑

自ら妙なるは︑曾て毫忽の兆なければなり︒曾て分別の思い無く︑其の知︑偶すること無うして奇なり︒曾て毫

忽の兆無く︑其の照取ること無うして了なり︒水清うして底に徹り︑魚行いて遅遅たり︒空闊うして涯りなく︑
鳥飛んで杳杳たり︒

坐禅は仏道の要機であり︑坐禅は事縁に触れることなく現象世界を認識し現象世界を照らしだす絶妙なる心の

働きをいう︒人間的分別心やとらわれから離れ︑水清らかにゆったりと魚が泳ぎ︑空闊く鳥は遙か彼方へと飛ん
でいく︒

道元禅師は宏智正覚を﹁古今の仏祖に仏祖なり﹂として尊崇し︑宏智の﹁坐禅箴﹂のみが﹁ひとり法界の大光
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明﹂であると高く讃えている︒一方道元禅師が撰述する坐禅箴は︑

仏仏の要機︑祖祖の機要︑不思量にして現じ︑不回互にして成ず︒不思量にして現ず︑その現自ずから親しし︒

不回互にして成ず︑その成︑自ずから証なり︒その現︑自ずから親しし︒曽て染汚なし︒その成自ずから証なり︒

曽て正偏なし︒曽て染汚なきの親︑その親︑委することなくして脱落す︒曽て正偏なきの証︑その証︑図ること
なくして功夫す︒

水清うして地に徹す︑魚行いて魚に似たり︑空闊うして天に透る︑鳥飛んで鳥の如し︒

私たちを包み込んでいる真実は︑私たちの思い量りを越えて明らかに現れ︑正しく認識しそれを行じていくこ

とによって︑その真実が証されていく︒本来そこに偏りや︑計らい︑染汚が加えられることはない︒その全体性︑

真実のありようを明らかに認識する行が坐禅である︒水や空︵際限なき真実のはたらき︶は︑水が地の底まで透

き通りそこに魚が泳ぎ︑空が天に広がり鳥が飛ぶことによって︑
﹁水・空・魚・鳥﹂それぞれがそのものの﹁いのち﹂
を行じぬいている︒

これら二者の﹁坐禅箴﹂に中国禅と道元禅の相違を見取することが出来る︒両者ともに転迷開悟︑経験的な悟

りを説かない黙照禅を基調とし︑坐禅に悟りを求めず︑ただ坐禅する事がそのまま悟りであると説き︑坐禅の行

を重んじている︒しかし宏智が知や照の語を用いる部分を︑道元禅師は現や成に変えている︒宏智箴は概してい
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えば知的︑詩的︑理念的な表現であり︑道元禅師は徹底行的であり実存的である︒宏智は﹁坐の証﹂の表現とし
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て坐禅箴を謳い︑道元禅師は﹁坐の修︵実践︶﹂の強調として坐禅箴を謳っている︒

この﹁坐禅箴﹂は︑坐禅の意味を考察しているが︑坐禅の意味の考察にとどまらず︑人間存在︑命の考察︑現

象世界の認識論︑この世のありようの事実を読み解くものである︒こうした禅思想の鍛錬期を経て︑この時代の

禅は﹃永平大清規﹄等の清規書類として︑その実践規範が残されることにより︑日本各地にある僧堂で︑今日に

そのままの形で受け継がれている︒中世の生活規範がほとんどそのままの形で残されていることは︑文化史学的
な視点から見て極めて貴重なことであるといえよう︒

日本の鎌倉・室町時代に宋・元・明の文化を移植したのは︑中国からの渡来僧︑そして日本からの渡海僧であ

る︒中日交渉史の研究者︑西尾賢隆氏は﹁五山・十刹・諸山・末山といった五山の官寺体制は︑固定化したわが

国の中世社会にあって︑全国から優秀な子弟を禅林社会に吸収するシステムをもっていたといってよいであろう︒

それはあたかも科挙制に基づく士大夫階級のようであった︒﹂︵﹃中世の日中交流と禅宗﹄吉川弘文館︑一九九九︶

と指摘しているが︑当時禅僧は幕府の外交官として内外で活躍しながら︑士大夫的教養を遺憾なく発揮して︑文
芸詩歌墨蹟墨絵作庭建築等︑あらゆる文化的側面においてその地位を固めていった︒

江戸期に入ると︑京都・鎌倉五山を中心とした禅文化隆盛の時期が過ぎ︑面山瑞方︵一六八三〜一七六九︶は
文化の断絶を憂えて次のように述べている︒

﹃僧堂清規考訂別録﹄︵﹃曹洞宗全書﹄﹁清規﹂二百十頁︶

唐宋元所建僧堂︑則百丈大智禅師之古制︒模祇園精舎之様也︒元亡明興︑其様則失︒
﹇⁝﹈古渡日本之禅︑則
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共従唐宋元而入焉︒

古規古風を後世に伝えることは容易なことではない︒禅の文化︑禅の思想も伝承と断絶︑法難の危機︑戦争や

政治体制の変化を乗りこえながら︑これまで見た通り︑二十一世紀を迎え新たな段階へと進捗している︒

おわりに

現代の多くの日本人は︑二度の世界大戦のトラウマと物質文明の謳歌によって︑伝統的な価値観・宗教観を見

失ってしまっている︒しかし日本文化の中に︑建築・茶道・華道・書道・庭園・文芸・芸術・剣道・弓道・居合

道・食文化など様々な分野において禅の思想は生き続け︑日本を訪れる多くの外国人も日本の至る所に禅的なも
のを感じ取っている︒

中国に生まれた禅が︑日本というフィルターを通して︑今日なお世界中に生き続けることは︑今後の中日友好

のあり方を考えるとき多くの示唆を与えるものとなろう︒幾多の歴史的危機を乗りこえて︑中国においてなお禅

が存続しているとすれば︑それは中国の風土習慣に沿った新しい仏教として人民の間に沈潜し定着してきたから
にほかならない︒

また中国における仏教受容の二千年の歴史は︑二十一世紀の主要なテーマの一つである﹁異文化交流 ││
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調和と融合﹂に大きな示唆をあたえるものとなろう︒
苫小牧駒澤大学紀要
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禅は︑ヒューマニズム︵人道︶︑トレランス︵寛容︶︑コンパッション︵共感︶を基調とし︑極めて合理的な実

践哲学であるといわれる︒科学・技術全盛の時代︑東洋の伝統的な精神文化を︑時代遅れの非科学的な迷信の類

として退けてしまうのはもはや間違いである︒トランスパーソナル・ホリスティック・マンドボディーメディス

ン・禅セラピー︑環境倫理・環境哲学など︑科学合理の世界での世界的な普及と︑極めて今日的な問題に対処し

うる実質的な力として活用可能であることが何よりもその証左となるであろう︒未来を見通す明かりとして︑人

類の成熟した精神文化として︑禅の象意を再確認することにより︑禅の可能性は益々拡がることとなろう︒

上

そしてその可能性は︑中日文化交流の二〇〇〇年の︑中日の海を挟んだ積極的な﹁一衣帯水﹂の交渉の結実で

以

この小論は︑二〇〇九年九月三日︑北京大学大学院歴史学系で開催された学術講演会の発表原稿に注釈を補

あるということを指摘したい︒

⑴

追整理し︑本文をそのまま掲載するものである︒日本文を掲載した後︑中文翻訳原稿を掲載する︒講演は日本語

女史に 御協

で行われ︑通訳を北京大学大学院歴史学系博士課程の劉峰氏にお願いした︒中文の翻訳原稿は苫小牧駒澤大学非

常 勤 講 師 楊 志 剛 氏 の 手 を 煩 わ せ た︒ ま た 翻 訳 原 稿 の 整 理 校 正 を 苫 小 牧 駒 澤 大 学 国 際 セ ン タ ー 職 員

安藤治﹃心理療法としての仏教﹄法藏館︑二〇〇三︑三頁参照︒

力いただいた︒改めてここに関係各位に対し深甚の謝意を表したい︒
⑵

︵ http://www.atpweb.org
︶
Association for Transpersonal Psychology

⑶ 以下のサイト並びに文献参照
・
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・ Association for Humanistic Psychology
︵ http://www.ahpweb.org
︶
・Ｂ・Ｗスコットン・Ａ・Ｂチネン・Ｊ ・Ｒバティスタ編﹃トランスパーソナル心理学・精神医学﹄日本評論社︑
一九九九

・日本トランスパーソナル心理学／精神医学会ホームページ︵ http://wwwsoc.nii.ac.jp
︶
・安藤治﹃瞑想の精神医学││トランスパーソナル精神医学序説﹄春秋社︑二〇〇三
・安藤治﹃心理療法としての仏教﹄法蔵館︑二〇〇三

・岡野守也﹃コスモロジーの創造││禅・唯識・トランスパーソナル﹄法蔵館︑二〇〇〇
⑷ 以下のサイト並びに文献参照
・ＮＰＯ法人日本ホリスティック医学協会︵ http://www.holistic-medicine.or.jp
︶
・帯津良一﹃ホリスティック医学入門﹄角川書店︑二〇〇九

︵
︶
Holistic Education Network of Tasmania
http://www.neat.tas.edu.au/HENT/
︵ http://www.oise.utoronto.ca/
︶
OISE/UT Home Page

⑸ 以下のサイト並びに文献参照
・
・

二〇一〇年三月

︑二〇〇七

・日本ホリスティック教育協会︵ http://www.holistic-edu.org
︶
・中川吉晴・金田卓也﹃ホリスティック教育ガイドブック﹄日本ホリスティック教育協会︑二〇〇四
⑹ 以下の文献参照
・曹洞宗総合研究センター﹃教化研修﹄第五一号

第二十二号

・ハーバート・ベンソン﹃ベンソン博士のリラックス反応﹄講談社︑一九七七
苫小牧駒澤大学紀要
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⑺ 以下のサイト並びに文献参照
・森田療法研究所︵ http://www.neomorita.com
︶
・北西憲二﹃森田療法と精神分析的精神療法﹄誠信書房︑二〇〇七
⑻ 以下の文献参照

・デイビッド・ブレイジャー﹃禅セラピー││仏教から心理療法への道﹄コスモスライブラリー︑二〇〇四︵仏

環境哲学特にディープエコロジーに関して以下の文献参照

教心理学博士︶
﹇欧米で出版されている禅セラピーに関する文献二〇〇冊以上を掲載﹈
⑼

・アルネ・ネス﹃ デ ィ ー プ エ コ ロ ジ ー と は 何 か │ │ エ コ ロ ジ ー・ 共 同 体・ライフスタイル﹄文化書房博 文 社︑
一九九七

・アラン・ドレグソン﹃生き方から考える環境の思想│ディープエコロジー﹄昭和堂︑二〇〇一
・フェリ・リュック﹃エコロジーの新秩序﹄法政大学出版︑一九九二
・フォックス・ワーウィック﹃トランスパーソナルエコロジー﹄平凡社︑一九九四
・ジョアンナ・メイシー﹃世界は恋人︑世界はわたし﹄筑摩書房︑一九九四
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禅的故乡中国和大家见面�甚
我是苫小牧驹泽大学的佐久间贤祐�在世界闻名的北京大学�又是我的专业 ·
感荣幸�在此�请允许我向给予我这次宝贵机会的历史系主任牛大勇教授�王春梅教授�王新生教授�负责联系调
整的日本大学的井上桂子老师以及其他有关人士表示深深的谢意�

我研究的主要内容是日本曹洞宗学�禅的思想�禅文化论�特别从日本的中世到近代的繁琐的文献学�由于内

容比较枯涩�所以今天想浅显易懂地就禅文化谈一谈�我在苫小牧驹泽大学任禅学教员�也在我的故乡�具有四百

年历史的宫城县龙泰禅寺里任副住持�本着驹泽大学的�行学如一�的治学理念�在理论和实践的融合方面作出了
一点微薄的成绩�

一︑ 禅思想的母胎

我所研究的禅文化 ·
禅的思想�其渊源当然是来自印度的释迦牟尼思想�但更直接的是以中国文化为母胎的�
禅已经从佛教文化中最印度式的事物转变成了最中国式的事物�是具有中国的土着性的佛教思想之一�佛教自成立

之日起历经千年�其变化过程中经过繁琐的哲学化�附带来世观念的倾向�重新对释迦牟尼的问题意识及行法进行

追加体验�现实性地直视人类如实的存在�作为�生存于此�存在于此���自己自身的问题�被佛教所追求�如此

的人生样态的革新运动即所谓禅�它由菩提达摩�〜五三〇年��带到中国�并迎来了隋唐全盛时期�
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更进一步�在隋�唐�宋时期�相当于从日本的飞鸟时代至平安时代��东亚地区的佛教在各国各地区具有�共
苫小牧駒澤大学紀要
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同文法�的文化价值�意义和机能�各国各地区在开展多元外交的时候佛教具有外交王牌之作用�自古以来�在考
虑东亚地区国与国之间关系的时候�佛教所产生的文化历史的作用是非常巨大的�

以菩提达摩为初祖的的中国禅在八世纪�因为六祖慧能�六三八年〜七一三年�的出现绽放了巨大的花朵�慧

能的说教是�外离相曰禅�内乱不曰定�外若著相�内心即乱��
��六祖禅经�
�即�从顿悟见性�自己本身的束缚

中脱离开�以感悟原本的自己自身的珍重为目标�禅还可说是以�止观�所表现的自己本身去�集中�
��观察�的
自己锻炼法�是以内省和洞察去理解自己的方法�

九年七月来日本早稻田大学讲学�天安门广场事件以来�一直过着
中国的诗人代表之一的北岛先生曾于二 ○○
流亡生活的他最后说到 �:离开中国才再次感觉到超越语言和国界的汉语的美�我是唯一的语言民族主义者��关

于自己的诗作他是如此描述的 �:对于我来说�诗歌的创作和坐禅一样�从日常杂事中解脱出来�在瞑想的精神空

�我本人也是同样�离开故乡二十六年了�总
间中开始诗歌的创作��
��朝日新闻 文化栏二〇〇九年七月十五日�

是感悟到故乡的美和故乡的重要性�正是在物质文明极度发达的今天�可以凝视人类心的佛教和禅文化�是否到了
再一次与现代文明相对比�再评价的时期了呢�

从公元前后开始�佛教传入中国各地以来的两千多年�可以说佛教对中国文化的形成和发展产生的作用是不小

的�也是一直存在着的�不管从漂泊诗人北岛的�诗歌等同于坐禅�类推�还是到现在中国社会的每一个人�都不
能说和禅及禅文化没有远缘的�

我本人曾经到中国各地旅游过�在浙江�湖北�湖南�江西�福建等省�特别是以宋代禅宗五山的大寺院为中
心�佛教和禅被许多的中国人所接受�给我留下了切肤之感受�
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但是�如果问许多现代中国人对佛教和禅是否达到脍炙的程度�回答是否定的�我们曾经对在苫小牧驹泽大学

的中国留学生做过调查�结果对佛教和禅有一定认识的同学几乎没有�他们只是通过历史剧中出现过的佛教僧侣以

及少林拳法和达摩�勉勉强强地一知半解�到了留学之才了解到禅是母国的文化�是有着悠久的历史的精神文化�

二︑二十 一世纪的禅

以 中 国 文 化 为 母 胎� 在 中 国 确 立 其 基 础 之 后 又 广 泛 流 传 于 东 亚 的 禅� 如 今 还 在 不 停 地 在 东 亚 地 区 扩 大 发 挥

�印度流的
Vipassana Meditation

Ｊ ·
汤因比指出 �:二十世纪最 重 要 的
其作用� 二十世纪 屈 指 可 数 著 名历 史学 家 之 一 英国 的历 史学 家 阿 诺 德 ·
事 件 之 一 就 是 佛 教 被 介 绍 到 了 西 方 社 会�� 在 二 十 一 世 纪 的 世 界 诸 国� 特 别 是 在 欧 美 社 会� 佛 教 和 禅 的 作 用 越 来
越 大� 如 今 正 在 渗 入 欧 美 诸 国 的 禅 可 以 大 致 有 西 藏 密 教 流 的 禅� 缅 甸 流 的

� Transcendental Meditation
��中国流�韩国流�日本流�临济禅 ·
曹洞禅�等各种各样�必须注意不能对各种
禅一概而论�欧美诸国对于佛教及东方思想�不仅仅是抱有神秘思想�神秘体验�偶像崇拜等偏见�也不仅是作为

哲学家宗教学者等杰出人物的关心的对象�而是以一种扎根于一般市民及大众生活的实际存在的意义上的�与社会

TM

生活以及社会实践紧密相关的形式来接受了佛教及禅�在笔者所在的大本山永平寺和横滨的西有寺的僧堂修行时代�

有着和来自英国�瑞典�巴西等修行的僧侣一起修行的生活经历�那些友人回到祖国以后都建立了寺院�一边传授
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佛教�一边普及茶道�花道�书道�武道等日本文化�并与社会福祉及环境保护运动等社会实践结合起来�至今仍
在活跃�
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谈及日本佛教教育的现状�八到九成的日本人都以复合性的佛教或者神道为信仰�在日本有着约八万个寺�僧

侣数约为三十一万人�其中禅宗寺院约两万一千所�禅增的人数约三万人�信仰禅宗的人数�把临济宗和曹洞宗加

曹
; 洞宗则继承了中国的曹洞宗的祖先�洞山良价�八〇八年〜六九年�和曹山本寂�八四〇〜

起来据说有一千万人�
�文化厅编�宗教年鉴�二〇〇八等��临济宗是中国禅宗五家之一�它继承了临济义玄�〜
八六六年�的教法

九〇一年�等的教法�此外�由江户初期远渡而来的临济宗的僧人隐元隆琦�一五九二年〜一六七三年�确立的黄

檗宗也有四百五十所左右的寺院�他们的生活方式完全继承了明代的的生活方式�形成了煎茶道及普茶菜系�印象
篆刻等独特的文化�

如今�日本的佛教被揶揄为葬礼佛教�其形式表现为作为崇拜祖先及葬礼法要等举行的生活礼仪�僧侣的寺院

活动也仅限于以供奉死者和祖先为中心的�营利活动�
�主持一次一个小时的左右的供奉死者的葬礼�就可以得到

Ｋ在�僧侣一本万利的策略 ──
为何每个小时挣五十万日元�
三十万到二百万日元�平均五十万日元的布施�卓安 ·
�钻石出版社 二〇〇九・七�中�从始至终极力宣传僧侣的堕落甚至佛教无用论�认为以都市为中心的传统性的信

仰形态已经崩坏�质询二十一世纪的日本佛教存在的根本意义�他告诫僧侣自身不能只奔走于�营利活动��在质

问宗教的本质的同时指出�如果不能真挚地验证如何使佛教及禅的回归本质以及自身的生活方式�日本的佛教本身
的崩溃将是指日可待的�

如上所述状况的今天�作为宗教的禅在其以外的领域也越来越引起世界各国的注目�作为哲学�作为生命的智

慧�作为安定心境�整理感情及思考的技法�作为平衡心灵和体力的技法�禅更存在于精神医学�心理学�教育学
等领域�在此�我想从各种各样的角度对禅的具体表相作一个考察�
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三︑心理学的佛教

法相唯识和禅的传统的基础
──

日本的奈良时代�七一〇年〜七九三年��六个宗派佛教之一的�法相唯识�教学�
即东亚传统意义上的心理学�

在中国�
五世纪初叶盛行翻译唯识流的文献�在三藏法师玄奘�六〇二年�〜六六四年�和慈恩大师窥基等�六三二

年〜六八二年�的努力下�中国的法相唯识得以大成�玄奘及窥基等大师的教学也直接进入到日本�法相唯识作为

处理最具佛教特色的�心�的学问而得到发展�唯识指即把�心�置于认识现象世界的中心位置�主张�内外出现
的所有的行为和现象�都是由心而出��并以此把�心的构成�作为研究的对象�

年的东方智慧�是细致分析个别心理状态�矫正心的认知形状以及心理
法相唯识的教学真正地蓄积了二五 ○○
失调的唯识的修行�并使用了�坐禅�的方式�玄奘注译的�成唯识论�等在中国法相宗中具有根本圣典性的历史
地位�

唯识佛教作为通往领悟的阶梯以及对�无我�的证明�对�心�作了详细的分析�它把一切法�心和现象�
◇
都分类为五百位法�把心的中心体�心王�分类为八识�前六位�眼�耳�鼻�舌�身�意�属于意识下的机能�
第七识�末那识�第八识�阿赖耶识�则属于无意识的深层心理�

在唯识佛教中是这样解释的 由
: 于心的深层领域的初能变�阿赖耶识��第二能变�未那识�的作用�人格
◇
的形成是变化着的�它立足于事象的认知过程�通过对存在于根底的人的确信是怎样形成的�认知过程中是否有歪
曲等的探讨来理解烦恼的本质�
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作
�认识作用的维持�有关联的�
◇为深层意识的�阿赖耶识��是和�经验的积蓄���个体的生理维持��
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在欧洲�开始关心这种深层心理�是在进入二十世纪后�以西格蒙德 ·
佛 洛 伊 德 的 潜 意 识 构 造 为 中 心� 确
◇
立了深层心理学的基本概念之后的事�而公元四世纪的唯识佛教就已经把人类意识中的存在的�不可知的领域�汲
入到人类论中了�由此可见对人类进行观察的深度�

万
◇事基于心�以心为主�由心而发�如果以被污染了的心指导言行�困苦将伴随其人
��法句经�第一节�真理之言�岩波文库�

如同影随其身�永不
──

如同牛拉车的车辙�
──

＊ 佛教心理学的伦理性基础

万
◇事基于心�以心为主�由心而发�如果以明清之心指导言行�福乐将伴随其人�
分离�
�同第二节�

实
�同第五节�
◇际上在这个世界上�如果以怨抱怨的话则怨气无止�舍弃怨气则怨气熄�这是永恒的真理�

任
◇何人都害怕暴力�任何人都惧怕死亡�对所有的生物来说生命都是可贵的�将心比心�是不能杀生的�也
是不能动杀机的�
� 同一二九节／一三 节
○�

佛教心理学就是基于这样的释尊伦理观�原始佛教的伦理观及宗教思想�首先�能否感悟到�自我是可爱的��

这是认识生命的重要性的基础�其次才能使他人的生命得到尊重�佛教教理的核心
�无我�
�
是指自我存在的基础是�非

��
Transpersonal

�等视点就是从现代社会的角度出发对唯识心理学�禅的再认
Holistic

己�他者�对境���即重视�非己�就是重视�自己�
�正因如此�才产生了�不能杀生��
�不杀生�之伦理和实
践规范�以下所说明的�
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心理学
Transpersonal

精神医学
·

识�它在近年越来越受到人们的关注�

四︑

玛滋洛等倡导�它以�人间性心理学�为基调�把立足于
: 十年代美国心理学家亚伯拉罕 ·
Transpersonal六
人间性心理学的超越自己的概念加以发展�出于人类的最终目的就是与超越自我的某种事物相统合之思考�因此对

精神统合的手法进行了开发�在此�与存在于东方传统文化的佛教�禅的冥想�坐禅的意识状态有着深刻的关联�

研究的领域在于身体技法及东方的意识锻炼实践�特别是在包括禅的与新心理疗法相关的临床性 ·
Transpersonal
理论性研究�人类的变容以及治愈之研究�心理学诸流派之间的理论和实践的比较及统合研究�特别是与人类心理

� 精 神 统 合� 罗 伯 特
Psychosynthesis

阿撒基奥里�以
·

学以及荣格心理学的对话��心理学以及心理疗法与宗教�特别是佛教�之间的关系的研究�与创造性及艺术性的

精神学在佛洛伊德的弟子
·

心理疗法的意义有关的研究�与临死状态以及临终关怀相关的研究等领域也是具有广泛性的�

心理学
Transpersonal

玛滋洛�美国思想家肯 ·
威尔伯等的努力下�在世界上得到了一
及在人间性心理学研究中众所周知的亚伯拉罕 ·
定的评价�其次�在统合传统西洋医学的心理学与东方的传统心理学方面�形成了心理学的大潮流�
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心理学 ·
精神学把反省物质主义�科学万能主义作为原点�人们认识到�在以往的科学性理
Transpersonal
心理 ·
社会性模
论框架下�人类的�心�中失落了很多要素�因此�以往的心理学及精神医学中形成的�生物 ·
苫小牧駒澤大学紀要
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式�越来越广泛地转变为�生物

社会
·

灵魂�
·

�性的模式�
�
biopsychosocial-spiritual

心理学及精神医学原本是与�意识�密切相关的一门学术领域� Transpersonal
则是对存在于东方传统文化中
的各种冥想性的传统和修行中的�意识状态�以及唯识心理学显示着强烈的关心�最新的西方�意识研究�与传统

�之分
的东方哲学的�意识研究�的交流与统合�成为现代重要研究领域之一�与此密切相关的� Transpersonal

�
http://www.atpweb.org

野现在正在世界范围内引起注目�在哲学�宗教�教育�医疗等领域得到越来越广泛的应用�

�
·Association for Transpersonal Psychology

�
�
·Association for Humanistic Psychology
http://www.ahpweb.org
Ｂ ·
Ｗ思科通 ·
ＡＢ琪南 ·
ＪＲ巴迪斯塔编 � Transpersonal
心理学 ·
精神医学�日本评论社 一九九九
·
日本 Transpersonal
心理学 ·
精神医学会主页� http://wwwsoc.nii.ac.jp
�
·
安藤治 �冥想的精神医学 ── Transpersonal
精神医学序说� 春秋社 二〇〇三
·

医学
Holistic

全方位的生命医疗 ──
──

安藤治 �作为心理疗法的佛教� 法藏馆 二〇〇三
·
冈野守也 � Cosmology
的创造 ──
禅 ·
唯识 ·Transpersonal
� 法藏馆 二〇〇〇
·

五︑

医学也把反省今天的一边倒似的科学万能主义及西洋医学为视点�不只把身体部位�身体部分作为
Holistic

34

禅正在受到注目
·

医学 ·
疾病的研究对象�而是对人及其心进行全方位的治疗�以包括人类 ·
地球 ·
生命的全方位的治疗为目标�
到包括�环境�的�用全方位的视点去思考健康�
包括肉眼看不到的心及灵性�从 Body-Mind-Spirit
医 学 研 究 对 象 不 只 拘 限 于 疾 病� 而 是 从 生 老 病 死 一 直 到 死 后 的 世 界� 它 虽 然 也 属 于 医 学 范 畴� 但
Holistic

医学是指�生存方式�性的统合医疗�如今正在成为世界潮流�这也正是传统的佛教
Holistic
的依据�

性的视点还是 Transpersonal
性的视点虽然都始于欧美诸国并以欧美诸国为活动中心�但如今
不管 Holistic
在日本也越来越得到普及�不管是研究者还是实践医师都有与日俱增的趋势�在日本�越来越多的统合医疗及心疗
内科等新型医疗形态就是其佐证�

教育
Holistic

对生命的关联性的思考 ──
──

ＮＰＯ法人日本 Holistic
医学协会� http//www.holistic-medicine.or.jp
�
·
带津良一 � Holistic
医学入门� 角川书店 二〇〇九
·

六︑

教育重视各种关联性�如生命�生物与大地的关联�与人类的关联�心与体的关联�各教科之间的
Holistic
各种关联�人类是一个包括了所有事物的全体�人类不单是外表的�部分的�而是包括身体�感情�思考�精神性

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

性的人类观�
等的多重构造�更是可以说是不断成长的可变容的有机性的存在�这就是 Holistic
性的人类观则
从古至今�人们只是对肉眼可以看到的价值进行评价�而忽视了肉眼看不到的事物� Holistic
苫小牧駒澤大学紀要

35

佐久間賢祐

中日文化交流の歴史と禅の思想

不然�它以对个人的根源性尊严为基础�重视人类的存在本身的价值�

教育正是以 Holistic
式的人类观为基调�它的观察法即 最
Holistic
: 重要 的是认识到地 球上所有 的鲜活 的生
物都象是用无数的网目深深地�精妙地联系在一起这个事实开始的�把这个无可替代的的地球作为观察问题的视野

的话�观察眼前所见的事实则是至关重要的�由此产生的教育�就是必须把地球这个共同体以慈爱之心爱护下去�

教育的目标不是创造新的价值观�而是把佛教传统的人生观�教育论作为基调�此外�虽然与佛教
Holistic
教育与 Holistic
教育有着相似的理论和活动�伴随两者的倍增效果�为今天
以前的作用有所不同�由于 steiner
的教育指出了一定的方向�

�
�
·Holistic Education Network of Tasmania
http://www.neat.tas.edu.au/HENT/
� http://www.oise.utoronto.ca/
�
·OISE/UT Home Page

年才开始认识到
○

与坐禅的健康领域上的作用 ──
── Mind/Body Medicine

日本 Holistic
教育教育协会� http://www.holistic-edu.org
�
·
中川吉晴 ·
金田卓也 � Holistic
教育指南� 日本 Holistic
教育协会 二〇〇四
·

七︑ 宗学和医学的新尝试

道光禅师�一二〇〇年〜五三年�在十三世纪曾经讲过�身心一如��西洋医学则在一八八

�和人体� Body
�之间存在着联系�到了一九六 ○
年代�哈佛大学的哈佛大学梅蒂尔卡学校的哈佛 ·
本
心� Mind
冥想 ·
瑜伽 ·
祈祷等传统的宗教方法与应用在西洋医学中的自律训练法�渐进式
松博士研究小组关注到坐禅 ·
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的迟缓法等放松法之间有着共通的生理性反应�并称之为�放松反应��并在世界上首次发表�

放松反应自古就已经在东方得到了应用�如对坐禅中的心中所见表现出兴趣�把�如实存在�的�悟性�作为

治疗的根本思想�一九七六年面向普通读者的�放松反应�成了当年的最畅销的书籍�至今仍在美国得到广泛的普

及�二 ○○
二年全美统计显示�百分之三十以上的美国国民为了健康利用放松反应�如果加上祈祷�这个人数就达
到百分之五十以上了�

及冥想�
Mind/Body Medicine

二〇〇七

除了哈佛大学以外�世界规模冥想及压力达克森・放松反应等研究也取得了很多成果�并在教育�福祉领域以
及临死医疗等方面越来越广泛地运用

曹洞宗综合研究中心 �教化研究� 第五一号
·
哈佛 ·
本松 �本松博士的放松反应� 购谈社 一九七七
·

八︑ 森田 疗法

森田疗法是从禅中汲取众多的要素的日本式的心理 ·
精神疗法��随着想法的变化可以变得心情舒畅��森田
疗法是日本文化�也是东方文化孕育出来的�解脱人类烦恼的方法�一九一九年由东京慈惠会医科大学精神神经科

:

最初的教授森田正马�一八七四年〜一九三六年�先生创建的治疗神经症的精神疗法�

第二十二号

二〇一〇年三月

恐怖或我们的苦恼起因于生存欲望�
·

森田疗法的基本理论如下
一� 理解到不安
苫小牧駒澤大学紀要
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恐怖
·

苦恼并设法驱除逃离这些不安
·

中日文化交流の歴史と禅の思想

二� 拘泥于这些不安

恐怖
·

烦恼的话�会变得更加不安
·

恐怖 ·
烦恼时的心里的状态作为治疗的关键�
三� 把拘泥于这些不安 ·
四� 因此�打破这种拘束是治疗的目标�

恐怖和烦恼�
·

恐怖 ·
烦恼并发挥生存欲望�如实存在�
�
五� 为此�必须重视容纳这些不安 ·
因森田疗法中不但对东方性式的人类理解�生存知惠加以活用�也试图融合了其他流派的精神疗法的技法及主
张�故而这种尝试在今日得以盛行�也把森田疗法称为战略性的森田疗法�

森田疗法作为神经症及恐怖症的精神疗法�在不改变自身状态的情况下原封不动地接受症状�它导入了禅对人
类的理解法�作为精神疗法�具有画时代的意义�至今仍在世界上展示着其普遍性�

ＺＥＮ疗法
·

森田疗法研究所� http://www.neomorita.com
�
·
北西宪二 �森田疗法及精神分析性的精神疗法� 诚信书房 二〇〇七
·

九︑ ＺＥＮ心理疗法

�佛陀的教育就是从精神疾患解中放出来���如果在当代把佛教作为心理疗法加以介绍的话�是可以正确地领

心理疗法提示�佛教心理学博士大卫 ·
布莱珈扎
会佛陀的信息的��ＺＥＮ心理疗法把禅及禅的冥想作为疗法 ·
根于禅的行法及佛教心理学�构筑了理论和实践方法�布莱珈把作为疗法的佛教�把作为治疗师的菩萨�把佛教心
理学作为模式�把作为身体的禅以及禅道的疗法分层次地进行了研究�

38

慈爱
·

理解
·

自然等有关的实践活动�
·

禅是指心的生态学意义上的状态�是意识到一种引导不受心里上伤害的伦理性内向关联�和谐地生活当然是指
所谓的更加有序地理顺各种事物�由带场的感觉产生�疗法是指与慈悲
并由此对感觉进行再构筑��禅疗法�三四二页

二〇〇四�佛教心理学博士��揭载了欧美

禅疗法以欧美诸国为中心普及最广�如今在欧美得到普及的禅疗法�反过来传入日本并逐渐在在日本扎根�

︶
·Indra net

大卫 ·
布莱珈 �禅疗法 ——
从佛教到心理疗法之路� 宇宙图书
·
出版的有关禅疗法的文献二〇〇余册�

十︑ 帝释天 的网︵因陀罗网

介绍到此的 Transpersonal
� Holistic
� Mind/Body Medicine
以及禅疗法等�可以说只是把禅的传统性的冥想
思想以今天的目光进行重新捕捉后所产生的作用的大的潮流作了一些介绍�下面我想就与这些方面具有共通原
·

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

缘起的世界观作一下介绍�
理的佛教的因缘生起 ·
佛教原来认为�所有的现象世界都是相互依存�相互关联的�个体依全体而存在�全体如果没有个体即�我�
也是不能存在的�

苫小牧駒澤大学紀要

39

佐久間賢祐

中日文化交流の歴史と禅の思想

这样的思想特别体现在�梵纲经�
�一般认为是公元五世纪初叶在中国完成的经典�和�华严经�
�一般认为四

世纪后期在中亚西域南道的于阗一带编纂�五世纪初叶被翻译成汉语的经典�里�并以�一即一切�一切即一�加
以表现�然而把�梵纲经�和�华严经�的教理具体化的是�奈良大佛�
�

现象世界认为世界上所有的事物都是因缘相合的�它把成立自我的根据即他己�非己�的关系性概念的把握构
成佛教的理解�

�梵纲经�中所示的�梵纲���因陀罗网�是指在日本家喻户晓的�寅次郎电影�中的佛法守护神帝释天向

世间撒网之事�天网覆盖了整个世间�每个网结处用闪闪发光的宝珠连结�其中一个宝珠的光辉如果被光照到�宝

珠朝向会发生一些变化�整个全部的宝珠的光辉都会发生变化�这种网和网结�宝珠�的关系即表示个体和全体的
关系�个体的存在与全体是相通的��自我�的存在虽小�但是会给全体带来影响�
现代互联网社会或许就是梵网的一种�

佛教的自然观理解成为一个关键词�作为盛行
如今考虑地球环境问题的时候也可以把这种因陀罗网世界观 ·
�提倡的深层生态学�领导环境哲学的诗
Arne Naess

于欧美的环境哲学�实践学�的依据� 挪威的哲学家内斯�

��以融合了精神世界和社会运动的形式阐述了深层生态学实践的佛教学者梅西� Joanna
人施耐德� Gary Snyder
�� 设 计 以 获 得 更 大 的 自 我 感 觉 为 目 标 的 研 究 会� 全 生 命 的 聚 集� Council of All Beings
�� 的 西 得� John
Macy

�等�所列举的不管哪种学说�都将重点置于精神的侧面�形成了脱离以人类为中心的共通的主题�这种动向
Seed
都体现出受到了禅的思想或�梵纲经�中的因陀罗网的思想及佛教思想的影响�特别是内斯的深层生态学�作为环
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境伦理已经有四十年的历史�作为强力支持冥想

生态
——

生活方式
·

�
— 昭和堂

二〇〇一

�文化书房博文社 一九九七
——

禅的重要性的极其现代性的思想潮流�在形成其方向性方面作
·

共同体
·

沃威克 �超生态学� 平凡社 一九九四
·
梅西 �世界是恋人�世界是我� 筑摩书房 一九九四
·

德莱古松 �从生存方法角度考察环境的思想 深
·
—层生态学
吕克 �生态学的新秩序� 政法大学出版 一九九二
·

内斯 �深层生态学是什么
·

出了很大的成绩�

阿尔纳
·
艾伦
·
费里
·
福克斯
·
乔安娜
·

十 一︑ 道元 禅师的禅

形成笔者所研究的对象日本曹洞宗学主干的�今天仍然在心理学 ·
精神学 ·
教育学�环境伦理学等领域方面
担负着重要角色的是日本曹洞宗的开祖道元禅师�一二〇〇年〜五三年�� 道元禅师把中国的禅移植到日本作出了
不可磨灭的功绩�下面介绍一下道元禅师的禅�

:

一二二三年到二八年的五年�道元禅师历访了中国诸山�并修习了禅�道元禅师从中国带来了什么呢�根据�永
平广录�的记载

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

�永平广录�第一卷四十八上堂�春秋社版�道元禅师全集�第三卷�
苫小牧駒澤大学紀要
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上堂�云�山僧是历丛林不多�只是等闲见先师天童�然而不被天童谩�天童还被山僧谩�近来空手还乡�当

下认得�眼横鼻直�所以山僧无佛法�任运且延时�朝朝日东出�夜夜月落西�云收山谷静�雨过四山低�三年必
一闰�鸡向五更啼�

在中国的天童山生活的大师曾经和如静大师有过见面�得到佛法的确信后回国�但在那儿得到的佛法据说却是

�空手还乡�眼横鼻直���到日本去将来的佛法什么也没有�只有横目竖鼻而已�
�然而道元禅师认识到这正是真实

的存在�是真实地体现生存方法的自信而无他�道元禅师还留下了大量的著作及佛法体系�而且被认为非常难解�

:

但这是原封不变地找到了人类存在的如实的事实�是极其具有现实性的思想�同时还可以从中看出对别人的大慈及
无微不至的关心�

从
�春秋社版�道元禅师全集�卷一�三�四页�中
◇�正法眼藏��现成公案�
我想翻阅一下道元禅师的代表性著作中禅师的禅的思想的一部分 :

＊所谓学佛道者�即学自己也�学自己者�即忘自己也�忘自己者�为万法所证也�为万法所证者�即令自己

法
; 若充足身心�尚觉法之不足�如人乘船出无山之海�眺望四方�则见

之身心及他人之身心脱落也�若有悟迹休歇�即令休歇之悟迹长长流出�

＊法尚未参饱于身心�以为法已满足

海唯圆形�更不见不同之相�然则大海既非圆形�亦非方形�以其海德�无有穷尽�
�见�如宫殿�
�见�如璎珞�

唯眼所及�而见海为圆形�如彼故�万法亦然�尘中格外�虽备诸多样相�人皆只见取会取参学眼力之所及也�若

42

欲知晓万法之家风�当知方形圆形之外�更有海德山德�无穷无尽�眼外更有世界�非但身旁如此�当知当下一念�
一滴之水�亦皆如是�

�现成公案�的卷中里指出�学习佛道的意义在于对自己自身的洞察�并提出了要对自己的经验仔细地进行自
我诠索�对自我的经验进行严格的考查�

�禅疗法� Holistic
中的�在理解自我所涉及的范围中不要对事物进行肆意
此外�还告诫见于 Transpersonal
的判断�对待现象世界的事物不要固定地�实体地捕捉�要顺其自然地�如实地�柔软地从中受益�

禅的思想把从菩提达摩时代以来在中国的中国禅的思想积蓄通过自唐代至宋代通过众多的禅僧的往来�使禅宗

文献在日本得以积蓄�并且培养出来很多禅定实践家和弟子�因此由此形成了锻炼日本思想家的结果�禅的思想以

:

所有的隋唐宋时代的中国佛教作为根基�从而使道元禅师的佛道也通过在中国历经五年求禅之路的遍历及经验的意
义得到了确立�

�
�坐禅箴�卷�春秋社版�道元禅师全集�卷一�一一三・一一七页�中
◇正法眼藏�

冥想的哲学性的考察�它以制作道元禅师的只管打坐的佛道原
在 此 要 说 的 是 道 元 思 想 的 核 心� 就 是 对 坐 禅 ·
型宏智正觉�一〇九一年〜一一五七年�以�坐禅箴�为典范�提出了独自性的坐禅箴�

:
第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

始于中国禅门的两大甘露门之一�中国默照禅的集大成者�被称为天童山景德寺中兴之祖的宏智正觉的�坐禅
箴�如下

苫小牧駒澤大学紀要
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坐禅箴

撰

佛佛要机�祖祖机要�不触事而知�不对缘而照�不触事而知�其知自微�不对缘而照�其照自妙�其知自微�

曾无分别之思�其照自妙�曾无毫忽之兆�曾无分别之思�其知无偶而奇�曾无毫忽之兆�其照无取而了�水清澈
底兮�鱼行迟迟�空阔莫涯兮�鸟飞杳杳�

坐禅是佛道的要机�坐禅可以说不触及事缘�而是通过认识现象世界�是照亮现象世界的绝妙的心的机能�从

人类的分别心及拘束中脱离�鱼在至清的水中慢慢游弋�鸟在至阔的天空飞向遥远的彼方�

不
; 回互而成�其成自证�其现自亲�

道元禅师把宏智正觉尊崇为�从古至今的佛祖的佛祖��认为只有宏智的�坐禅箴�是�独自法界的大光明��
予以了高度的评价�另外�道元禅师傅阐述的坐禅箴如下�

佛佛要机�祖祖机要�不思量而现�不回互而成�不思量而现�其现自亲

曾无染污 其
; 成自证�曾无正偏�曾无染污之亲�其亲无委而脱落�曾无正偏之证�其证无图而功夫�水清徹地兮�
鱼行似鱼�空阔透天兮�鸟飞如鸟�

包容着我们的真实超越了我们想像的估量并明确地显现出来�通过正确地认识它�执行它就可以证明其真实性�

真实里原本是没有渗入任何偏差�判断�染污之类的�坐禅就是把其全体性真实性如实地性明确地加以认识�水和

天
·

鱼
·

鸟�各个产生了各个生命�
·

天空�无止境的真实的机能�是因为�水正是透入到地下鱼才得以游动�天空正是舒展到天�鸟才得以飞翔�因此�
�水
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照�
·

从这两个�坐禅箴�中可以看出中国禅和道元禅的不同点�两者虽然都是以不宣传传迷开悟�经验性的悟道为

基调�不在坐禅中追求领悟�而是把坐禅本身解释为领悟�重视坐禅修行�但是�道元禅师把宏智使用的�知

成�
�概括地说�宏智可以说是智慧性的�诗歌性的�理念性的表现�道元禅师是彻底
等词语的部分改变为�现 ·
的实存性的�宏智以�坐的�之表现歌颂禅箴�道元禅师则以强调�坐的修�实践��来歌颂坐禅箴�

�坐禅箴�中对坐禅的意义进行了考察�但并没有只拘限于坐禅的意义�它还对生命的考察�现象世界的认识论�

对世间的如实的存在事实进作了解读�经过这样的禅的锻鍊期�这个时代的禅作为�永平大清规�等清规书籍�它

的实践规范被保留了下来�因此�这种实践在日本各地的僧堂也被原原本本地保留了下来�从文化史学的角度来看�

室町时代�移植唐
·

宋
·

明的文化的是从中国远渡而来僧侣�也有从日本渡海而去的僧侣�
·

这种中世的生活规范被如实地保留下来�可以说是非常重要的�
在日本的镰仓

十刹 ·
诸山 ·
末山的五山的官制体制�正值我国固定化了的
中日交流史的研究者西尾贤隆先生指出 �:五山 ·
中世社会时期�
可以说该体制具有把我国优秀的弟子吸收到禅林社会的系统�这正如以科举制为基础的士大夫体系��

��中世的日中交流和禅宗�吉川弘馆 一九九九�当时的禅僧作为幕府的外交官�一边活动于国内外�一边还毫无

遗憾地发挥着士大夫的教养�在文艺诗歌�书法水墨画�造庭艺术�建筑等所有的文化面巩固了他们的地位�

镰仓五山为中心的禅文化全盛时期过去之后�
面山瑞方�一六八三年〜一七六九年�
进入江户时期后�以京都 ·
担忧文化的断绝�作了如下的论述�

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

�僧堂清规考订别录�
��曹洞宗全书��清规�二一〇页�
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唐宋元所建僧堂�则百丈大智禅师之古制�规祗园精舍之样也�元亡明兴�
其样则失
则共从唐宋元而入焉�

古渡日本之禅�
······

向后世传达古规古风不是一件容易的事�禅的文化�禅的思想经历了继承与断绝�法难的危机�战争以及政治
体系的变化等发展到了今天�并迎来了二十一世纪�正在向着新的阶段进步�

结束语

宗教观�然而�日
如今�很多日本人都在讴歌两次世界大战的战争创伤和物质文明�看不到传统的价值观 ·
本文化中的建筑�茶道�华道�书道�庭园�文艺�艺术�剑道�弓道�居合道�食文化等许多方面�禅的思想还
在存活着�很多访问日本的外国人都能感到禅的无所不在�

诞生在中国的禅�经过日本的过滤�至今仍在世界上得以继续生存可以说本身就给了我们今后考虑中日友好的

融合�以巨
·

共感为基调�是一种极为合理性的实践哲学�在科学技术全盛的时代�把东方传统文化当
·

和谐
──

应有的状态时候的很多启发�经历过许许多多的历史危机�如果说禅在中国还继续存在着的话�只能说明禅是沿袭
中国的风土习惯�作为新的佛教在在民间潜在定着下来的�

宽容
·

另外�中国佛教受容的两千多年的历史为二十一世纪的主要课题之一的�异文化交流
大的启迪�

禅以人道
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作落后于时代的非科学迷信来回避无疑是错误的�

�
Transpersonal

�
Holistic

�禅疗法�环
Mind/Body Medicine

环境哲学等在科学合理的世界进行世界性的普及�作为可以解决当前极其重要的问题的对应方法的实质
境伦理 ·
力量�其活用性是比什么都有效的佐证�作为可以明确地展望未来的方法�作为成熟人类的精神文化�通过对禅的
象意的再确认�可以说禅的可能性将会越来越广泛�

︵さくま けんゆう・本学教授︶

谢谢�

我想指出的是�这种可能性也可以解释为具有两千年的中日文化交流的�隔海相望的中日两国之间积极主动交

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

涉的�一衣带水�的关系的丰硕果实�
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第二十二号︵二〇一〇年三月二十五日発行︶

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 22, 25 March 2010

精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論
︱ 自殺者年間三万人超へのエクリチュール ︱

篠

原

昌

彦

SHINOHARA Masahiko

精神保健福祉︑精神障害者問題︑自殺予防︑精神障害者社会参加︑当事者主権

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

雑に絡まって要因となり︑死に至るケースが多い︒ワーキングプア︑社会保障切捨ての状況の下で︑
社会的に弱い立場の﹁すべり落ちた﹂人々にとって︑精神保健福祉は欠かすべからざる生存警戒水
位の問題なのだ︒
日本現代文学はこのような心の危機を表現しきれているのであろうか？ ピアサポート︑生活支
援プログラム︑就労プログラム︑社会参加等々︑精神障害者福祉への課題は山積している︒旭爪あ
かね﹃月光浴﹄は︑心の病とともに生き︑社会参加を表現した小説であった︒
日本現代文学は︑精神障害者保健福祉の問題に︑どのように対峙していくのか︒これからの問題
である

二○○九年十二月現在︑日本の自殺者は過去十二年連続で年間三万を超過している︒
失業雇用問題︑経済困難︑生活苦︑家庭苦︑病気苦︑など複合して︑うつ病などの精神疾患が複

要旨

キーワード

A Bibliography on Literature of Psychiatric Rehabilitation and A Study of Gekkoyoku”

苫小牧駒澤大学紀要
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自殺者年間三万人へのエクリチュール

二○○九年十二月現在︑日本の自殺者は一九九八年以来︑連続十一年して三万人を超えており︑今年七月まで
１

２

の累計自殺者数は︑対前年比九五二人増で︑年間自殺者三万人超過十二年連続という悲しい現実は︑確実となっ
ている︒
３

注目すべきは︑失業雇用問題・経済困難・生活苦・家庭苦・病気苦などと複合して︑うつ病などの精神疾患が
複雑に絡まって要因となり︑死に至るケースが多いことだ︒
４

﹁家にお米もないという子どもや︑リストカットを繰り返す子ども﹂﹁北海道の郡部では子どもの数が少ないた

め養護教員が配置されない学校も多く﹂という報道がなされている︒まさに基本的人権としての生存権そのもの

５

が無視され︑
﹁死に追いつめられている﹂親と子の現実が︑﹁貧困大国﹂日本を覆いつくしている︒

ワーキングプア︑社会保障切捨ての状況の下で︑社会的に弱い立場の﹁すべり落ちた﹂人々にとって︑精神保
健福祉は欠かすべからざる生存警戒水位の問題なのだ︒
日本現代文学は︑このような心の危機を表現しきれているのであろうか？

南木佳士﹃海へ﹄は︑うつで心を悩む﹁中年男﹂が精神障害者の人間的尊厳を表現し︑生命の場を目指して︑
自己恢復力すなわち﹁自分の居場所﹂を獲得していく当事者テクストである︒

天童荒太﹃あふれた愛﹄は心の病を抱いた人々への温かい共感によって︑精神障害者社会復帰への熱い願いを
表現した当事者テクストである︒

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

この二つのテクストをケーススタディとして考察した場合︑不安︑苦悩に満ちた現代人の新しい日本語境界領
苫小牧駒澤大学紀要
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精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論 自
―殺者年間三万人超へのエクリチュール

域︑異化の表現手法が見えてくる︒

―

絲山秋子﹃逃亡くそたわけ﹄︵二○○五年︑中央公論新社︑二○○七年︑講談社文庫︶は︑自殺未遂の女性主

人公が精神病院を脱出︑幻聴に悩まされながら︑九州の南へと逃亡生活を続けていく小説であった︒
６

７

自殺予防も含め︑心の病に対し︑﹁入院医療中心から地域生活中心へ﹂﹁精神障害者の地域移行の更なる推進﹂
とは︑日本の政府が推し進める方向であったはずだ︒

最近刊行された大熊一夫著﹃精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本﹄は日本の今後の精神保健福祉のある

べき方向性をあざやかに述べている︒大熊氏の﹃ルポ・精神病棟﹄から三十九年︒ようやく心の病に対する温か

８

い光がさし込んできた︒二○○三年イタリア映画﹁輝ける青春﹂の中でも描かれた精神障害者人間解放運動の芸

術的表現は︑これからの現代日本文学の重要な側面の一つになっていくことであろう︒

また︑二○○八年六月八日秋葉原における無差別殺傷事件について︑東浩紀は﹁自爆テロ﹂と表現し︑大澤真

９

幸編﹃アキハバラ発 ０
< ０ 年代 へ
> の問い﹄の中でも︑次のように述べている︒
今こそ文学的構想力が必要とされているという考えもありえます︒しかし︑いわゆる純文学を中心とした文
学的構想力こそがいまや包摂性を失っています︒

自殺と他殺を含め︑精神保健福祉による社会と自己との安定した関係の新たな取り組みが求められている︒

精神障害保健福祉の分野において︑障害者に対する福祉サービスの計画的な整備︑就労支援の強化地域生活へ

の移行の推進などを通して︑障害者が安心して暮らすことの出来る地域社会の実現をめざしている︒

日本現代文学は︑このような精神障害者と地域社会の関わりを︑これからのテーマの一つとしていくことであ
ろう︒
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精神障害者が安心して暮らしていかれる地域社会の実現のために︑ピアサポート︑生活支援プログラム︑就労
プログラム等々︑精神障害者福祉への課題は︑山積している︒

日本現代文学は︑精神障害者保健福祉の問題に︑どのように対峙していくのか︒これからの問題である︒

このような精神保健福祉文学論という新しい領域のために︑今回一つの試みとして︑関係文献目録とその簡潔

内閣府自殺対策推進室﹂︒

なコメントをここにまとめてみた︒
注
⑴ ﹁二○○九年十二月発表

⑵ 内閣府﹁我が国における自殺の概要及び自殺対策の実施状況﹂︒

二○○九年十二月二十五日﹁朝日新聞﹂夕刊によると︑﹁十一月末までに約三万二千人にのぼった︒自殺者

が年間三万人を超えるのは十二年連続となった﹂﹁失業者が増えたことが影響している﹂と報道されていた︒
⑶ 高橋祥友︑竹島正編﹃自殺予防の実際﹄︑永井書店︑二○○九年︒
⑷ ﹁しんぶん赤旗﹂二○○九年十一月十七日一︑二ページ︒
⑸ 湯浅誠著﹃反貧困 ﹁
―すべり台社会﹂からの脱出﹄︑岩波新書︑二○○八年︒
⑹ 厚生労働省編﹃二○○九年版 厚生労働白書﹄︑二○○九年︑ぎょうせい︒

⑺ 大熊一夫著﹃精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本﹄︑岩波書店︑二○○九年︒

へ
> の問い﹄︑岩波書店︑二○○八年︑七十二ページ︒

⑻ ﹁朝日新聞﹂二○○八年六月十二日︑﹁絶望を映す身勝手な﹃テロ﹄﹂
０
< ０ 年代
第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

⑼ 大澤真幸編﹃アキハバラ発
苫小牧駒澤大学紀要

53

篠原昌彦

―

中央法規出版︑ 一九九九年︒

精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論 自
―殺者年間三万人超へのエクリチュール

﹃新しい精神保健福祉法﹄︑

﹃改訂第三版

照条文・関係資料を載せた基本図書︒
精神保健福祉研究会監修

く解説した本︒

﹃我が国の精神保健福祉

二〇〇九年度版﹄
︑

茨木尚子︑大熊由起子︑尾上浩二︑北野誠一︑竹端寛︑編著

みを提起した本︒

精神障害についての古典的研究・文学批評
﹃狂気の歴史

中央法規出版︑ 二〇〇七年︒

古
︑
―典主義時代における﹄

太陽美術︑ 二〇〇九年︒

新潮社︑ 一九七五年︒

障害者権利条約の理念実現に向けて︑自立生活支援と地域社会へのインクルージョンを支える新たな仕組

ミネルヴァ書房︑ 二〇〇九年︒

﹃障害者総合福祉サービス法の展望﹄︑

精神保健の基礎知識︑精神保健福祉行政のあらまし︑精神障害者支援施策︑関連法規及び施設などを詳し

精神保健福祉研究会監修

精神福祉行政のあゆみ︑精神保健福祉法に関する逐条解説︑資料編からなる基本図書︒

精神保健福祉法詳解﹄︑

一九九九年公布﹁精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律﹂について︑新旧対

精神保健福祉研究会監修

精神保健福祉全般に関する著作

関係文献目録とコメント
Ａ

Ｂ

ミッシェル・フーコー著︑田村俶訳
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神谷美恵子著
﹃神谷美恵子著作集一

﹃生きがいについて﹄
生きがいについて﹄︑

みすず書房︑ 一九八〇年︒

みすず書房︑ 一九七四年︒

狂気に対する精神の歴史的文化的意義と芸術の深層に本質を秘めている意義・復権を発掘した古典的名著︒

神谷美恵子著

﹃神谷美恵子著作集四

ヴァジニア・ウルフ研究﹄︑

みすず書房︑ 一九八一年︒

ハンセン病患者への調査から︑人間の生きがいと心の世界を考察した半世紀近いロングセラーの感動の書︒
神谷美恵子著

﹃神谷美恵子著作集七

精神医学研究一﹄︑

精神医学研究二﹄︑

みすず書房︑ 一九六一年︒

みすず書房︑ 一九八二年︒

みすず書房︑ 一九八一年︒

病む人々︑悩む人々を研究し続けてきた著者晩年のライフワーク︑ヴァジニア・ウルフの病跡学的研究︒
神谷美恵子著

﹃神谷美恵子著作集八

著者の精神医学研究の一九五四年から一九六九年までの主要八論文︒
神谷美恵子著

﹃夜と霧﹄︑

著者の精神医学研究の一九六六年から一九七三年までの主要八論文︒
ヴィクトール・Ｅ・フランクル著︑霜山徳爾訳

﹃夜と霧

新版﹄
︑

みすず書房︑ 二〇〇二年︒

心理学者の著者が第二次世界大戦中ナチス強制収容所に入れられたときの体験記録︒人間の偉大さと悲惨
さを描いた感動的著作︒
ヴィクトール・Ｅ・フランクル著︑池田香代子訳

春秋社︑ 一九九三年︒

﹃それでも人生にイエスと言う﹄︑

著者が一九七七年に改訂版を出版したテクストの新しい翻訳︒
ヴィクトール・Ｅ・フランクル著︑山田邦男他訳

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

人生の極限状況を体験した著者が︑人間の生きる力を肯定的に考察した本︒
苫小牧駒澤大学紀要
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弘文堂︑ 一九七七年︒

弘文堂︑ 一九七二年︒

﹃エクリ﹄Ⅱ︑

弘文堂︑ 一九八一年︒

﹃エクリ﹄Ⅰ︑

精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論 自
―殺者年間三万人超へのエクリチュール

ジャック・ラカン著︑佐々木孝次他訳

﹃エクリ﹄Ⅲ︑

︑
﹃根源の彼方に グ
―ラマトロジーについて︵上下︶﹄

精神分析だけではなく︑一九六〇年代以降の哲学︑現代思想全般に大きな影響を与えた基本的文献︒
ジャク・デリダ著︑足立和浩訳

現代思潮社︑ 一九八四︑一九八六年︒

フランス哲学者の著者がラカンの精神分析を吸収し︑病跡・差延などをエクリチュール論として展開︑構
造主義以降の現代思想の基本図書︒
サンドラ・ギルバート︑スーザン・グーバー著︑山田晴子・薗田美和子訳

﹃文学的事象と狂気﹄︑

水声社︑ 一九九三年︒

︑ 朝日出版社︑ 一九八六年︒
﹃屋根裏の狂女 ブ
―ロンテと共に﹄
フェミニズム文学批評の必読書︒ブロンテ姉妹の精神世界と文学との深淵世界を論じた本︒
ショシャナ・フェルマン著︑上田知則訳

﹃精神分析講義

精
―神分析と人文諸科学について﹄︑

イェール学派新世代による狂気と文学のスリリングな論考︒フーコー︑デリダ︑ネルヴァルなどの﹁狂気
のテクスト﹂を論じた本︒
ルイ・アルチュセール著︑信友建志他訳

作品社︑ 二〇〇〇年︒

マルクス研究に新しい生命を吹き込んだアルチュセールの一九六三〜六四年パリ高等師範学校での講義録︒

当時学生だったフーコー︑デリダなどを聞き手とした﹁現代思想﹂誕生の精神分析思想を昇華させた本︒
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Ｃ
格著

﹃新版

精神医学ハンドブック﹄︑

精神障害を理解するために
山下

﹃最終講義﹄︑

日本評論社︑ 一九九六年︒

みすず書房︑ 一九九八年︒

臨床的精神医学を中心に︑医学・保健・福祉に関する基礎知識を解説した本︒
中井久夫著

﹃改訂

心の臨床家のための必携精神ハンドブック﹄
︑

三十年以上にわたり患者と共に歩んできた精神科医の著者による神戸大学医学部での最終講義録︒
小此木啓吾・深津千賀子・大野裕編

創元社︑ 二〇〇四年︒

心の臨床に欠かせない精神疾患治療の基礎知識を網羅し︑診断のポイント・薬の処方と副作用︑人名・専
門用語の解説も書かれている本︒

﹃双極性障害﹄︑

ちくま新書 筑摩書房︑ 二〇〇九年︒

医学書院︑ 一九九九年︒
加藤忠史著 ﹃双極性障害 躁
―うつ病の分子病理と治療戦略﹄︑
臨床精神医学者による︑双極性障害に関する原因・診断と治療方針が書かれている医学専門書︒
加藤忠史著

﹃自殺︑そして遺された人々﹄︑

新興医学出版社︑ 二〇〇三年︒

医学会で双極性障害の臨床と研究をリードしてきた著者による治療・症例︑最新研究動向の新書本︒
高橋祥友著

﹃自殺予防マニュアル

二版﹄︑

明石書店︑ 二〇〇四年︒

自殺問題を専門としている精神科医の著者による自殺研究と︑遺族の精神的なケア︑治療法が書いてある本︒
日本医師会編

地域医療をになう医師への自殺予防・うつ状態・うつ病の早期発見と対応の指針︒

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

ダヌータ・ワッセルマン編著︑小林章雄他監修︑坪井宏仁他訳
苫小牧駒澤大学紀要
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精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論 自
―殺者年間三万人超へのエクリチュール

―

岩波新書 岩波書店︑ 二〇〇六年︒

﹃自殺予防学 医
学会出版センター︑ 二〇〇六年︒
―師・保健医療スタッフのために﹄︑
全世界的な自殺問題を学問的に分析し︑自殺行動の理論モデル︑自殺予防のさまざまな対策と事例をあげ

﹃自殺予防﹄︑

た医学専門書︒
高橋祥友著

永井書店︑ 二〇〇九年︒

自殺という死の実態︑自殺に至る心理︑うつ病との関係︑遺族に対するケア︑国内外の先進的取り組み︑

﹃自殺予防の実際﹄︑

豊富な事例の新書本︒
高橋祥友他編

自殺問題と格闘している専門家が︑基礎知識︑ライフステージと自殺︑自殺予防教育などを論じ考察した
実践的な専門書︒

角川学芸出版︑ 二〇〇九年︒
斎藤貴男著 ﹃強いられる死 自
―殺者三万人超の実相﹄︑
年間三万人を超える自殺者を出す﹁自殺大国日本﹂の不健全な社会の実像に迫り︑自殺者を﹁社会的に強
いられる死﹂という視点から︑多くの事例を取材した報告︒
デイヴィッド・ヒーリー著︑田島治監修︑谷垣暁美訳

﹃抗うつ薬の功罪 Ｓ
―ＳＲＩ論議と訴訟﹄︑
みすず書房︑ 二〇〇五年︒

朝倉書店︑ 二〇〇六年︒

うつ病患者の自殺衝動を強める危険性が疑われる抗うつ剤ＳＳＲＩについての衝撃的な専門書︒精神薬理
業界の深部から告発した必読書︒
笠原 嘉編 ﹃感情障害 基
―礎と臨床﹄︑
精神医学の立場による︑感情障害︵気分障害︶に関する専門医学書︒
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Ｄ

エリオット・Ｓ・ヴァレンスタイン著︑功刀浩監訳︑中塚公子訳

新障害プランへの期待と課題﹄
︑

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇二年︒

精神障害リハビリテーションを

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇二年︒

精神障害の人にとっての

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇一年︒

精神障害リハビリテーションに

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇〇年︒

精神障害リハビリテーションの

︑
みすず書房︑ 二〇〇八年︒
﹃精神疾患は脳の病気か？ 向
―精神薬の科学と虚構﹄
心の病に対して向精神薬をめぐる社会・経済の力学︵製薬業界︶をするどく批判した専門的論考︒

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

精神障害リハビリテーションの

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇三年︒

援助組織・プログラムはどこまで進んだか﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇三年十一月

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇三年︒

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇三年六月

支える全国組織﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇二年十一月

﹁生きにくさ﹂とは何か﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇二年六月

おける評価の理論と技法﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇一年十一月

歴史的変遷﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇〇年十一月

地域と社会で支える精神障害者福祉︵学会誌など︶
渡嘉敷暁編

渡嘉敷暁編

猛編

猛編

猛編

渡嘉敷暁編

野中

野中

野中

苫小牧駒澤大学紀要
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野中

野中

野中

野中

野中

野中

野中

―

精神障害リハビリテーションを

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇四年︒

精神障害リハビリテーションに

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇六年︒

障害者自立支援法時代の

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇六年︒

障害者自立支援法を

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇七年︒

精神障害リハビリテーションの

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇八年︒

わが国の状況に応じた精神障害リハ

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇八年︒

精神障害リハビリテーションの

自殺対策と精神保健医療福祉﹄
︑

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇九年︒
﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇九年十一月

国際動向と課題﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇九年六月

ビリテーション技術の修正﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇八年十一月

境界を広げる﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇八年六月

どう展開させるか﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇七年十一月

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇七年︒

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇七年六月 セルフヘルプ活動から学ぶ﹄︑

精神障害者退院促進﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇六年十一月

かかわる私の研究法論﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇六年六月

支える視点﹄︑

﹃精神障害とリハビリテーション二〇〇四年十一月

精神保健福祉文学論への関係文献目録と﹃月光浴﹄論 自
―殺者年間三万人超へのエクリチュール

猛編

猛編

猛編

猛編

猛編

猛編

猛編

田中英樹編

田中英樹編

日本精神障害者リハビリテーション学会︑ 二〇〇九年︒
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﹃精神障害者ホームヘルパーの進め方﹄︑

﹃家族の生き方﹄︑

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

全家連保健福祉研究所編

ぜんかれん編集委員会編
﹃親なき後に備える﹄︑

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

ぜんかれん編集委員会編

﹃家族がいきいきしなくっちゃ﹄︑

﹃薬とのつきあい方﹄︑

﹃過労自殺﹄︑

岩波新書

岩波書店︑ 一九九八年︒

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

﹃まきこまれてしまう関係を考える﹄︑

精神障害者社会復帰促進センター︑ 二〇〇〇年︒

ぜんかれん編集委員会編

ぜんかれん編集委員会編

ぜんかれん編集委員会編

博著

自殺と貧困︑精神障害の関連を考えるために
川人

﹃貧困と飢餓﹄︑

岩波書店︑ 二〇〇〇年︒

仕事とストレスの果てに自殺する人々の苦しみ︑それを︑過労死として補償し︑労災に認定すべきであり︑
防止策と善後策を具体的に提言した新書本︒
アマルティア・セン著︑黒崎卓・山崎幸治訳

﹃貧困の克服﹄︑

集英社新書 集英社︑ 二〇〇〇年︒

二十世紀の貧困・大飢餓の原因を分析し︑開発経済学を新しく切り開いた実証分析の本︒
アマルティア・セン著︑大石りら訳

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

アジアで初のノーベル経済学賞受賞のセン博士による経済・政治・哲学・公共政策に関する優しさの講演
苫小牧駒澤大学紀要
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﹃現代の貧困﹄︑
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論文集︒
井上達夫著

﹃現代の貧困

―

岩波書店︑ 二〇〇一年︒

戦後日本社会の病状を分析し︑﹁批判的民主主義﹂に基づいて︑変革を提案した新たな﹁貧困の哲学﹂
︒
岩田正美著

ワーキングプア／ホームレス／生活保護﹄
︑
―
ちくま新書 筑摩書房︑ 二〇〇七年︒

﹃働きすぎの時代﹄︑

岩波新書 岩波書店︑ 二〇〇五年︒

長年貧困研究を行なってきた社会福祉学専攻の著者が︑貧困問題の実態とその処方箋を示した新書本︒
森岡孝二著

﹃ワーキング・プア

ア
︑
―メリカの下層社会﹄

死に至る働きすぎの悲鳴が上がっている状況を分析し︑グローバル化︑
規制緩和など過重労働の原因に迫っ
た本︒
デイヴィッド・Ｋ・シプラー著︑森岡孝二他訳

岩波書店︑ 二〇〇七年︒

新自由主義経済・アメリカの﹁働く貧困層﹂の実態と心情を分析した名著︒英語版二〇〇四年の邦訳︒

︑ ポプラ社︑ 二〇〇七年︒
ＮＨＫ﹁ワーキングプア﹂取材班著 ﹃ワーキング・プア 日
―本を蝕む病﹄
働いても生活保護支給額以下の貧しさを強いられている日本の多くの人びとを取材した話題の本︒

﹃ひとり誰にも看取られず﹄︑

ＮＨＫ﹁ワーキングプア﹂取材班著 ﹃ワーキング・プア 解
︑
ポプラ社︑ 二〇〇八年︒
―決への道﹄
派遣︑パートなどの非正規社員︑貧しさにあえぐ地方社会︑日本の格差と貧困の解決を提言している本︒
ＮＨＫ取材班＆佐々木とく子著

阪急コミュニケーションズ︑ 二〇〇七年︒
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岩波新書

岩波書店︑ 一九九〇年︒

孤独死と精神保健福祉は深く関わる︒松戸市で起きた孤独死事件を取材したジャーナリストによる実態報
告︒

﹃心病める人たち﹄︑

精神障害の回復と社会復帰・社会参加のために
石川信義著

日本の精神医療の矛盾と精神病院の閉鎖性に対し怒りを持って︑完全解放病棟を実現した実践の書︒

﹃心の傷を癒すカウンセリング三六五日﹄︑

講談社α 文庫

講談社︑ 一九九八年︒

岩波書店︑ 一九九七年︒
青木優・青木道代著
﹃障碍を生きる意味 共
―に歩む﹄︑
失明以来四十年︑ノーマライゼーションの実現に向けて実践してきた心温まる記録︒
西尾和美著

﹃依存症﹄︑

文春新書 文藝春秋︑ 二〇〇〇年︒

過去の心の傷︑心の病に苦しむ人びとへ向けて︑悲観的にならないための具体的アドバイスの本︒
信田さよ子著

臨床心理士の著者が﹁依存症﹂の多くの事例をあげ︑人間関係︑家族︑社会との関係︑その回復を述べた本︒

なだいなだ編著 ﹃ こ
岩波新書 岩波書店︑ 二〇〇一年︒
< ころ の
> 定点観測﹄︑
社会の不安 や心をめぐる事件とその実態について︑専門家十名が自らの体験に即し︑報告・分析・提言
した本︒

みすず書房︑ 二〇〇二年︒
斉藤道雄著 ﹃悩む力 べ
―てるの家の人々﹄︑
北海道浦河市の共同住宅﹁べてるの家﹂における精神障害者が︑自分たちが主人公となって生き生きと生

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

きている地域活動の記録︒
苫小牧駒澤大学紀要
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﹃うつ病を体験した精神科医﹄︑

―

大月書店︑ 二〇〇五年︒

四宮鉄男著
﹃とても普通の人たち 北
北海道新聞社︑ 二〇〇二年︒
―海道浦河べてるの家から﹄︑
精神障害者の生活拠点べてるの家の人々と︑連帯し共感しながら︑笑いとともに取材した地元新聞記者の
報告︒
蟻塚亮二著

精神科医の著者が自ら体験したうつ病を語り︑回復術を語った本︒具体的なエピソードが役立つ︒

﹃精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本﹄︑

岩波書店︑ 二〇〇九年︒

野末浩之著 ﹃こころ・からだ・くらし 精
︑ 萌文社︑ 二〇〇七年︒
―神障害者の理解と地域生活支援﹄
精神障害を生活者の視点からわかりやすく解説し︑地域生活支援の実際︑回復モデルを述べた本︒
大熊一夫著

一九七〇年﹁朝日新聞﹂連載で精神病院の実態を告発した著者が︑精神保健先進国イタリアをルポ︒日本
の精神保健のあるべき姿を提言した優れた本︒

旭爪あかね﹃月光浴﹄論

このような精神保健福祉文学論の文献を踏まえたうえで︑具体的な日本現代文学論を論じてみたい︒

旭爪あかね﹃月光浴﹄は︑精神疾患に苦しむ主人公と周りの人々が︑自然・農業・社会への参加によって自己

を回復していく長編小説である︒初出は﹃女性のひろば﹄二○○七年三月号から二○○八年十月号まで連載され

たもので︑初刊は︑新日本出版社︑二○一○年一月であった︒いわゆる﹃稲の旋律﹄シリーズの完結編にあたる︒

タイトルの﹃月光浴﹄とは︑日光浴と対比させた夜の自然とのふれあいを象徴している︒月の光りは弱々しく
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見えても︑闇の中で光りを求めるものにとって救いの光りである︒小説の最後は主人公が以前の自分とは違う人

間になって︑この社会を﹁今よりもっと素敵な場所に変えていこうとする存在に生まれ変わって﹂いこうとする

ところで終わっている︒そのとき︑主人公は月の光りを背中に受けて︑薄闇の中の細い道をとぼとぼと︑迷いな

がら︑つまづきながら︑外の世界へ出て行く︒まさに︑精神障害者が社会復帰し︑社会参加していく姿そのもの
である︒

﹁うつっぽかったり︑摂食障害だったり︑リストカットが癖みたいになっている子も何人かいるの︒苦しい

よね︒バンドの友達にも薬を飲んでる子がいるから︑病院を教えてもらおうか？﹂
﹁本人にそういう話をしても︑大丈夫なの﹂

１

心配になって︑千華は訊いた︒精神科に通っているというその友達は︑そのことに触れてほしくないと思っ
ているのではないだろうか︒奈緒は笑った︒
﹁そういうこと︑秘密じゃないから︒だって︑べつに悪いことでもないもん ﹂

うつ病︑摂食障害︑リストカットなどの精神障害の苦しみを︑カミングアウトすることで︑自分の生命を社会
とつなげ人々と心をつなげていく姿勢が表現されている︒

病気とともに生きていくこと︑病気をありのままに受容して生きていくという新しい当事者の痛みが表現され
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―

千華は︑すぐに答えられなかった︒自分はまだ︑完全に外の世界とつながっているわけではない︒他人と
２

話すのはまだひどく緊張するし︑ふたたび扉を閉ざして外に出て行かれなくなってしまう可能性も︑多分に
ある︒

主人公千華は︑なかなか自力で社会復帰・社会参加まで︑たどりつけない︒社会復帰・社会参加へのプロセス

を︑内面から描いた﹃月光浴﹄は︑うつ病などの精神疾患に苦しむ人々に何が必要か︑社会参加へ向けた普遍的
表現を獲得したものといえる︒

﹁楽観せず悲観せず︑気長にうつとつきあっていきましょう﹂

千華はいまでも︑朝︑昼︑晩と必ず忘れないように抗うつ剤を飲んでいる︒これが現実の自分なのだ︒この

自分にできる方法で生活していくしかない︒そして無理せず少しずつ︑
自分にできることを増やしていこう︒

３

千華はだんだんに︑そう考えられるようになってきていた︒そこにあるものは決して︑絶望ではなかった︒

むしろ︑ここから出発しよう︑ここからなら出発できる︒といった︑静かな明るいはじまりの感覚だった ︒

﹁楽観せず悲観せず﹂は︑極めて重要な表現である︒

そ
―れ

廣津和郎は︑ファシズム・軍国主義の嵐の中で︑一九三○年代後半に﹃人民文庫﹄主催の講演会で︑﹁どんな

ことがあってもめげずに︑忍耐強く︑執念深く︑みだりに悲観もせず︑楽観もせず︑行き通して行く精神
が散文精神だと思ひます﹂と述べていた︒
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大江健三郎は一九六五年﹃ヒロシマ・ノート﹄の﹁エピローグ 広島から﹂で︑
﹁決して絶望せず︑しかも過度
の希望をもたず︑いかなる状況においても屈服しないで﹂と述べていた︒

﹃月光浴﹄は︑廣津和郎から大江健三郎へ継承されていた散文精神を︑精神障害者の社会復帰・社会参加の当

事者の内面から描いた意義がある︒それは︑二〇〇九年の時代の深部を心の病で表現した﹃風雨強かるべし﹄︵廣
津和郎︶であった︒

﹁静かな明るい始まりの感覚﹂とは︑月光浴のタイトルに通じる小説全体の通奏低音である︒すなわち︑うつ

状態の暗闇から︑夜の月明かりを手がかりに静かに心の明るさを求めていく歩みそのもである︒

両方の眼から涙をぽろぽろこぼしながら︑千華は懸命に言葉を探そうとした︒まだ何かが言い足りなかっ
た︒

﹁私は⁝⁝私はね︒自分が壊れない範囲で働いて︑少しずつ働く練習を積み重ねて︑足りない分は誰かにた
４

すけてもらう︒助けてくれる人がいるかぎりは︒その代わり︑壊れないですんだら︑その分の力を︑社会に
たいして働きかけることに振り向ける ︒

主人公の千華は︑一生懸命に自らのうつ状態・葛藤と闘いながら︑﹁助けてくれる人﹂の重要性を訴えている︒

裸の命が震えている︒泣いている︒ここには︑ピア・サポート︑生活支援︑就労支援︑社会参加の重要性が語ら

れている︒さらに︑そこからは病む者が︑主人公となって社会参加していく当事者の権利が語られている︒社会
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れている︒

南木佳士﹃草すべり﹄論

―

このような精神疾患の内面を描いた現代文学の優れた書き手として︑南木佳士の小説群・エッセイ群がある︒

う つ 病 を 患 っ た 女 性 医 師 を 主 人 公 に し た﹃ 阿 弥 陀 堂 だ よ り ﹄︵ 初 出 は﹃ 文 學 界 ﹄ 一 九 九 五 年 三 月 号︑ 初 刊

一九九五年文藝春秋刊︶では︑主人公美智子の精神世界と大都会の非人間性との葛藤が︑
象徴的に描かれていた︒

主人公は︑信州の山里の自然︑人々とのふれあいによって回復していくプロセスが感動的であった︒

発病して三年目になる頃には︑美智子は発作の誘因をつかみかけていた︒それはあまりにも人工的な東京

の都市環境そのものであるらしかった︒病む前には快適であったはずの人が人のために創り出した環境は︑

人間不信に陥った今︑彼女の精神を逆なでするものに変質していた︒そこに人間の意図が見てとれると︑公

５

園の樹木や噴水さえも美智子をいらだたせた︒見た目の美しさや合理性ばかりが追求された人工建造物のレ

イアウトには︑弱い心の存在を無きものとみなした健康人たちの奢りが感じられる気がした︒

さらに近年の南木佳士の小説では︑うつからの回復が深い表現によって描かれている︒

﹃草すべり﹄
︵初出﹃文學界﹄二○○八年一月号︑初刊は二○○八年文藝春秋刊︶は︑第三六回泉鏡花文学賞・
第五九回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した小説であった︒

68

そこには︑うつ病とうつ病から回復していくプロセスにおける自然・社会とのふれあいが︑いかに重要である
かという問題を小説として表現している︒

６

呼吸器内科病棟担当責任医師の日常業務として死にゆく人たちを見送り続けて萎縮しきった精神に︑訥々
と語る老いた講師の言葉が殻を潤す春雨のごとくしみいってきた︒

遷移︑陽樹︑陰樹︒短命の陽︑最後に生き延びる︑陰︒すべての営みをご破算にする火山の噴火 ︒

主人公の男性医師は高校時代の友人﹁沙絵﹂とともに浅間山登山をすることで︑自然の深淵に触れて生命観を

深める仕掛けになっている小説である︒さらに︑﹁沙絵﹂が深刻な病を秘していることが明かされて︑生命と死

と心の病とが︑
巧みに表現されている︒そこからは生きることの危うさと︑
生きることの神秘さが伝わってくる︒

三十代後半に発病したパニック障害が治癒しないままうつ病へと移行し︑庭に出ても信州の秋空の青さを楽

しめぬ四十代をすごした︒おなじうつ病でも︑じぶんよりずっと軽そうに見えた患者さんがさっさと逝って

しまうのを何度か呆然と見送り︑自殺せずにただ生きて有ることの難さが身にしみているから︑再び世間で
７

動きまわれるのは奇跡であり︑ましてや︑出不精の性格ゆえ一生縁がないだろうと断定していた山歩きがで
きるなんて思ってもみなかった︒
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南木佳士のエッセイ集﹃いきのびる からだ﹄︵二○○九年文藝春秋刊︶において︑うつ病とうつ病からの回復
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―

が描かれていた︒そこにおける信州佐久平の自然︑浅間山登山が︑精神疾患からの回復および社会参加につなが

ることが︑読者に伝わってくる︒それはまた︑一回限りの人生へのいとおしさである︒

精神保健福祉と日本現代文学とは︑相互に深く関わりつつ現実の当事者と相渉っているのである︒言い換えれ

ば︑うつ病など精神疾患の人々の深刻さ︑切実さ︑年間三万人超の自殺者の深刻な問題の表現が︑日本現代文学
に求められているのである︒

当事者主権

精神障害者が︑主人公となって社会参加していくことは︑今日において精神保健福祉の中心的な考え方となっ
てきた︒それを︑社会参加の当事者主権ということができる︒

精神障害者の人たちの医療に対する怨念には大きなものがある︒二八年間も病院に閉じこめられていたため
８

に社会生活に適応できず︑苦労を強いられていた人は︑なぜもっと早く社会復帰させてくれなかったのかと
つぶやく

精神障害者︑高齢者︑患者などが当事者となって社会を変革していくことを︑上野千鶴子は﹁当事者主権﹂と
名づけた︒
精神保健福祉文学論は︑当事者主権の立場によって理論形成されていく︒
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最後に︑現代社会思想に極めて大きな影響を与えたフランスのルイ・アルチュセール︵一九一八年〜一九九〇

年︶の業績︵
﹃マルクスのために﹄など︶を紹介したい︒なぜならば︑双極性感情障害に苦しみながら︑二十世

紀から二十一世紀に向けた人類史的課題を創造的理論研究として遺してくれたからである︒

アルチュセール自身が迷いのなかにあるのだ︒アルチュセールの理論的診断は個々のケースではもっとも

なことだ︒それはいい︒そのことではなくて︑アルチュセールは︑マルクスのプラスとマイナスをいろいろ
９

いいつのるなかで︑マルクスとの別れをほとんど意識しないままで実演していると見たほうがよいし︑そこ
で演じられている一人の哲学者の内面の格闘のドラマが実に興味深い︒

精神保健福祉文学論とは︑命の表現である︒すなわち︑精神障害者の社会復帰︑自殺防止だけではなく︑心の

病がクリエイティブな仕事や芸術活動︑新たな思想の地平を切り開くことにも深く関わっていく理論研究なので
ある︒

注
︵１︶旭爪あかね﹃月光浴﹄
︑新日本出版社︑二○一○年︑六一ページ︒
︵２︶︵１︶と同じ︑九二ページ︒
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︵４︶︵１︶と同じ︑二五○ページ︒
︵５︶南木佳士﹃阿弥陀堂だより﹄
︑文藝春秋︑一九九五年︑八六〜八七ページ︒
︵６︶南木佳士﹃草すべり﹄
︑文藝春秋︑二○○八年︑三八ページ︒
︑文藝春秋︑二○○九年︑一一三ページ︒
︵７︶南木佳士﹃生きるのびる からだ﹄
︵８︶中西正司・上野千鶴子﹃当事者主権﹄
︑岩波新書︑二○○三年︑一五六ページ︒
︵９︶今村仁司﹃アルチュセール全哲学﹄
︑講談社学術文庫︑二○○七年︑三一八ページ︒

―

︵しのはら

まさひこ・本学教授︶
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婚姻法史にみる﹁よばひ﹂の意義

名のり・呼う・婚ひ・夜這・若者組
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髙

嶋

めぐみ

TAKASHIMA Megumi

我国上代妻問婚における求愛或は求婚を指すことばのひとつに﹁よばひ﹂があげられ︑﹁喚ふ﹂
﹁名
のり﹂の意味をもつ︒配偶者選択として行われるこの行為は相手に対し名や家を問うことであり︑
本来は﹁婚ひ﹂の意味を持つ言霊の響きあう余韻を秘めた言葉であった︒﹁夜這﹂の字を充てるよ
うになったのは長い歴史からみればごく新しいことである︒﹁よばひ﹂の原型を﹃古事記﹄
﹃万葉集﹄
などから探り︑さらに時代がくだり﹁婚ひ﹂の意義は保たれているが名を問う要素が薄れ︑﹁夜這﹂
の意味合いが強くなる近世以降の行われ方と若者組との関連性について考察するものである︒

要旨

キーワード

Considering Japanese Marriage Customs
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四︑おわりに

一︑はじめに

上代妻問婚における婚姻形態において︑求愛或は求婚を指すことばは数多くみられる︒妻問と同意である﹁よ

﹁つまどひ﹂
ばひ﹂は︑
﹁よびあう よ
―ばう よ
―ばひ﹂と変化し︑﹁婚ひ﹂のために相手に呼びかける意味をもつ︒
と﹁よばひ﹂には︑求愛や求婚をさすという点においては意味が重なるところもあるが︑
﹁つまどひ﹂の本質は

求婚によって開始される婚姻後の訪問の意味にあった︒﹁夜這﹂の文字を充てるようになったのは長い歴史から

みればごく新しいことである︒﹃古事記﹄﹃万葉集﹄のなかには﹁つまどひ﹂に出掛けた先で名を問う歌や︑婚姻

の際相手の名を知る必要性があったことなどが表現されており︑これらの資料をもとに﹁よばひ﹂の実態を探る︒

また︑さまざまな民間信仰的な要素や社会的慣行の反映をみることが出来る昔話の異類婚姻譚には種々動物が登

場するが︑これらの動物は単に擬人的な活躍をするだけではなく︑婚姻相手として重要な役割を果たすことから

テーマにするものが多くみられる︒その昔話から﹁よばひ﹂﹁つまどひ﹂を概観し︑さらに近世に至り各村に組
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二︑
﹁婚ひ﹂の意義

妻問婚にみられる﹁よばひ﹂
﹁つまどひ﹂は︑婚姻相手を村内外で求める際に行われる求愛或は求婚行為である︒

相手に対して︑まず求婚の意思をあらわす際に名を問うことから始まる︒名は霊魂の象徴としてとらえられてお
り︑自分の名を相手に答えることで恋愛︵結婚︶が成立した︒

古語には﹁婚ひ︵よばひ︶﹂として﹃古事記﹄や﹃万葉集﹄などにもみられる︒また名のりの要素のほか︑後

世にみられるように男が女のもとに通うことを﹁よばひ﹂と称した︒﹃角川古語辞典﹄
︵新版︶によると︑①﹁婚ひ﹂

求婚のために相手に呼びかけること︑②﹁夜這ひ﹂女性の寝所に忍び込むこと︑
とある︒求愛或は求婚を指す﹁よ
１

ばひ﹂について中田薫博士は︑
﹁これは喚ふの義で意中の男または女を喚出して︑婚約の申込を為す慣習から起っ

２

た語ではあるまいか﹂と述べられ︑折口信夫博士も﹁﹃喚ぶ﹄を語原としており︑大きな声を上げて物をいふこと

である﹂とし︑﹁
﹃なのる﹄と言ふのと同義語﹂とされ﹁名のり﹂の意味をも含めたものとして解されている︒︵ま
３

た臼田甚五郎博士も﹁よばひ﹂が﹁呼う﹂から発生して︑異性に言い寄ること︑つまり求婚求愛の意味を残して
いると解されている︒
４

﹁よばひ﹂が求愛や求婚行為として重要な意味を有していたことは﹃万葉集﹄のなかにしばしばみることがで

きる︒ここに歌われる﹁名のり﹂は︑天皇と丘で菜を摘んでいる娘や旅人と海人の娘たちなど面識のない男女間

み籠持ち

ふくしもよ

みぶくし持ち

この丘に

菜摘ます子

家告らせ

名告らせ

それみつ

の場合であり名を問う場面である︒その代表的なものとして雄略天皇が丘で菜を摘んでいる娘に対する歌があげ
られる︒
﹁籠もよ
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大和の国は

おしなべて 我こそ居れ しきなべて 我にこそば

告らめ 家をも名をも﹂
︵一︶

我が名は告らじ﹂︵一七二七︶

潮干にい出でて 玉藻刈る 海人娘子ども 汝が名告らせ﹂
︵一七二六︶

これに対し︑名のるか否かは本人次第で︑丹比真人と娘の問答歌では︑
﹁難波潟

人とを 見 ま せ 草 枕 旅 行 く 人 に

と問うと︑娘は
﹁漁する

と求愛を拒否している様子が描かれている︒名を問う様は﹃古事記﹄にもみられ︑須佐之男命の大蛇退治の︑須
佐之男命が老父の娘を妻にと所望する件で︑
﹁恐し︒また御名を覚らず﹂
とあり︑婚姻に際し相手の名を知ることの必要性があらわされている︒

また相手を前にして名を問う方法のほか︑相手の家の窓や戸口の隙間などから求婚歌を歌い︑家の中からそれ

に答歌する例が﹃古事記﹄にみられる︒大国主命︵八千矛の神︶と沼河比売の唱和で︑

八島国

妻枕きかねて

とほとほし

高志の国に

さかし女を

引 こづ

いまだ解

ありと聞こして

﹁この八千矛の神︑高志の国の沼河比売を婚ばはむとして︑幸行しし時に︑その沼河比売の家に到りて︑歌

神の命は

ひたまひしく︑
八千矛の

太刀が緒も

わ が立 た せれば

あり通はせ
押そ ぶ らひ

よばひに
寝 すや 板戸 を

ありたたし
を とめ の

さよばひに
い まだ 解か ねば

ありと聞こして

お すひ をも

くはし女を
か ずて

らひ・・・・︒﹂
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とあり︑沼河比売の答えは︑
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女にしあれば

我が心

事の

今こそば

海人駆使

浦渚の鳥ぞ

﹁しかして︑その沼河比売いまだ戸を開かずて︑内より歌ひしく︑
ぬえ草の

神の命

八千矛の
いしたふや

大刀が緒も いまだ解かねば

さ夜ぞ明けにける﹂
︵二九〇六︶

こをば

わどりにあらめ

語り言も

朝日の ゑみさかえきて・・・・﹂

八島国 妻枕きかねて﹂

たまの 夜は出でなむ

な殺させたまひそ

命は

ぬば

などりにあらむを
日が隠らば

神の 命 は

と求婚承諾を歌っている︒
﹁八千矛の

の部分は︑比売のもとに通い続けていることを歌う妻問の類型的表現もみられる︒

よばひに行きて

﹁よばひ﹂は村内で行うことが基本であり﹃万葉集﹄のなかにもその様子がみられる︒
﹁他国に

他国からの妻問が見つかると酷い目に遭わされる恐れを歌ったものである︒
また﹃古事記﹄にみえる﹁よばひ﹂で︑

後は

青山に

﹁かれ︑この大国主の神の兄弟八十神坐しき︒しかれども︑みな︑国は大国主の神に避りまつりき︒避りま

つりしゆゑは︑その八十神おのもおのも稲羽の八上比売を婚はむの心ありて︑共に稲羽にし行きし時に︑
大穴牟遅の神に を負せ︑従者として率往きき︒﹂

とある︒
﹁八十神﹂とは多数の神を指しており︑集団で﹁よばひ﹂を行う様は近世に至り各村に組織された若者

組的集団の原型といえよう︒神たちは稲羽の八上比売に対し求婚しようとしており︑従者が背負う食料などを入

よばう
―

よばひと変化した例の一つとして﹃竹取物語﹄
―

れた袋を大穴牟遅の神に背負わせるくだりは︑若者組加入の際の試練としての目的も含まれていると考えられる︒
﹁よばひ﹂が﹁婚ひ﹂であることのほか︑よびあう
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があげられる︒

﹁世界の男︑あてなるも︑賎しきも︑いかでこのかぐや姫を得てしがな見てしがなと︑音に聞きめでて惑ふ︒

そのあたりの垣にも︑家の門にも︑をる人だにたはやすく見るまじきものを︑夜は安きいも寝ず闇の夜に

いでても︑穴をくじり︑垣間見︑惑ひあへり︒さる時よりなむ︑﹃よばひ﹄とはいひける︒﹂

かぐや姫を一目見ようと夜は安眠もせず︑見えるはずもない暗闇に出掛けて行き垣根に穴をあけ︑中を覗いたり

家の周りをうろついたりしている様子が描かれている︒この夜に出歩くさまを﹁よばひ﹂の言いはじめとしてい
る︒また﹃酒席酔話﹄のなかにも︑

﹁古書に︑よばひとあるは女をよぶ事にて︑今の世嫁をよぶなどという呼ぶに同じ︒然る竹取物語に︑かか

る時よりよばひとは云ひけん︑とあるは今の世に云うと同じく夜這の心也︒さればよばひに二様ありと知
るべし︒
﹂
とある︒

﹁つまどひ﹂にも求愛或は求婚の意味が含まれるが︑本質は求婚によって始まる婚姻後の訪問を指す︒妻問婚

においては夫婦同居の原則はない︒恋愛感情だけが絆であるために︑夫婦関係の結合は弱く︑離合が容易な点が

この婚姻形態の特徴である︒ここでの夫婦関係を絶つためには︑男が女のもとに通わなくなるか︑男が通って来

ても追い返すなどの方法で成立した︒同居している夫婦もいたが︑別居して夜のみ女の家を訪ねて過ごす婚姻形

雨は降り来ぬ

天霧らひ

風さへ吹きぬ

大口の

真神の原ゆ

思ひ

態が一般的であった︒このような形態から﹁妻問婚﹂は︑﹁妻訪﹂ともあらわされる︒
﹃万葉集﹄のなかで︑男が

との曇り
第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

神なび山ゆ

家に帰って行ったことを歌ったものは︑
﹁みもろの
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つつ
﹁帰りにし

寐も寝かねてき﹂
︵三二六九︶

我が思ふ君は いづくへに 今夜は誰れとか待てど来まさぬ﹂︵三二七七︶

がみられ︑通って来る男︵夫︶を待つ歌は︑
﹁寐も寝ずに
があげられる︒

名のり合う行為は︑上代の人々にとって恋愛を成就させるための必要な手続であったが︑後世行われた﹁よば

ひ﹂がすべて名のりという方法で成立したわけではない︒﹁よばひ﹂が婚姻にいたる重要なプロセスであったこ

とに変りはないが︑その方法は地域によってさまざまである︒江守五夫博士は︑東北地方で後世まで伝えられた

という﹁錦木﹂による恋愛方法を紹介されている︒﹁約一寸程の五色に彩った棒を娘の家の門に立てておき︑そ

５

の棒にはどの男からおくられたものであるかが判る印がつけられている︒娘はその男の求愛に応ずる意志を持っ

ているときはそれをとりいれるが︑そうでないときにはそのままにしておくという方法である﹂︒これは物品を
受納するかしないかによって︑恋愛の成立を互いに確認しあった方法の一例である︒

﹁喚う﹂説の原義を留めていると考えられる一つの求愛習俗について︑江守博士は調査を行っている︒石川県

輪島市海士町の集落には﹁道約束﹂という習俗があった︒それは未婚の男女間で愛の契りを結ぶことで︑この関

係にあると互いに通い合うことになる︒その報告とは以下である︒﹁昔︑海士町の男女が正月のある日に日本海

に浮かぶ七ッ島に漁に行き︑そこに小屋を建てて一夜寝泊りする行事があったという︒その行事の折︑日暮れて

皆がめいめい小屋に引籠もって寝るころになると︑若者たちは頬冠りをして自分の意中の娘の小屋の前に行き︑

﹃来るぞー︑来るぞー﹄と叫ぶ︒その声の主が誰であるかは娘の方では容易にわかる︒もしそれが自分の好きな
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男の声で︑その男と契りを交してもよい︑と考えたら︑﹃コーナラ︑コイ﹄と答える︒これが娘の承諾を意味し︑

男はその小屋の中へ入り込むのである︒もし自分の好かない男だったら娘は黙って答えない︒道約束は一年中︑

６

常 時 に 未 婚 男 女 の 合 意 に よ っ て 結 ば れ る が︑ 一 番 多 く 一 度 に 成 立 す る の は 七 ッ 島 で 泊 ま る そ の 晩 の こ と だ と い

う︒
﹂喚び合うことで男女が相愛の仲になるという点で︑﹁よばひ﹂の原義に通ずるものといえる︒

﹃古事記﹄崇神天皇の条三輪山伝説では名を問う方法ではなく本質的に意味は同じであるが︑婚姻後の訪問に
あたる﹁つまどひ﹂をしている神の姿が描かれている︒

﹁活玉依 売︑その容姿端正正しくありき︒ここに︑壮夫あり︒その形姿威儀︑時に比ひなし︒夜半の時に︑

たちまちに到来る︒かれ︑相感でて共に婚ひして︑供住める間︑いまだいくだもあらねば︑その美人妊身み

ぬ︒しかして︑父母その妊身める事を恠しびて︑その女に問ひて曰ひしく︑﹃なはおのづからに妊めり︒夫

なきに何のゆゑにか妊身める﹄答へ曰ひしく︑﹃麗美しき壮夫あり︒その姓名も知らず︒夕ごとに到来りて

供住める間にあのづからに懐妊みぬ﹄ここをもちて︑その父母その人を知らむとおもひて︑その女に誨へて

曰ひしく︑
﹃赤土もちて床の前に散らし︑へその紡麻もちて針に貫き︑その衣の襴に刺せ﹄かれ︑教へのご

とくして︑旦時に見れば︑針著けたる麻は︑戸の鉤穴より控き通りて出でて︑ただ遺れる麻は三勾のみなり

き︒しかしてすなはち︑鉤穴より出でし状を知りて︑糸のまにまに尋ね行けば︑美和山に至りて神の社に留

りき︒かれ︑その神のことは知りぬ︒かれ︑その麻の三勾遺りしによりて︑そこを名けて︑美和といふ︒﹂

娘のもとに男が通い︑翌朝去る妻問婚をあらわしている︒内容を要約すると︑正体不明の男が毎夜通って来る

ことを両親に伝えると︑祭器をつくる呪力を持ち︑呪縛することが出来ると考えられていた赤土を床の前に撒き︑

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

男の衣の裾につけるように教え︑翌朝糸を辿ると男の正体が三輪山の神とわかった︑というものである︒
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昔話の異類婚姻譚﹁蛇婿入﹂のなかでは蛇が人間に化けて﹁よばひ﹂︑ここでは﹁夜這﹂の文字が充てはまる

行為をしている様子が伝えられている︒蛇婿入は﹁苧環型﹂と﹁水乞型﹂にわかれ︑これらは民俗学の﹁婿入式

婚姻﹂と﹁嫁入式婚姻﹂に対応している︒苧環型の話は︑娘のもとに男が通って来るものであり︑代表的なもの
では︑与那国島の昔話のなかには以下の話が紹介されている︒

﹁顔立ちの美しい女性の寝床に︑毎夜︑とても素敵な丁髷姿の男が︑夜中の同じ時刻に人目を盗んで来て︑

その女性と仲良く寝泊りし︑夜が明けないうちに帰っていくが︑女はどうも不思議に思い︑ある夜︑いつも

の時間に恩の寝床に来たので︑今晩はその男の姓名を聞かせてもらおうとすると︑男は﹃明日の夜は必ず教

えるからね﹄と言い紛らせて夜の明けないうちに帰って行った︒それから何度聞いても明日となかなか教え

てくれなかったので︑正体がわかるまではと親切丁寧にもてなし︑付き合っているうちに身籠ってしまった︒

女は隣の物知りのお婆さんにこれまでのことを全部話すと︑婆は﹃麻糸を籠いっぱい紡いで準備し︑その糸

を針目に通しておき︑男が寝床に入って寝て帰るときに忘れずに男の丁髷に刺して帰らせなさい﹄と教えた︒

女は翌朝早く起きて︑男が麻糸を引いたまま出て行ったので︑麻糸を辿り後を追って行く︒岩穴の中から聞
７

こえた話を婆に伝えると﹃その男は蛇だ︒節句がきたら︑忘れずに蓬餅を作って食べてから磯辺に行き︑磯
﹂
の溝を跳びはねて歩くとお腹の子は全部流れてしまう﹄と教えてくれた︒

男が女のもとに夜通って来る形態では︑性関係のみに即した原始的な婚姻であったことのあらわれである︒昔

話は︑
相手の素性を知るために男の着物に糸のついた針を刺すことを教えられ不幸な結末に終っており︑﹁よばひ﹂
形式をとる婿入型昔話としては典型的なものである︒
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三︑若者組統制下における﹁ヨバイ﹂

﹁よばひ﹂の原型は上代にみられた﹁婚ひ﹂の意味を持つ婚姻に至る重要な手段であったが︑近世に至り日本

の婚姻︑ことに庶民の婚姻史を考える場合︑各村単位で組織された一定年齢集団の若者組と呼ばれる集団が存在

し盛んに活動し﹁ヨバイ﹂の行為を統制下に置いた︒この若者組は明治時代に官製青年団が普及するまで広く各

地の町や村に自然発生的に組織されている︒発生原因として考えられることは︑村の先輩たちが将来の労働者と

して十分な技能や人格を身に付けさせる教育が行われるが︑この教育のなかには性的な訓練まで及んだとされる︒

柳田国男が﹁群れの教育﹂と命名した学校以前の教育であり︑若者たちには若者組︑家︑学校という三つの制度
化された社会教育の場が存在したことになる︒
８

他村からの入婿︑養子︑その他の外来者も必ず一度は新しく入村したところの若者組に加入し︑村生え抜きの

﹁キ
若者たちと同じ教育を受けることになり特殊な待遇がなされる︒例えば︑福島県北会津郡荒井館ノ内村では︑

ツサシ﹂者と呼ばれ︑同村下荒井では︑婿養子は特に太鼓打︑使走りを三ヶ年間させられる義務があった︒静岡

県田方郡韮山村では︑他村からの入婿は年齢に関係なく三ヶ年間小若い衆を勤め︑それから順次階級を上げた︒
９

愛知県渥美郡野田村南組では︑婚姻後は若者組を脱退したが︑養子は村の規則を知るためにさらに一年以上若者

組にいることが必要とされた︒加入脱退の年齢については︑拙稿にて報告済であるが︑他村からの入婿だけは例

︵
10
︶

外として四二歳まで勤めさせられたという報告もある︒
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若者たちは一定年齢になるとそれぞれ寝宿をつくった︒その機能や習俗も各地一様ではなく︑
名称も﹁若衆宿﹂
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︵
11
︶

て合図したのであろうか︑細い縄の一端を屋外に垂らし︑もう一端を自分の片手に結んで寝ていることもあった︒

﹁ヨバイ﹂が社会的に是認されていた地方においては︑娘を持つ家では若者が来やすいようにと娘を離れなど

に寝かせておいたりもした︒徳島県小松市櫛淵町でも︑﹁離れ﹂と称する納屋の二階か︑またはその一隅に設け

られた部屋か︑それらのない家では母屋でも家族にわかりにくく外部から忍び込める部屋に娘を寝かせておかな

ノ瀬においても︑﹁この頃のワカイシュウは勇気がなくてヨバイもしない︒勇気をださんかい﹂と娘の父親が村
内の若者を激励したともいわれる︒

村などでは年頃の娘がいる家に若者たちが公然と来訪することを﹁ヨバイ﹂と呼び︑大抵二︑
三人でやって来る︒

家でも一同が歓迎し︑なるべく大勢の人が長くいてくれるよう親たちは苦心したという︒これらの話は︑親たち

︵
16
︶
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しるしに屋前のわら打ち石の上に数を決めて小石を乗せて置いたりした︒また﹁ヨバイ﹂
に来た若者が縄を引張っ

おいて︑娘たちは自分の家では多くカッテやオキノ間に寝ていた︒そして︑今夜忍び込んでも構わない︑という

たれていた︒また寝宿以外︑多くの場合娘の家に若者が訪ねて行く形式でも行われた︒愛媛県北宇和郡御槙村に

に行われていたわけではなく︑若者組の自治統制と男女が集まる寝宿の宿親の厳格な監督のもと一定の規律が保

それぞれの宿を仲間は互いに往来して婚姻へと至る︒この宿は﹁ヨバイ﹂の習俗を伴っていたが︑自由気まま間

者たちは若者宿に︑娘たちは娘宿に集まり︑親の家から離れて寝泊りしながら教育を受けた︒配偶者選択のため

﹁寝宿﹂
﹁若屋﹂などさまざまある︒寝宿の慣行が存在していたところは婚姻習俗と密接な関係を持っていた︒若

︵
12
︶

︵
13
︶

また娘を持った親たちは︑若者が娘の元へ訪ねて来ないことをむしろ心配したといわれる︒鹿児島県中島町藤

いと︑村の若者たちにいたずらされたという︒

︵
14
︶

やや変わった形の﹁ヨバイ﹂もあり︑どの村であるかの指定はないが︑愛知県の東部地方︑和歌山県の海岸の

︵
15
︶

が﹁ヨバイ﹂を是認するものであり︑合意のうちに承認するものとして存在していた︒能登の富来町地頭町︑門
前町劔地地方の海辺伝いに︑
﹁来いと言われてその行く夜さは
足の軽さは浜千鳥﹂
の民謡や︑柳田村地方の田切歌として伝承されているなかの一節で︑
﹁晩にこうやがどちがた枕
東枕で窓下なれど生命がけなら寝にござれ
生命がけしてだれぁ寝にこうや
承知ずくなら寝にきます﹂

があり︑
﹁承知ずく﹂すなわち合意の上の﹁ヨバイ﹂であったことを物語っている︒その反面︑強引ないたずら

半分の﹁ヨバイ﹂が存在していた事実もある︒応ずるか否かは娘の判断に任されており︑合意がない場合その娘

は批判の対象となる︒その結果︑条件の悪い嫁入をするなど生涯肩身の狭い思いをしなければならず娘自信も十
分に心して臨んだ︒

﹁ヨバイ﹂の相手は適時交換され配偶者の選択が行われた︒当然のことながら娘は何人もの若者と関係を持っ

ていたし︑若者にしても多くの娘と関係を持つことが自慢であった︒他方︑次から次へと相手を変える若者に対

しては能登柳田村の事例にみられる﹁あわせもんのはんれもん﹂﹁シャッチョコベッタリ﹂﹁シカガミの膏薬﹂な
どと社会から非難された︒

第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

山口県平郡島では︑多くの若者と関係を持った娘は若者との別れにあたり︑
﹁この度︵紺の足袋︶かぎり﹂を
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意味する紺の足袋を贈ることになっていた︒これは︑結婚前に多く異性と関係を清算する必要から起った風習で

も含まれるであろう︒

つに︑労働力の確保が考えられる︒上代において︑村の娘たちは神に仕える巫女と考えられていた信仰的な理由

裁や非難を受けた例や制裁については拙稿にて報告済であるが︑他村への縁組に対して厳しく対処した理由の一

︵
22
︶

配偶者選択範囲は狭くなるが︑判断を誤ることは少なかった︒自村以外との異性との交遊については︑厳しい制

︵
21
︶

村内の人間同士ならば小さいときから顔見知りであろうし︑互いの名前も知っているはずである︒この方法だと

若者たちの掟のなかで最も広く見出されるものは︑﹁ヨバイ﹂の相手を同じ村に限定しようとするものである︒

婿方なりの何れかの自宅の一部に新たな家を持つことが広い地域で行われていた︒

寝宿を本拠地として男女が結ばれた場合︑婚姻成立を機に二人は寝宿での寝泊りを止め︑それ以後は嫁方なり

許されず︑もし約束を破ると村八分あるいは厳罰に処された﹂といわれる︒

︵
20
︶

三重県熊野市磯崎では︑﹁ヨバイ﹂は﹁若連中の幹部下にあったので︑一旦婚約をした者はそれを破ることは

ちはこの仕返しを恐れて黙認することもあったといわれる︒

拒否された若者は︑仕返しに家の一部を破壊したり物置にしまってあるものを放り出したりするために︑親た

う出いや﹂などと声をかけた︑というものである︒

︵
19
︶

るセンチ︵雪隠︶へ夜行くのに母親が同行した︒センチのなかに若者が隠れているかもしれないためで︑
﹁早よ

る親もいた︒奥飛騨の吉川町で娘を若者の﹁ヨバイ﹂から守る話がある︒娘を厳しく監視する家では︑戸外にあ

若者が訪ねて来るのを待ったり︑歓迎したりしているのは親ばかりではなく︑逆に若者の﹁ヨバイ﹂を拒否す

ある︒

︵
18
︶

地方によっては昭和初期まで寝宿が行なわれていたところもあり︑青年たちが寝泊りする若者宿から︑娘たち

が寝泊りする娘宿に通って行くこともある︒鳥取県堺市近在の農村では︑娘の宿を﹁コメラベ宿﹂といい︑若者

の宿を﹁ワカシ宿﹂といい両方別々に存在した︒ここに集まる青年たちは︑大抵毎夜三︑四人連れで歌などを歌

いつつ︑コメラベ宿を訪問し た︒広島県倉橋島の尾立浦では︑男女とも一四︑五歳になると若衆宿︑娘宿に泊り

︵

︶

ではなく若者組がその権利を有したといわれる︒これは若者組が選択した相手を︑娘の父母は反対することがで

いては︑娘の結婚に関して父母は単なる相談相手の立場におかれ︑相手を選択することも拒否することも娘本人

所有物と考えられていた︒若者組が村内の娘や寡婦などに対し性的な特権を持ち︑若者制度の発達した土地にお

若者組の統制下におかれた﹁ヨバイ﹂には村内婚という規範があったため︑村の娘たちはあたかも若者たちの

に出る︒その家を単に宿といい︑宿の家の主人を宿親︑これに対し自ら宿子といい︑互いに宿兄弟と呼んでいた︒

︵
24
︶

い︒妻問で行われた﹁よばひ﹂は﹁夜這﹂と変化したが︑この使われ方は江戸時代の﹃好色旅枕﹄のなかに︑﹁密這﹂

ている︒妻問婚は一夫一婦婚ではあるが︑固定的関係となるのではなく︑愛のない男女を拘束する法は存在しな

時代の名残から男が女のもとへ通った﹁妻問﹂であり︑﹁妻訪﹂と称し︑互いに自由な意思︵恋愛︶を基本とし

社会的文化の発達や生活様式の変化などに伴って男女の関係も変り婚姻形態にも変化が起った︒上代では母系

四︑おわりに

きないということであり若者たちは村内の娘を掌握していたことと同じ意味をもつ︒

25
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と﹁夜這﹂の二つの文字が充てられ︑忍び込む意として表現されている︒また﹃源氏玉葛﹄のなかに﹁けそう人
苫小牧駒澤大学紀要

87

︵
23
︶

88

髙嶋めぐみ 婚姻法史にみる﹁よばひ﹂の意義

は︑夜にかくれくるこそ︑夜ばひとは云ひけれど・・・﹂とあり忍んで来る意味で用いられている︒もちろんこ

の﹁よばひ﹂の習俗には性交渉を伴っており︑これは元来配偶者の選択ないし求婚の機能を果たすものであった︒

また寺のお詣り︑盆踊り︑村における祭礼などの年中行事の折︑若者たちが相手を見つける絶好の機会があっ

た︒上代でいうところの﹁かがひ﹂の習俗であり︑未婚の男女が春秋︑一定の時期に特定の場所に集い互いに歌

えている︒

注

新訂版﹄
︵中央公論社︶一五三頁︒

⑴ 中田薫﹁我が太古の婚姻法﹂
﹃法制史論集第一巻﹄
︵岩波書店︶四頁︒
⑵ 折口信夫﹃折口信夫集第二巻

記
―紀万葉を中心として

⑶ 臼田甚五郎﹁よばひの文学﹂国学院雑誌第六九巻一一号六六頁︒
⑷ 髙嶋めぐみ﹁妻問婚にみる求愛求婚行為再考

⑹ 江守・前掲論文五六頁︒

⑸ 江守五夫﹁母系制と妻訪婚﹂国文学解釈と鑑賞第二五巻一四号 五六頁︒

﹂
―苫小牧駒澤大学紀要第一〇号参照︒

代からの庶民の婚姻習俗が後世どのような形で遺されているか︑また諸外国の婚姻習俗と比較していきたいと考

﹁よばひ﹂の習俗は︑時流の変化に伴い基にあった意味を失っていく︒今回取上げた﹁よばひ﹂の習俗の他上

社会が是認する行為として一定の規律をもつ制度へと変遷していく︒

がひ﹂のいずれも本来は妻問婚の遺制で︑﹁夜這﹂はその零落した形態である︒配偶者選択の機会であった故に︑

﹁よばひ﹂﹁か
の掛合いを通して配偶者選択が行われ︑これらは村外に相手を求めるときに重要な役割を果たした︒

︵
26
︶

⑺ 岩瀬博＝松浪久子他編﹃南島昔話叢書一〇

与那国島の昔話﹄︵同朋社︶四二〜四七頁︒

⑻ 福田アジオ﹁若者組の活躍﹂
﹃村の生活文化﹄塚本学編 日本の近世第八巻︹中央公論社︺一〇二〜一〇三頁︒

若者條目を通じて見たる若者制度﹄一一四〜一一五頁︒

若
﹂苫小牧駒澤大学紀要第八号参照︒
―者組再考︵一︶

⑼ 大日本聯合青年團﹃若者組制度の研究
⑽ 髙嶋めぐみ﹁婚姻史研究

若者條目を通じて見たる若者制度﹄前掲書三一五頁︒

⑾ 中山太郎﹃日本若者史﹄
︵春陽堂︶二六頁︒
⑿ ﹃若者組制度の研究

解説書﹄
︵国土地理協会︶三三三頁︒

⒀ 大間知篤三﹁婚姻の民俗学﹂
︵岩崎美術社︶二三九頁︒
⒁ 文化庁編﹃日本民俗地図Ⅵ

⒂ 柳田国男﹁よばひの零落﹂
﹃婚姻の話﹄
︵岩波書店︶七頁︒なお親の黙許例としては有賀喜左衛門﹃日本婚姻法史﹄
︵日光書院︶一〇頁参照︒

﹂
﹃旅と伝説第六巻第一号﹄一二二頁︒
―

若
︵ぺりかん社︶六二〜六四頁︒
―者と娘をめぐる民俗 ﹄
―

⒃ 柳田﹁よばひの零落﹂前掲書七四頁︒
⒄ 天野武﹃若者の民俗

⒅ 宮本常一﹁各地の婚姻習俗 山
―口県大島
⒆ 臼田﹁よばひの文学﹂前掲論文七五頁︒
⒇ 文化庁・前掲書二三八頁︒

若
﹂前掲論文参照︒
―者組再考︵一︶

柳田国男﹁女の身すぎ﹂
﹃婚姻の話﹄
︵岩波書店︶五七頁︒
髙嶋﹁婚姻史研究

伯耆境港の農村﹂
﹃民族第二巻第六号﹄一六四頁︒
第二 十 二 号 二 〇 一 〇 年 三 月

小林良﹁娘宿の例
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菅多計﹁私生児のこと其他﹂
﹃民族第二巻第五号﹄一八一〜一八三頁︒

記
―紀万葉を中心として

﹂
―前掲論文参照︒
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管理会計システムの進展に関する考察
―京セラのアメーバ経営に関連して―

A Study on Evolution for Management Accounting System:
Amoeba Management at Kyocera

川

島 和 浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード：アメーバ経営・時間当り採算制度・付加価値
制約理論（TOC）
・スループット会計

要旨
京セラ名誉会長の稲盛和夫氏によって確立された「アメーバ経営」と呼ばれる、
確固とした経営哲学と精緻な部門別採算制度をベースとした経営手法が注目されて
いる。管理会計の観点からは、「時間当り採算表」にもとづく業績評価システムが
独創的な経営管理方法といえる。売上を最大に、経費を最小にすれば、その差であ
る付加価値も最大になるという経営原則の適用である。各組織の小集団をアメーバ
と呼び、売上に相当する項目を意図的に設置し、発生する経費項目（労務費を含ま
ない）との差額に注目することで、会計知識を持たない人でも容易に採算の度合い
が理解できるため、従業員の経営参加意識を高める効果が期待されている。この業
績評価システムは、制約理論（TOC）にもとづくスループットの考え方にも類似し
ている。日本の製造現場においては、
小集団組織による全員参加の枠組みのもとで、
日本的な経営活性化の技法としての管理会計システムが進展している。

（1）

（2）
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1. はじめに
2. アメーバ経営の特徴
3. 時間当り採算表に見る業績評価システム
4. 制約理論（TOC）のもとでのスループット会計
5. おわりに

1. はじめに
2009（平成 21）年 1 月号の『企業会計』誌上に、日本の製造現場で
一般的に適用されている管理会計とは異なる独特な管理会計実務の概要
が掲載されている（青木［2009］
、118-119 頁）。京セラ株式会社（以下
「京セラ」という。
）において実践されている「アメーバ経営（amoeba
management）1 」と呼ばれる確固とした経営哲学と、そのもとで適用
されている精緻な部門別採算管理をベースとした独創的な管理会計シス
テムである。
周知のように、1959（昭和 34）年に、京都セラミックス株式会社（現
京セラ）を設立し、現在、名誉会長の稲盛和夫 2 は、1998 年の著書『稲
盛和夫の実学―経営と会計―』
（日本経済新聞社刊）において、「経営の
ための会計学」を実践していくために必要な 7 つの基本原則として、①
キャッシュベース経営の原則、② 1 対 1 対応の原則、③筋肉質経営の原
則、④完璧主義の原則、⑤ダブルチェックの原則、⑥採算向上の原則、
⑦ガラス張り経営の原則を提示している。また、2006 年の著書『アメー
バ経営―ひとりひとりの社員が主役―』（日本経済新聞社刊）において、
経営の根幹をなす実践的な経営管理手法として、「アメーバ経営」によ
る部門別管理会計の実践を提示している。
アメーバ経営は、稲盛が長年にわたり苦労して築き上げてきた独自の
（3）
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管理会計システムの進展に関する考察 ―京セラのアメーバ経営に関連して―

経営管理手法であり、京セラの高収益経営の根幹をなすものといわれて
いることから、
2006 年の著書『アメーバ経営』の出版は画期的といえる。
特に、「アメーバ経営の管理会計システムが、会計分野での新境地を切
り開くものではないかと考えている」
（稲盛［2006］、255 頁）という稲
盛の主張は、日本における管理会計システムの進展を加速させる貴重な
示唆を与えている。
そこで、本稿では、アメーバ経営の特徴を整理し、アメーバ経営にも
とづく業績評価システムとしての「時間当り採算表」を考察する。こ
れは、売上を最大に、経費を最小にすれば、その差である付加価値も
最大になるという経営原則を採算表の形で表したものであり、会計知
識を持たない人でもわかるように創意工夫された京セラ独自の損益計
算システムである。注目すべきは、アメーバ経営のもとでは伝統的な
原価計算による原価管理が行われていない点にある。次いで、このよ
うなアメーバ経営のもとでの業績評価システムに類似するものとして、
ゴールドラット（Eliyahu M. Goldratt）によって提唱された制約理論
（theory of constraints:TOC）にもとづくスループット会計（throughput
accounting）を考察する。TOC では、伝統的会計制度のコア概念であ
る利益ではなく、お金を儲けること（to make money）に焦点を置き、
スループットの増大と、在庫および業務費用の削減を重視している。
本稿の目的は、京セラの管理会計実務の先行的な事例を整理すること
にある。日本の製造現場における従業員間の暗黙知（スキル・ノウハウ）
の共有が経営活性化のための技法の創意工夫や改善を促進し、管理会計
システムの進展に寄与するものと思われる。

2. アメーバ経営の特徴
（1）京セラの経営理念とアメーバ経営の目的
京セラでは、
「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、
（4）
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社会の進歩発展に貢献すること」
を経営理念として定めたことによって、
全従業員の間に真の仲間意識が生まれるようになったという。この経営
理念の確立によって、
「アメーバ経営は、小集団独立採算により全員参
加経営をおこない、全従業員の力を結集していく経営管理システムであ
る」（稲盛［2006］
、27 頁）と定義された。
アメーバ経営が目指す 3 つの目的には、①市場に直結した部門別採算
制度の確立、②経営者意識を持つ人材の育成、③全員参加経営の実現、
がある（稲盛［2006］
、30-58 頁）
。
具体的に、①の目的は、
「売上を最大に、経費を最小にする」という
経営の原理原則にもとづいて、会社全体を小さなユニットオペレーショ
ンである「アメーバ」に分割し、市場の動きに即座に対応できるような
部門別採算管理を行うことにある。②の目的は、必要に応じて組織を小
さなユニットに分割した場合、中小企業の連合体として会社を再構成で
きるようなユニットの経営をアメーバリーダーに任せることによって、
経営者意識を持った人材を育成することにある。③の目的は、全従業員
が、会社の発展のために力を合わせて経営に参加し、生きがいや達成感
を持って働くことができる「全員参加経営」を実現することにある。

（2）アメーバ組織を細分化する要諦
アメーバ経営の実践に際しては、複雑な会社組織をどのように切り分
けていくかが重要であり、その場合、組織をただ細かくすればよいわけ
ではないという。各アメーバ組織は、会社全体を構成するひとつの機能
を担いながらも、それぞれが自主独立採算で活動を行う組織の単位でな
ければならない。したがって、組織の分け方というのは、事業の実態を
よく把握し、その実態に沿ったものでなければならないとし、次の 3 つ
の条件が明示されている（稲盛［2006］、61-66 頁）。
第 1 の条件とは、切り分けるアメーバが独立採算組織として成り立つ
ために、「明確な収入が存在し、かつ、その収入を得るために要した費
（5）
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用を算出できること」である。すなわち、独立採算制をとるためには、
収支計算ができなければならないが、そのためには独立する組織の収入
と費用がはっきりと把握できなければならないという条件である。
第 2 の条件とは、
「最小単位の組織であるアメーバが、ビジネスとし
て完結する単位となること」である。すなわち、アメーバがひとつの独
立した事業として成り立つ、最小限の機能を持った単位でなければなら
ないという条件である。
第 3 の条件とは、
「会社全体の目的、方針を遂行できるように分割す
ること」である。すなわち、
アメーバは、分けることが可能だからといっ
て、小さく分ければ分けるほどよいというような単純なものではなく、
会社全体としての方針を貫くことができるような単位にしか分けてはな
らないという条件である。

（3）アメーバの組織づくりの視点
アメーバの組織づくりについては、次の 3 つの視点が強調されている
（稲盛［2006］
、97-125 頁）
。すなわち、①小集団に分け、機能を明確に
すること、②市場に対応した柔軟な組織であること、③アメーバ経営を
支える経営管理部門である。
京セラでは、アメーバ経営における組織編成の考え方として、「まず
機能があり、それに応じて組織がある」という原則にもとづいて、最低
限必要な機能に応じたムダのない組織の構築を基本としている。そして、
各組織に帰属する従業員が、
自分たちの組織の機能や役割を肝に銘じて、
その責任を自ら果たそうという使命感を持つことがアメーバ経営におけ
る組織のあり方として最も重要視されている。
京セラでは、アメーバの組織づくりに際して、まず会社の採算を大き
く左右する製造部門から着手している。当初は、電子工業用のファイン
セラミック部品を専ら製造していたことから、工程別に採算を見ようと
考え、少人数で構成される工程別に分割したアメーバを編成し、それぞ
（6）
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れにリーダーを配置して、その経営全般を任せている。この結果、図表
1 のように、製造部門を工程別に細分化し、工程別のユニットオペレー
ションが構築された。
図表 1

製造部門における工程別の細分化

製造部門

行程Ａ

（アメーバＡ）

行程Ｂ

（アメーバＢ）

行程Ｃ

（アメーバＣ）

（出所）稲盛［2006］
、104 頁。

その後、京セラでは、会社の成長にともない、工程別、品種別、工場
別など、さまざまな組織編成を行うことにより、事業の成長に応じたア
メーバ組織の数が増加している。同時に、営業部門においても、地域別、
品種別、顧客別などさまざまな分け方によって組織が細分化されており、
研究開発部門や管理部門においても同様の傾向にある。このような結果、
現在の京セラには、アメーバと呼ばれる小集団組織（ユニット）の数は
約 3,000 に至っているという（稲盛［2006］、103-105 頁）。

3. 時間当り採算表に見る業績評価システム
（1）
「時間当り採算表」の導入
京セラの経営の基本は、
「売上を最大にし、経費を最小にすれば、結
果としてその差である利益が最大になる」という原理原則にみられる。
そのため、全従業員とともにアメーバ経営を実践していくためには、ど
（7）
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のようにしたら売上があがるのか、経費はどこでどのように発生してい
るのかを、現場の人たちが容易に理解できるかが課題とされた。すなわ
ち、シンプルでわかりやすい採算管理の手法が必要になったのである（稲
盛［2006］
、129-130 頁）
。
稲盛は、損益計算書などの経理資料を現場にそのまま持ち込んだとし
ても、現場の社員にとっては、それが複雑でわかりにくいため、自分の
仕事に直結しているという実感がわかないだろうことを想定して、家計
簿のようなものを考案している。それが、シンプルに各部門の収支状況
をとらえることのできる「時間当り採算表」である。
京セラの時間当り採算制度では、事業活動の成果を「付加価値」とい
う尺度でとらえている。この「付加価値」とは、売上金額から製品を
生み出すためにかかる材料費や設備機械の償却費など、労務費を除くす
べての控除額（経費）を差し引いたものが該当する。なお、「時間当り」
と呼ばれる指標は、従業員に自分がどれだけの付加価値を生み出したか
をわかりやすくするために、単位時間当りの付加価値、すなわち、総付
加価値を総労働時間で割った 1 時間当りの付加価値を意味している（稲
盛［2006］
、132 頁）
。
京セラでは、
「時間当り採算表」の導入によって、各アメーバが年次
や月次などの目標を設定し、実績を管理することが可能となり、付加価
値の把握を通じてすぐさま問題点を見つけ出し、その改善に向けたアク
ションがすばやくとれるようになっている（稲盛［2006］、132-133 頁）。
このように、京セラの時間当り採算制度は、複雑な原価計算システム
が用いられておらず、アメーバ全員が経営状態をリアルタイムに理解で
き、即時に主体的な手を打つために必要な指標だけが重視されている（稲
盛［1998］
、130-131 頁）
。

（2）標準原価方式とアメーバ経営の違い
多くの製造業の製造部門では、一般的に過去のデータなどにもとづい
（8）
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てあらかじめ標準原価を算定しておき、実際の原価と比較することで原
価管理を行う「標準原価計算」が管理会計の方式として採用されている。
そこでは、設定された目標、すなわち標準原価によって原価管理が行わ
れるため、製造部門ではこの標準原価を達成するために最大の努力を払
うこととなる。また、この標準原価の目標は、各部門がより高い目標に
挑戦するために自ら設定するのではなく、通常、原価管理部門や上部の
マネジメントによって過去の実績より少し高めに設定されている。要す
るに、標準原価計算による原価管理システムの主役は製品という「モノ」
であり、焦点が当てられるのは個々の製品の工程別の原価である。
これに対して、京セラのアメーバ経営では、独立した経営組織である
アメーバが自ら設定する主要な目標は、そのアメーバの生産高と付加価
値であって原価ではない。すなわち、アメーバ経営では、与えられた標
準原価より実際に原価を少しでも低くするという原価管理のみを行うの
ではなく、一つの経営主体として、まず受注をできるだけ多く獲得し、
その受注にもとづく生産を最小の経費で実現できるよう計画・実行し、
付加価値の最大化に主眼を置いていることから、アメーバは挑戦を続け
る創造的な集団として位置づけられている。要するに、アメーバ経営に
おける主役は最小の経費で最大の売上をもたらすよう知恵を絞る「人」
の集団であり、焦点が当てられるのはそのアメーバが全体として生み出
す付加価値である（稲盛［1998］
、128-130 頁）。
アメーバの使命は、
与えられた標準原価で製品をつくることではなく、
市場価格のもとで自ら創意工夫をしてコストを引き下げ、自分の利益を
少しでも多く生み出すことにある（稲盛［2006］、135 頁）。
このような観点から、
「アメーバ経営は、従来の管理会計の思想を根
底から覆す、斬新な経営システム」
（稲盛［2006］、136 頁）であると主
張されている。

（9）
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（3）
「時間当り採算表」の計算構造
ここでは、京セラで実践されている各アメーバの採算管理がどのよう
に行われているかを、図表 2 に例示された製造部門における「時間当り
採算表」からみてみよう（稲盛［2006］、140-143 頁）。
図表 2
総
社
社

社
総
控

（10）

製造部門における時間当り採算表
項

目

荷
荷
内
売
商
品（売）
商
品（買）
磁器・部品（売）
磁器・部品（買）
原料・成形（売）
原料・成形（買）
焼
成（売）
焼
成（買）
メ ッ キ（売）
メ ッ キ（買）
加
工（売）
加
工（買）
ソ ノ 他（売）
ソ ノ 他（買）
設 備 消 工（売）
設 備 消 工（買）
内
買
生
産
除
額
原 材 料 費
金
具
費
商 品 仕 入 高
副 資 材 費
屑 処 分 益
内 部 消 工 費
金
型
費
一 般 外 注 費
協 力 会 社 費
消 耗 品 費
消 耗 工 具 費
修
繕
費
電 力 水 道 料

外

出

出

Ａ
Ｂ
Ｃ
C1
D1
C2
D2
C3
D3
C4
D4
C5
D5
C6
D6
C7
D7
C8
D8
Ｄ
Ｅ
Ｆ
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

650,000,000
400,000,000
250,000,000
0
0
60,000,000
30,000,000
95,000,000
90,000,000
32,000,000
30,000,000
0
0
60,000,000
60,000,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
0
220,000,000
430,000,000
240,000,000
20,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
− 200,000
1,000,000
6,000,000
30,000,000
30,000,000
7,000,000
20,000,000
9,000,000
10,000,000

（＊に続く↗）
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＊

差
総

当
時

ガ ス 燃 料 費
荷 造 用 品 費
荷
造
運
賃
雑
給
その他労務関連費
技
術
料
補修サービス費
旅 費 交 通 費
事 務 用 品 費
通
信
費
公
租
公
課
試 験 研 究 費
委
嘱
報
酬
設 計 委 託 費
保
険
料
賃
借
料
雑
費
雑 収 入・ 雑 損 失
固 定 資 産 処 分 損・ 益
固 定 資 産 金 利
在
庫
金
利
減 価 償 却 費
内 部 諸 経 費
部 内 共 通 費
工
場
経
費
内 部 技 術 料
営 業・ 本 社 経 費
引
売
上
時
間
定
時
間
残
業
部 内 共 通 時 間
間 接 共 通 時 間
月 時 間 当 り
間 当 り 生 産 高

F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
Ｇ
Ｈ
H1
H2
H3
H4
I
J

6,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
1,000,000
0
10,000
2,000,000
300,000
200,000
2,000,000
10,000
0
10,000
300,000
900,000
2,860,000
− 200,000
− 1,000,000
5,000,000
10,000
20,000,000
5,000,000
− 400,000
6,000,000
200,000
40,000,000
190,000,000
35,000.00
30,000.00
4,000.00
40.00
960.00
5,428.5
12,285

単位：円、時間

（出所）稲盛［2006］
、142-143 頁。

上記の時間当り採算表では、
社外への出荷金額を表す「社外出荷（B）」
の 4 億円と、
社内にある他のアメーバへの出荷金額を表す「社内売（C）」
の 2 億 5,000 万円を合計して、
「総出荷（A）」が 6 億 5,000 万円と算出
されている。次いで、この総出荷から社内の他のアメーバから部材など
（11）
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を購入した金額を表す「社内買（D）
」の 2 億 2,000 万円を差し引いて、
製造アメーバの収入を表す「総生産（E）」が 4 億 3,000 万円と算出され
ている。さらに、
「総生産（E）
」の 4 億 3,000 万円からアメーバの労務
費を除いたすべての経費の合計額を表す「控除額（F）」の 2 億 4,000 万
円を差し引いて、アメーバの儲けであり、付加価値に相当する「差引売
上（G）」が 1 億 9,000 万円と算出されている。そして、この「差引売上（G）」
を「総時間（H）
」の 3 万 5,000 時間で割ることによって、「当月時間当
り（I）」が 5,428.5 円と算出されている。
このように、
「時間当り採算表」では、ネット生産高の「総生産（E）」
がアメーバの生産実績を示し、アメーバの儲けである付加価値の「差引
売上（G）
」に関連して 1 時間当りに生み出した付加価値を示すことで、
各アメーバの従業員に業績評価の正しい認識を促し、経営活動に反映さ
せることを可能にしている。したがって、各アメーバリーダーには、1
時間当りの付加価値をどれだけ生み出したか、また、どれだけ高めたか、
という共通的な経営指標が業績評価システムに盛り込まれている。
「時間当り採算表」の計算構造において、財務会計上の損益計算書と
異なる特徴は、次の 4 つである（青木［2009］、118 頁）。すなわち、①
売上総利益や営業利益などの段階利益の区別がないこと、②人件費が含
まれていないこと、③各アメーバで内容を分析できるために細かい単位
での経費項目があること、④総時間数の記載があること。
なお、京セラの「時間当り採算表」において、労務費を控除額や経費
に含まないようにした理由については、労務費自体が会社の採用方針、
人事や総務に関連する方針によってその金額がほぼ決まってしまうこと
から、労務費が各アメーバでコントロールできない性質を持っているた
めである。それゆえ、アメーバリーダーにおいては、管理できない労務
費ではなく、生産性をとらえるうえで重要な「時間」の管理に主眼が置
かれているのである（稲盛［2006］
、147 頁）。
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（4）アメーバ間の社内売買
京セラでは、時間当り採算制度の実績管理において、採算を計算する
うえで必要となるアメーバの「収入」をとらえる 3 つの仕組みとして、
①受注生産方式、②在庫生産方式、③社内売買を示している。
ここでは、アメーバ間で社内取引を行う場合に考慮される社内売買と
して収入をとらえる仕組みをみてみよう（稲盛［2006］、187-195 頁）。
アメーバ経営では、製品が完成し、出荷されるまでの社内のさまざま
な工程間のやり取りについても、社外の市場と同様に社内取引を行い、
工程間のモノとお金の流れをとらえる仕組みが形成されている。そのた
め、アメーバはあくまでもひとつの企業体として、その取引のなかから
利益を生み出し、自主独立で経営を行う仕組みとなっている。
実際上、社外業者との取引同様に、アメーバ間においても、材料や半
製品を製品として受け渡すとともに、
「社内売」「社内買」として実績数
字を計上する形で売買がなされている。この場合、各アメーバは自分た
ちの経営を考慮してその売買金額の交渉を行うが、あくまでも市場価格
を基本としての値決めがなされるという。すべてのアメーバは、価格、
品質、納期が満たされているかという市場の視点が重視されている。
社内売買の効果については、
「このように製造工程にまで市場原理を
浸透させているので、アメーバは競争力を高めていかざるをえない。ま
た、アメーバが採算を追求することが、同時に、後工程に対する品質保
証を確立することにもなっている」
（稲盛［2006］、189 頁）と評価して
いる。
図表 3 は、アメーバ間の社内売買の事例を示している。そこでは、3
つのアメーバである A、B、C の工程があり、最終出荷を担当する工程
C 係が営業部門から受注金額 100 万円の注文を受けたと仮定している
（稲盛［2006］
、189 頁）
。工程 C 係は、前工程である工程 B 係に 70 万
円の材料、または半製品を発注する。工程 B 係も同様に、工程 A 係に
30 万円の材料、または半製品の発注を行う。その後、工程 A 係は工程
（13）
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B 係に対して、発注分の材料または半製品を納めることで 30 万円の社
内売が計上され、総生産は 30 万円となる。同様に工程 B 係は工程 C 係
に対して社内売 70 万円が計上されるものの、工程 A 係との社内買 30
万円を差し引いた 40 万円が総生産となる。また、工程 C 係は、社外出
荷の 100 万円が計上されるものの、工程 B 係との社内買 70 万円を差し
引いた 30 万円が総生産となっている。
図表 3

アメーバ間の社内売買
社内発注 ←
モノとお金の流れ ⇔

工程 A 係

←
←
工程 B 係
工程 C 係 ⇒ 社外への出荷
⇔
⇔

工程 A 係

工程 B 係

社外出荷
社内売

30

社内買
総生産

30

（出所）稲盛［2006］
、190 頁。

工程 C 係

製造課計

100

100

70

100

30

70

100

40

30

100
単位：万円

このように、市場価格による社内売買は、売る側のアメーバにとって
は生産高にプラスとして加わり、買う側のアメーバにとっては生産高の
マイナスとなる。したがって、
各アメーバの「総生産」を全社合計すると、
それがそのまま外部顧客に対して出荷する生産高となることから、当該
アメーバのネットの生産高である「総生産」が、全社の生産高に対して
どれだけ貢献したかもすぐにわかるしくみになっている（稲盛［1998］、
127 頁）。
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（5）経費項目の設定方法
京セラでは、時間当り採算制度において、現場で採算管理をするうえ
で重要な経費が絞り込まれ、経費項目が設定されている。アメーバ経営
の「売上を最大に、経費を最小にする」という原理原則のもとで、経費
計上の 3 つのルールが示されている（稲盛［2006］、197-200 頁）。
第 1 のルールは、アメーバに関連する月次内に発生したすべての費用
を経費として計上するというものである。製造アメーバの場合、購入部
材、電気代、設備の金利償却費、外注加工費、修繕費などの生産活動に
かかわる経費が含まれる。
さらに、
間接共通経費や営業口銭などもアメー
バの経費として計上される。
第 2 のルールは、
「キャッシュベースの原則」にもとづき、購入品の
経費については、購入した時点ですべてその月の経費として計上すると
いうものである。原材料を例にとれば、アメーバが原材料を購入した場
合、その検収時点で購入したすべての原材料費を経費として計上すると
いうものである。これは、月次の活動をキャッシュベースで管理するた
めに、原材料をどれだけ使ったかで経費を計上するのではなく、その月
にどれだけ購入したかで経費をとらえるためである。
第 3 のルールは、アメーバの活動に直結しない経費（間接共通経費な
ど）は、アメーバにとって直接管理できない費用ではあるものの、納得
できる基準に従って各アメーバに配賦するというものである。
また、アメーバ経営では、その経費を発生させることによって何らか
の利益を得る部門が、その経費を負担することを原則としている。これ
は、「受益者負担の原則」と呼ばれ、生産活動や営業活動に直接かかわ
る費用はもちろんのこと、間接部門の共通経費まで、公正な基準のもと
で経費を負担するという考え方である（稲盛［2006］、201 頁）。
なお、前述したように、時間当り採算制度では、労務費を経費項目に
含めていない。この理由は、各アメーバの労務費ではなく総時間に着目
し、時間当りの付加価値の観点から採算管理を行っているためである。
（15）
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4. 制約理論（TOC）のもとでのスループット会計
（1）制約理論（TOC）の概要
制約理論（theory of constraints:TOC）は、1980 年代にゴールドラッ
ト（Eliyahu M. Goldratt）によって体系化された経営哲学であり、「ド
ラ ム・ バ ッ フ ァ ー・ ロ ー プ（drum-buﬀer-rope:DBR）」、「 ス ル ー プ ッ
ト の 世 界（throughput world）
」 お よ び「 思 考 の プ ロ セ ス（thinking
process）」を通じて理論化が構築されている。TOC は、会社や組織を
システムとして捉えており、営利企業のようなあらゆるシステムには少
なくとも 1 つの制約（ボトルネック）があるので、その制約を徹底的か
つ継続的に改善・排除することでシステムの全体最適化を図り、財務成
果の向上を実現する手法とされている。
TOC では、企業の目的が、現在および将来にわたってお金を儲ける
こと（to make money）にあるとして、①スループット（throughput）、
②在庫（inventory）および ③業務費用（operating expense）という工
場全体の最適化のための 3 つの鍵概念を用いている。企業の収益性を高
めるためには、スループットを増加させ、在庫を減少させ、業務費用を
削減することが重要となる。

（2）スループット会計の計算構造
TOC に お け る 会 計 の 核 は、 ス ル ー プ ッ ト 会 計（throughput
accounting）である。スループット会計の計算構造については、売上
高から変動費を控除する直接原価計算そのもの、または売上高から直
接材料費を控除する直接原価計算の極限形としての超直接原価計算
（super-variable costing）
、もしくはスループット原価計算（throughput
costing）として解釈されている（菅本［2000］、101 頁）。
また、直接原価計算で算定される貢献利益（限界利益）は、厳密にい
えば、売上高から変動費（変動製造原価）を控除したものであり、直接
（16）
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材料費はその変動費の主要部分を占めているものの決してそのすべてで
はないため、
「売上高から直接材料費のみを控除するのであれば、その
スループット概念は決して限界利益と同義ではない、ということも可能
である」（宮本［1998］
、6 頁）という見解もある。
スループットと利益の関係は、以下のような計算式で示される。
スループット= 売上高−直接材料費
在 庫（投資）
＝直接材料費（最終製品、仕掛品、原材料を含む）、
研究開発費および建物・設備費の合計
業 務 費 用＝企業が在庫をスループットに変換させるために消費
する金額
利

益＝スループット−業務費用

図表 4 は、直接原価計算とスループット会計の比較を示している。
図表 4

直接原価計算とスループット会計の比較

伝統的な
直接原価計算

直接労務費を
固定費とみる
直接原価計算

スループット
会計

簡素化された
スループット
会計

売上高

売上高

売上高

売上高

−直接材料費

−直接材料費

−総変動費

−直接材料費

−直接労務費
−変動間接費

−変動間接費

＝貢献利益

＝貢献利益

＝スループット

＝スループット

−固定費

−固定費

−業務費用

−業務費用

＝利益

＝利益

＝利益

＝利益

（ 出 所 ）Eric Noreen, Debra Smith and James T. Mackey, The Theory of Constraints and Its
Implications for Management Accounting, The North River Press, 1995, p.14.
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（3）スループット会計の特徴
伝統的な直接原価計算とスループット会計の相違点については、①ス
ループット（限界利益の近似値）を計算するのに、材料費などキャッシュ
フローに関係するコストだけを差し引いていること、②当期のキャッ
シュフローを伴わない一部の変動間接費が業務費用に含まれること、③
直接労務費が日本における経営実務と同様に業務費用として扱われてい
ることが指摘されている（櫻井［2004］
、248 頁）。スループット会計では、
直接労務費が固定費として扱われている。さらに、スループット会計に
は、在庫の積み増しを排除するようなインセンティブが与えられている
ことや、排除すべき制約が特定される点については、直接原価計算には
見られない特徴を持っている（櫻井［2004］、248-249 頁）。
スループット会計では、スループットを増加させ、資産（在庫）を減
少させ、業務費用を削減すれば企業の収益性が高まることを表している。
他方、伝統的な全部原価計算では、逆に、資産（在庫）を増加させるこ
とがあたかも利益を増加させることのように表されている。
この点については、すでに直接原価計算の議論のなかで、全部原価計
算において在庫の増大があたかも利益を増大させるかのごとく計算され
ることの不合理性が指摘されていたものの、キャッシュフローの意義に
ついてはスループット会計ほど強調されなかったこと、さらに、当時の
直接原価計算においては、JIT（just-in time）3 と結び付けて論じられる
ことがなかったものの、JIT の理論が確立されている現代では、技術者
にとって、スループット会計が在庫ゼロを目指す JIT の思想にも繋がっ
ていることが指摘されている（櫻井［2004］、249 頁）。
スループット会計には、プロセス志向の、全体最適化を強く意識した、
キャッシュフロー経営を支援する会計が下敷きにあることが指摘されて
いる（菅本［2000］
、104 頁）
。
スループット会計の特徴としては、次の 4 つのものが挙げられてい
る（水野［2001］
、29-42 頁）
。すなわち、①スループット、在庫、業務
（18）
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費用という 3 つの概念を用いて企業の業績評価や管理の手段を行ってお
り、伝統的な会計制度のコア概念である利益ではなく、貨幣（money）
を用いて説明されていること、②原価計算に対して懐疑的であり、近
代会計と伝統的な原価計算がある種の理念としてきた原価凝着（cost
attachment）という考え方を否定し、
製品原価の計算を評価しないこと、
③会計システムの簡素化と企業の基本目標に関心を集中させること、す
なわち、スループット、在庫、業務費用の 3 つの概念だけで企業の業績
評価システムや管理指標を作り上げようと提案していること、④制約理
論の業績評価システムを担うものとして新しい概念と技法を装っている
ものの、その核心となるスループット概念が実質的には直接原価計算の
貢献利益や付加価値会計の粗付加価値に極めて類似していること、であ
る。

5. おわりに
日本の製造現場においては、従業員間の暗黙知（スキル・ノウハウ）
の共有が経営活性化に向けた創意工夫や改善を促進している。先行的な
管理会計実務の事例として、本稿では京セラを取り上げている。
管理会計の視点から、京セラの「時間当り採算表」にもとづく業績評
価システムは独創的な経営管理方法といえる。売上を最大に、経費を最
小にすれば、その差引売上である付加価値も最大になるという、キャッ
シュベース（お金の動き）にもとづいたシンプルな経営が行われている。
アメーバと呼ばれる小集団組織（ユニット）の売上に相当する取引を市
場価格にもとづいて設定すると当時に、労務費を含まない経費項目を用
いて収支計算が行われ、
「時間当り」の採算が算定されている。ただし、
各アメーバの総生産を合算すれば外部顧客への売上高と等しくなり、差
引売上高から人件費を控除すれば税引前利益となるなど、管理会計と財
務会計の整合性が保たれている。このことによって、会計知識を持たな
（19）
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い従業員にも容易に採算の度合いが理解できることから、従業員の経営
参加意識を高める効果が図られている。
また、本稿では、先行研究に依拠して制約理論（TOC）のもとでの
スループット会計を考察している。スループットを増大し、在庫および
業務費用を削減して、お金を儲けるというキャッシュフローにもとづい
た簡素化された業績評価システムは、京セラの「時間当り採算表」に類
似した考え方であること、また、スループット概念が付加価値会計の粗
付加価値に類似していることなどを理解した。
以上のように、京セラでは、時間当り採算制度のもとで実践されてい
るアメーバ経営の「管理会計」による報告内容と、対外的な決算報告で
ある「財務会計」の報告内容との間には明瞭な整合性が保たれているた
め、各アメーバは、自分たちの実績が会社全体の業績に直接に結びつい
ているという認識を持つことができる。京セラでは、年頭の社長による
「経営方針」において、
「決算ベース」の会社全体の業績目標が、各々の
事業部の「時間当り採算ベース」の業績目標と密接に結び付けられて発
表されている（稲盛［1998］
、135-136 頁）。
京セラでは、アメーバごとに「時間当り採算表」と呼ばれる損益計算
書が作成されているが、これは、
「京セラ会計学」にもとづく厳密な取
引ルール、費用および収益の認識・測定ルールの実行の裏付けがあるか
らこそできるものであり、アメーバリーダーとアメーバ、ならびに上位
の各経営管理者層の両方に、有用な会計情報の提供が可能となっている
（挽［2007］
、163 頁）
。管理会計においては、影響機能と情報機能の 2
つの機能を果たすことが期待されているなかで、アメーバ経営では、そ
の 2 つの機能の同時達成が意図されている。管理会計報告である時間当
り採算は、決して財務会計から独立した数字ではないからこそ、経営者
と従業員による全従業員の物心両面の幸福の追求に適切な管理会計情報
を提供することが可能になるのである（挽［2007］、291-292 頁）。
今後の課題としては、京セラの管理会計実務を手がかりとして、日本
（20）
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的な企業文化のもとで培われてきた従業員間の暗黙知の共有化が管理会
計システムにどのような影響を与えているかという研究の蓄積にある。
管理会計の視点からは、
従業員間の協働を促すために、アメーバリーダー
とアメーバ、ならびに上位の各経営管理者との間に、意思決定を支援す
る、あるいは誘導するための会計情報とはどのようなものかを解明する
必要がある。
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<注>
1

京セラでは、各組織を機能別に分けた小集団組織（ユニット）があたかもひとつの会社の経
営を行っているような仕組みが実践されており、このユニットが市場の変化に機動的に対応で
きるような組織変更を頻繁に行うことから、生物学上、細胞分裂を自由自在に繰り返す「アメー
バ」に見立てられている。

2

稲盛和夫氏は、その経営手腕を鳩山由紀夫首相等に高く評価され、2010 年 1 月 19 日に会社
更生法の申請・受理を経て、同年 2 月 20 日に上場廃止となった株式会社日本航空（JAL）の
再建を目指す会長職を、無給を条件に引き受けたことで有名である。

3

JIT 生産方式に適合する原価計算システムとしてバックフラッシュ原価計算があり、そこで
は、当期に発生した製造費用をすべて売上原価に借方記入しておき、会計期末の在庫品に対
応する製造費用を売上原価から差し戻す会計手続きがなされる。伝統的な全部原価計算シス
テムよりも簡素化された、無在庫生産に適した会計システムである（川島 [2006]）
。
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聖書を読む：
「原罪」としての
「文化」の一考察
A Study of Culture as the Original Sin on the Basis of the Bible

村

井 泰 廣

MURAI Yasuhiro
キーワード：キリスト教・神・自然・文化・人間
（Christianity・ God・ Nature・Culture・ Humans）

要旨
「文化とは何か」。さまざまな辞典において「文化の定義」がさまざまな観点から
述べられている。文化の概念は実に多種多様である。その言葉はいろいろな文脈の
中で使用され、それぞれの文脈によって解釈され説明されている。
本稿においては、キリスト教の経典である「聖書」を手がかりにして、特に『旧
約聖書』「創世記」が想定している「文化」について考察するものである。
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聖書を読む :「原罪」としての「文化」の一考察
キリスト教の経典である聖書は、
『旧約聖書』と『新約聖書』から構
成されている。その旧約聖書の冒頭の章は、
「創世記」である。「創世記」
1 章には、天と地が創造されたときの経緯が述べられ、創造神ヤハウェ
イが、宇宙の一切合切、森羅万象のすべてを創造したことが記述されて
いる。
その「書物」の最初のページを開いて見ると、第一章の第一節は「初
めに、神が天と地を創造した」1 という文章ではじまる。そこには神が
創り給うた天地創造が記されている。要約すると次のようになる。2
初めに神は何を創ったかというと、
「神が天と地を創造された」と書
いてある。次に「光あれ」と神が言われると、そうすると、光があった。
次に闇があった。昼があった。夜があった、と書かれている。これらは
神の創造物である。次に、水と海ができ、乾いたところができ、そこは
陸となった、と。続けて「まだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の
草も芽を出していなかった。神である主が地上に雨を降らせず、土地を
耕す人もいなかったからである。
」3 と語っている。やがて神は草を創ら
れ、木を創られ、やがて大地は生き物の群れで満ちるようになる。そし
て、6 日目に「神は自分の形に似せて人を創造された」ことを伝え、
「主
なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこ
で人は生きた者となった。
」4 と聖書は伝えている。つまり、ここで、人
もまた神によって造り出された被造物であることが了解される。
この個所である創世記 1 章を時系列に示すと、神は下記のように森羅
万象の宇宙を創造されたことになる。
第 1 日目、
宇宙のはじまり。混沌とした原始地球に続き光が現れ、
夜と昼の交替がはじまる。
第 2 日目、大気の生成。海と陸の出現。
第 3 日目、種子植物の出現。
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第 4 日目、太陽、月、星が識別され、季節の推移がはじまる。
第 5 日目、動物の出現。
第 6 日目、人（ヒト）の出現と生態系の人への付託。人は神に似
せて造られ、神からすべての生物の支配を任される。
第 7 日目、森羅万象 5 の天地万物の完成と創造者神の安息。
本稿の論旨である「原罪」としての「文化」の展開にどうしても必要
な部分をもう少し創世記 2 〜 3 章から敷衍させてもらうことにする。神
による天地創造（1 章）の物語の後、同 2-3 章において人間の祖先であ
るアダム（男）とエバ（女）は、
神に対して罪を犯したために、人間（男
と女）は、エデンの楽園を追放されたと語られている。6
神は、天と地を創った後、土の塵から人を創り、神は人に命の息をそ
の鼻に吹き入れ、人をエデンの園に住まわせた。神はその園の中央にあ
る「いのちの木」と「善悪を知る木」とを生えさせ、人に善悪を知る木
からその木の実を取って食べることを禁じた。この個所を聖書は次のよ
うに述べている。
神である主は、人に命じた。
「あなたは、園のどの木からでも思いの
まま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならな
い。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。」7 と記されている。
また、神は、人が一人でいるのはよくないと考え、獣や鳥を創り、さ
らに、その人を深く眠らせ、その肋骨から一人の女を創った。神が創っ
た野の生き物のうちで最も狡猾なヘビは、善悪の木の実を食べると「神
のように善悪を知る者になれる」と言って女をそそのかした。およそ、
人間の罪の中で、人間が人間を神のように絶対化するほど大きな罪はな
いのである。ヘビにそそのかされた女は、その実を食べた。女は男にも
それを与えた。すると二人の目は開けた。女と男は初めて自分たちが裸
であることを知った。もともと裸であった男と女であったが、神から禁
じられていた善悪の木の実を食べたことによって自分たちが裸であった
（26）
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ことに気がついた、という。お互い裸であることを知ったとき、それま
で互いに「恥ずかしいと思わなかった」女と男が、互いに「恥ずかしい」
と感じたというのである。この恥ずかしさの感情ゆえに、ふたりは無花
果（いちじく）の葉をつなぎ合わせて腰に巻いた、と聖書は述べている。
そして、男と女が善悪を知る木の実を食べたことを知った神は、罰と
して女には出産の苦しみを与え、
男には食物を得るための労苦を与えた。
そして、男にも女にも等しく土に帰る死を与えた。神はいう。「土地は、
あなたのゆえにのろわれてしまった。あなたは一生、苦しんで食を得な
ければならない。あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは
土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたはちりだから、
ちりに帰らなければならない。
」8 と神は男に「仰せられた。」のである。
9
男をアダムいい、女をエバという。

そして、神は男と女をエデンの園から永久追放したのである。主なる神
は言われた、
「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知る
ものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きる
かも知れない。
」
「そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が造られたそ
の土を耕させられた。
」10 と聖書は述べている。

「自然」の成り立ちと「文化」の成り立ち
前述したように、聖書「創世記」1 章によると、天地の成り立ちは神
によって創造されたものであることが記されている。
沢崎順之助（当時 : 昭和女子大学教授）は、講演会の「女性教養講座」
の中で「文化とは何か」
（2001 年 11 月 28 日）という話をしている。沢
崎は示唆的且つ平易な内容をもって「文化とは何か」を説明している。
その要旨をここに述べ、本稿の本旨である「原罪」としての「文化」に
迫ってみたい。
沢崎はいう。
「ここに石ころがある。聖書によれば、この石ころは神
（27）
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が造ったものである。よって、この石ころは自然である。しかし、人が
この石ころをちょっと削って加工して道具として使ったら、その物は文
化となる。もともとこの石ころはまったくの自然だ。文化ではない。」
という。が、しかし、
「その石ころをヒトがちょっと削って尖らせたり
して使用すると文化となる。たとえ、ヒトがその石ころをそのまま道具
として使ったとしても、それは文化と言っても良いことになる。」と述
べている。この沢崎の説明は、極めて「文化」の概念について大きな示
唆を与えるものである。
そうすると、
「石ころそのものは自然だ。石ころ（自然）に何か人間
の手を加えると、それは文化ということになる。石ころは石ころが持っ
ている性質がある。硬い。石には硬いという性質、Nature という本性
がある。それを人間が加工（手を加わえる）することによって違ったも
のになる。その時、それは文化となる。」そう考えると、文化とは、「人
間が作ったものだ」ということが分かる。
それでは、
「自然とは誰が創ったものか。」と沢崎は問う。冒頭にも書
いたように、聖書によれば、創造神ヤハウェイが、宇宙の一切合切、森
羅万象のすべてを創造したと記述している。つまり、この宇宙というの
は、神の創り給もうたものもの一切合財によって創られているというこ
とである。しかるに、宇宙をふくめる自然もまた神が創り給うたものと
いうことになる。そして、
「文化」の考え方からすると、この宇宙には、
このように二つしかない。この宇宙は、自然であるか、それとも、文化
であるか、この二つに分かれている、と沢崎はいうのである。つまり、
この世界は、ひとつは自然であり、ひとつは文化である、と。そして、
その人間もまた、神によって造られたということにおいて、人間も自然
の一部なのだ、と沢崎はいう。
しかるに、人間そのものは、自然に属している。しかし、人間は自然
に属していながら、
「人間が造ったものは文化である」という。この事
がこの世界のあり様を複雑にし、なかなかやっかいなことにしている、
（28）
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というのである。
神は自由意志を持つ者として人間を創られたのである。
人間が動物のように鋳型にはめられたような、何の自由もない、本能だ
けで存在するようなものに創られていたなら、確かに悩みの問題は少な
かったであろう。
沢崎は補足して次のように述べている。
「私たち（人間）の体の中にも血が循環している。これは自然である。
私たちは呼吸をしている。この呼吸をすることも自然である。私たちは
物を食う。物を食らうのは、猫や犬と同じである。食らっている。これ
は自然の行為である。ただ、それを食事としたときに、それが文化的行
為になる。ここのところの区別が必要となる。猫は物を食らっている。
これは自然の行為である。人間も物を食らう。これは自然の行為である。
ただ、人間はそれを文化的行為に昇華していると言える。人間は排泄を
する。ウンチをする。これは猫と同じである。人間はセックスをする。
これも猫と同じだ。ただ、
人間は、
それを愛という衣を着せることによっ
て、昇華することによって文化としている。」11 というのである。
『旧約聖書』の創世記二章に、人類最初の男（アダム : ヘブライ語で
土の意味）と女（エバ）の話がある。原始、男とその女（妻）は、二人
とも裸であったが、
「恥ずかしい」とは思わず、楽園で何不自由なく暮
らしていた。しかし、やがて、二人は神が「これだけは食べてはいけな
い」と禁じていた善と悪を知る木の実を食べてしまうことになる。する
と「二人の目が開け、自分たちが裸であることが分かった」と聖書は述
べている。二人は裸であることが分かって、裸を「恥ずかしいと思った。」
というのである。それ以前までは、裸であるということが、恥ずかしい
とは思わなかった、ということであろう。聖書を基に解釈するならば、
これが人類最初の感情だということになろう。
犬や猫は、裸でも恥ずかしいとは思わない。この恥ずかしいという感
情は、どうやら極めて人間的な感情（こと）であるということがいえそ
うだ。
（29）
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沢崎はいう。
「人間の感情には、ふたつある。二種類ある。ひとつは、
自然の感情。これは、たとえば、何か「キャー !」と恐怖に叫ぶとき、
怖くて震えたりする感情。これは動物的な恐怖の本能的な感情である。
しかし、もうひとつ、文化的に教育されて身に付いた感情がある。生ま
れたとき、赤ん坊のとき、裸で生まれてきたときは、ちっとも恥ずかし
いとは思わない。何も思わない。やがて、感情教育がされて、それを恥
ずかしいと思うようになる。そして、衣を裸の身に着けるようになる。
恥ずかしいと思う感情は、だから（人間的な営みによる）文化的感情で
あると言えようか。
」12
そういうわけで、人間というのは、考えてみれば、実にやっかいな存
在であることがわかる。何がやっかいかと言えば、人間というのは、も
ともとは自然なのである。
ところが、
その人間が文化を抱え込んでしまっ
ているというのである。文化が自然を抱え込んでいるとも言える。人間
は、実に悩ましい、その二つを抱え込んで生きている、ということなの
である。
それゆえ、目が開き、
「恥ずかしい」と思う感情から、アダムとエバ
はイチジクの葉をつづり合せてそれを腰に巻いた、と聖書は述べている。
この時から、人間は服を身に纏うようになったのである。別の言い方を
すると、人間は裸であるところの自然に、あるいは自然であるところの
裸に、衣装という文化を身に纏うようになるわけである。これは、衣装
13
文化の発端である。

なぜならば、神が創りしイチジクの木は自然である。自然そのもので
ある。イチジクは木の葉っぱである。その木の葉っぱも自然のものであ
る。木の葉っぱであるイチジクは自然に属している。しかし、自然であ
る木の葉っぱを綴れ合わせると、それは文化になる。もともと石が自然
であるように、その自然である石にヒトがちょっと手を加えると、それ
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が道具として使われたりすると、文化となるのだ、と沢崎は解説をする
のである。13
もう少し、聖書の創世記を読んでいくと、神が禁じていた善悪を知る
木の実を人が食ったということで、やがてその罰として土地を耕すよ
うになった、という箇所も出てくる。そうすると、善と悪を知る木の実
を食ったということは罪なのだ、ということが理解される。それで、そ
の罪に対する罰として、人は畑を耕作するという労働が課せられてい
る。聖書では、禁断の木の実を食ったということを原罪と呼んでいる。
「Original Sin」。ここからが本稿の本題ということになる。
『広辞苑』
（第六版）によれば、
「文化」（Culture）とは、「人間が自然
に手を加えて形成してきた物心両面の成果。」と説明している。沢崎は
これを平易に分かりやすく述べたのである。つまり、「文化」（Culture）
とは、
「人間が自然（Nature）に手を加えたものだ」ということであろう。
この定義は筆者が観念している「文化の定義」にもっとも近いものなの
で、この定義を手がかりにして、文化としての「原罪」を自然の関係か
ら吟味して考察したい。

「背き」としての文化 :「原罪」としての「文化」
前述からの要旨から、文化とは「人間が自然（Nature）に手を加え
たもの」ということになる。この定義を手がかりにして考察することと
する。
「自然」とは、英語で言うならば、Nature ということになる。英語で
いう Nature というのは、どういう意味であるかというと、「うまれた
もののまま」という意味である。Nat- という部分は、「生まれる」とい
う意味と深く関わりがある。そうすると、Nature とは、「もって生まれ
ついたもの」ということである。もって生まれついた性質。もって生ま
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れついた本性。
「本性」のことを英語で Nature。それが Nature の本来
の意味であろう。14
『広辞苑』から「自然」
（Nature）の意味を抜粋すると、
「自然とは、
（ジ
ネンとも）おのずからそうなっているさま。天然のままで人為の加わら
ないさま。あるがままのさま。
」15 と書かれている。さらに、次のように
補足説明が加えられている。
「①人工・人為によりなったものとしての文化に対し、人力によって
変更・形成・規整されることなく神の、おのずからなる生成・展開によっ
て成りいでた状態。おのずからなる生成・展開を惹起させる本具の力と
しての、ものの性たち。本性。本質。
」「②山川・草木・海など、人類が
そこで生まれ、生活してきた場。特に、人が自分たちの生活の便宜から
の改造の手を加えていない物。また、人類の力を超えた力を示す森羅万
象。」と「自然」の意味を説明としていることから考えて、創世記の神
が天地を創造したものすべてのなかに、この「自然」が含まれると解釈
することができよう。
その一方、Culture ということばの語源から、「耕されたもの」と
いう意味がある。Cultivate という言葉も「耕す」という意味であり、
Culture の動詞形である。Agriculture（農業）16 ということばがある。
「Agri-」の部分は、英語の Acre という言葉の語源と一緒だと言われて
おり、Agre も Acre も類似語である。つまり、Agriculture というのは、
「土地を耕すこと」ということから、
「農業」ということになる。17
自然の中にあった自然人アダムは、
神から楽園を追放された。つまり、
人間アダムが「人間」として大地に立ったその時から、人は、本来ある
べき自然の中に組み込まれていた、そのあり様から離脱しなければなら
なくなったということを意味している。人間は、その本性においてもと
もと自然の中にあった。しかしながら、神の命令に従わなかったという
「原罪」ゆえに、人が大地に立ったその日から、自然の外に立たなけれ
ばならなくなったのである。その「原罪」ゆえに、やむなく人間は自然
（32）
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と対峙することになってしまったのである。それゆえに、人は神なる自
然の外に立つものとなってしまったのである。人間が自ら手を加え耕す
自然から「文化」を造る出発点となるのである。つまり、人は自然と対
峙する自己を認識することになるのである。「原罪」ゆえに、人は神の
創造された荒くれた大地に立たされたのである。そして、人は顔に汗を
流して自然に手を加えることによってのみ、自らが糧を得、そして生き
延びていくことしか、その術をもたなかったのである。
そこにある自然に働きかける主体としての人間は、自分だけに都合を
第一としたのである。自然環境をコントロールし、人間の、自分の、生
き残りを図ろうとする利己的な本能以外の何ものも代替できるものがな
くなってしまったのである。18 人間の人間による人間のためだけの自分
自身に都合のいい形で自然に手を加え、そのことで自然環境に適応する
人間は、驚くほどに、地球のほとんどどこにでも住むことができるよう
になったのである。自然である密林を切り開いて畑にすることも、極寒
の地で住居を造ることによって温度や湿度をコントロールすることも、
さまざまな文化（自然に手を加えること）装置を開発させて海の中や宇
宙まで進出を始めたのである。こうして人間は、あるがままの自然とい
う、本来、それぞれの生物を束縛していた限界を取り払ってしまっていっ
たのである。19 そうすることによって、人による自然の物神化がなされ
ていったということになるのだろう。つまり、人間中心の主体としての
人間は、まさに、物神化、いわんや、人神化のばけものにほかならない
慢心の姿を生んだことが、聖書でいう人（アダム）が背負う「原罪」と
しての「文化」ではないかと筆者は考えている。
つまり、それは人間存在そのものが、その「原罪」の存在のなかにお
かれていると表現したほうが正しい「文化」理解のあり様なのかもしれ
ない。なぜならば、人間存在そのもののなかに底深い自己矛盾・自己分
裂が内在しているからである。つまり、人間の内に文化というあるがま
まの自然に反する egoism をその内に抱え込んでいるということである。
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自己矛盾・自己分裂という「原罪」の内に人間が生きている。つまり、
常にあるがままの自然と相反する形で存在する原罪としての文化は、い
つも人間の存在に先行しているのである。20 すべてのものの始めとする
神それ自身が、すべての前提になっている。つまり、神が創り給うた根
底としての自然がすべてに先行するのである。21 つまり、聖書的に表現
するならば、自然のほうが、疑いなくより根源的であり、基本的なので
ある。したがって、
「われわれは自然を了解しなければ、自分自身も自
分の歴史も了解できない」とゲオルク・ビヒトが書いているのは至言で
「神の内なる自然」を理解することが、人間の生の
あろう。22 つまり、
根源であるということである。
「神の内なる自然」の「無からの創造と
いうことは、神の創造行為が他のいかなる被造物の生産行為からも異なっ
「創造の秩序は神
て、先在の物事なしに成された」23 ということであり、
により与えられたものであり、変更の許されないものである。
」24 という
ことである。
上述の説明をもっと平易にわかりやすく述べてみよう。聖書が述べ伝
えている天地創造は、次のようなあり様に関しては自明のこととして了
解されるだろう。
つまり、こういうことである。果てしない宇宙の不思議のなか、宇宙
の運行の精妙神秘のなか、もともと自然である人間という存在は、天地
一切のすべての神の創造された自然によって支えられているということ
である。人間には創り出すことのできない不可思議なものに、この世は
満たされている。
周知のごとく、
太陽も月も、人間が造ったものではない。
自然である草や木も、人間が造ったものではない。すべての自然は神の
創造物である。人間の暮らしや生活を守っている「衣・食・住」、すなわち、
衣、着るものすべて、食、食べるものすべて、住、住むものすべての原
材料は、何一つとして人間が作り出したものは何もないということであ
る。これらすべての自然は、すべて神によって創られたものである。こ
れら原材料（自然）なくして、人間の暮らしも成り立たないし、生活も
（34）
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ありえない。生命の維持さえも、生命の存在そのものさえもおぼつかな
いのである。人間は、そういう天地一切のもの（自然）によって支えら
れている存在だということである。
天地一切の自然によって支えられて、
生かされて生きている存在、それが人間という存在なのだということで
ある。
ここに湯呑みがある。これは人間が作ったもの（＝文化）だというけ
れど、湯のみである原材料の粘土も、その粘土に混ぜ合わせる水も、人
間がつくったものではない。この湯呑みを焼くために使った火も、人間
がつくったものではない。火のおこるしくみは人間が見つけただろうけ
れども、火そのものは、人間がつくり出したものではない。このことを
聖書は、次のように述べている。
「わたしは植え、アポロ（人）は水を
そそいだ。しかし成長させて下さるのは、神である。」（1 コリ 3:6）と。
そうなのである。太陽（自然）がなければ、人間は一日として生きて
おられない。土がなければ、水がなければ、空気がなければ、人間は一
日として生きておられない。そういう森羅万象、自然の一切のものを頂
戴しながら、人間は生きている、否、生かされているということなので
ある。そういう大地の大自然の中に置かれている人間の存在を厳粛な事
実として受け止めよ、と聖書の預言者たちは叫んでいるのである。人間
が生きるに根源的で大切なものが、どこから来ているのか知れ、と。そ
の大きな恩恵を受けているのは一体、誰なのか。神の深い恵み（恩寵）
それなしで人は一日たりとも生きることができないというのに、人は何
と傲慢なのか、と。見よ、自然である状態で人が息が出来ていることも、
心臓の鼓動が打ち続けていることも、身体の血液が循環し続けているこ
とも、まったく自然で当たり前のこととしている。人は、それに無頓着
でいる。こうして息ができる。こうして体内の血液がわれ知らず循環し
ている。心臓がわれ知らず動いている。人間の命にとってもっとも大切
なことを、当たり前のこととして忘れてしまっている。しかし、聖書の
創造主は、神の働き、神の恵みを受けて人間が生かされて生きてある、
（35）
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というのが人間の現実の姿なのではないか。「神の内なる働き（自然）」
なしに一日さえ生きることができない。1 時間さえ生きることができな
い。人が生きる根源の姿に気づくことが大切ではないか、と聖書の預言
者たちはユダヤの民にしきりに訴え続けているのが『旧約聖書』の預言
者たちの姿である。
人間は、有史以来、今日まで、
「文化」という自分の能力と努力でこ
の社会的地位を昇りつめ、土地や財産を築いてきたと思っている。自分
の生き方を何よりも大切にし、自分を尊重して、何よりも自分を先立て、
先行させる生き方をしてきた。ところが、よくよく考えてみると、自然
である太陽も月も、草や木も、そのようなものがあるのは当然、自然で
当たり前だと思っていたけれども、そういうもの（自然）がないと、人
間は一瞬たりとも存在できないということである。人間は自分を超えた、
自分を超えた働きによって生かされている。今という現在、まさに神の
「自然」という恵みの中にあって生かされているにもかかわらず、それ
を忘れている。自分の力で作り上げてきたもの（文化）で生きているよ
うに思っている。自分の力と努力で、
今日までやって来たと思っている。
でも、それは息ができたからではないのか。それは心臓が動いていたか
らではないのか。今の今、
「神の内なる自然」によって生かされている
にもかかわらず、これだけ驚嘆すべき数々の自然の働きを見てさえ、そ
の生かしている神の働きを忘れて、当たり前のこととして生きている。
その奇跡的な存在に取り囲まれているにもかかわらず、一番大事なこと
を忘れて「民は神（自然）を捨て、人を王として」生きている。
神によって創られたもともと自然である人間は、自分の息一つ、自分
の心臓の鼓動ひとつ動かすことさえも、自分の力でコントロールは何一
つできない。考えてみれば、人間は誕生という生命の始まりから、生命
の終わりの死まで、その初めから終わりまで、実は何一つ自分の力でコ
ントロールはできないではないか。この世の一切が人間を超えた神の自
然の働きによるものなのだ。ということになれば、これは、もう神に「無
（36）
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条件降伏」して従うしかないではないか、と聖書の預言者たちは訴える
のである。
か の 有 名 な キ リ ス ト 教 神 学 者 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス（Augustinus
354-430）という人物は、次のように語る。「神が自分を照らされている
から、私は自分を知ることができる」のだと。「神の光に照らされて初
めて、私たちは鏡に映る自分の真の姿を見ることができる」と。また自
分を照らす光を通して、
私たちは神を見出すことができる。このように、
神の発見は、実は自分の発見であり、自分を発見することは神を発見す
ることだ」25 と述べている。
これは禅僧・道元の有名な次のことばと共鳴するものである。「仏道
をならふといふは
（仏教を究明するということは）、自己をならふなり（自
己を究明することである）
。自己をならふといふは、自己をわするるな
り（我執をはなれることである）
。自己をわするるといふは、万法に証
せらるるなり（見るもの、聞くもの、すべてのものごと（自然）と一体
となることである）
。
」
（
「正法眼蔵 : 心身脱落」）26 27 さらに道元は、「正法
眼蔵」第 29 の
「山水経」
でも、
禅仏教の悟りの世界が山とか川とかいう「自
然」（じねん）のあり方を通して語っている。これらに共通しているこ
とは、山川草木という自然に人間をふくめたすべての物事の在るがまま
なる在り方、おのずからなる在り方の象徴（シンボル）と見ているとい
う点である。
「衣食は天が与えるもの」であることを道元はつぎのように述べてい
る。「人間には自然の生まれながらの生命の分があるのであり、生命を
求めることを考えなくとも、自然に生かされているのである。どんなに
人生において財物を求めたとしても、無常の風が吹いたならば、人間は
たちどころに死なねばならぬ。そこで修行僧は衣食のことに心を煩わさ
れずに、ひたすら道を求めなければならぬ。」と。28
一言でいうならば、
信仰や悟りという宗教的超越のいとなみの究極は、
「自然」という「神の内なる働き」の次元へ立ち戻ることだという基本
（37）
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的な考え方がキリスト教にも仏教にもあるようだ。29
道元と同じような質の類似性をもって、キリスト教の大教父アウグス
「私たちの心はあなた（神）のうちに
ティヌス30 はさらに迫って語る。
憩うまで平安を得ません」と。人の魂の故郷は神（≒自然）だ、と。神
（≒自然）のうちになければ、人は真の平安を得ることはできない、と。
文化（= 人間の働き）のうちにとどまっていれば、人は真の平安を得る
ことはできない、
と。このように人間は自分のことばかりを考える前に、
まず神（≒自然）のことを考えるべきなのだ、と。なぜならば、神を知
ることによって初めて人間は自分自身の本当の姿を知ることになるから
だ、と。従って「私はいったいだれなのか」と考える前に、「神はいっ
たいだれなのか」という問いから始めることが重要な事柄ではないか、
と。なぜならば、神との関係のなかで人間は初めて、自分という人間を
確認することができるからだ、と。なぜならば、その人は、神によって
創られたものであり、ただただ神の恵みの中にあってしか生きる術を知
らない存在だからである、ということを聖書は考えているからである。
なぜならば、自然とは、根源的なもののあらわれに他ならないからで
ある。世界と人間をふくめた、すべての事柄の根源に自然が厳としてあ
るべくしてある。それゆえに、物事の自然を感得するということは、物
事の根源を感得するということにほかならないという見方が宗教に共通
した要素でもあるように思われる。
聖書の神もまた、自然であるところの人間が、人間であることの本来
の姿の自然の、もともとのところへ、もう一度立ち帰らせようとしてい
ることに他ならない。人間が人間であるもともとの姿とは、いうまでも
なく自然の姿、
「原罪」を犯す前の人間の状態である。「原罪」とは、人
間が抱え込んだ「文化」
（不自然な人間のはからい）が加わっている状
態であり、
「神を見る」ということは、そういう不自然なはからいであ
る人間中心の考え方をしてきた「文化」を捨てて、自分が罪人（つみびと）
以外の何ものでもないという、深い自覚と自省のもとに、もともと神が
（38）
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人間を創造された姿に還ることにほかならない。なぜなら、神は、そう
いう文化を背負うた罪人としての人間（= 文化）を罪人のまま救おうと
しているからである。それゆえ、人間は自らの暗黒（= 文化、「神のよ
うに善悪を知る者になれる」
）を知らされるという有り方で、神の光に
出逢うのである。それは、人間の「文化」のなかにある「罪」のもう一
つ底にはたらくところの、神の被造物である根源的で大いなる自然の次
元に出逢うことにほかならない。

1

『聖書（新改訳）
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「創造論」アリスター・E. マクグラス編、日本
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内 花 枝

KANEUCHI Hanae
キーワード：アイヌ伝統料理・保存食・植物性食料・加工・栄養

要旨
アイヌ伝統料理に使用されている植物性素材の加工保存について報告した。加
工することで栄養的損失をもたらすが、なにより食料不足の備えになったことであ
る。独特の加工にしばれいもやおおうばゆりのでん粉がある。おおうばゆりは鱗茎
からでん粉をとり、残りの繊維を発酵（オンカ）させて食する究極の加工法である。
しばれいもは畑に放置されたくずいもを手間と時間をかけた作業の繰り返しで食に
適したものに加工した。ともに全てを食べつくすアイヌの精神により加工保存され
た重要なエネルギー補給食になっていた。また伝統的に用いてきた特徴のある素材
のぎょうじゃにんにく、きはだの実はアイヌ伝統料理には欠かせない保存食であり
自然の中にビタミン、ミネラルの栄養補給と命を育む医食同源が存在していた。
素材の加工保存から食の安全性、食料の保存、微量栄養素の補給など現代の食に
学ぶこと多いアイヌ伝統料理の保存食であった。
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はじめに

アイヌ伝統料理は基本食としてオハウ（汁もの）、サヨ（おかゆ）、ラ
タシケプ（煮もの）が現代に伝承されている。筆者は白老町が 2006 年 1
月から 2007 年 2 月の期間に行った「アイヌ伝統料理を核としたスロー
フード事業 アイヌの食文化講座」1）を受講する機会に恵まれた。アイヌ
伝統料理の種類や調理法を始め自然素材の採集や伝統的な加工保存法を
体験し多くを学ぶことができ「アイヌ伝統料理の栄養的考察」（1）（2）
で報告 2）3）した。アイヌ伝統料理のオハウ（汁もの）、サヨ（雑穀のかゆ）、
ラタシケプ（煮もの）は自然の恵みから頂くすぐれた栄養バランス食で
あることを数値で示すことができた。ただカルシウムと鉄が不足してい
たが、その不足はアイヌ料理に欠かせない伝統食材や加工保存した素材
の利用により補給がされていたと考える。
アイヌの人々は食料の確保に自然の恵みを受け、自然のもつ力に左右
されながら、季節を通して暮らしに必要なものを入手していた。暮ら
しは森や川、海などの自然を基盤にして狩猟、漁労、採取、農耕によっ
て食料を得ていた。採取は春から夏にかけて山野草の茎葉類や根茎、鱗
形を採取し食べていた。夏から秋にかけては茎葉類や木の実、地下の実
の根茎類、果実類、キノコ類を採取し食べて、多量に取れるものは天日
で乾燥し保存食料として越冬のための食料確保をしておくことが必要で
あった。
日本の食生活全集 48「聞き書 アイヌの食事」には、アイヌは昭和初
期ともなると祭りなどの行事のほかは、ほとんど和人と変わらない食生
活を送っていた。しかし戦時中の食糧難のときアイヌはかっての食生活
を取り入れて暮らし和人よりも豊かに暮らすことができたと記されてい
る。それは伝統食材を使用し全てを食べつくす無駄のない工夫した食材
の食べ方、食材の加工と保存によって食料を確保していたアイヌ伝統料
理で確信することができた。
（45）
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本報においては不足栄養素の補給が期待できる伝統料理食材のうち植
物性食材の加工保存法や食としての利用について、筆者の実習体験によ
る記録で報告する。

2. アイヌ伝統料理の基本メニューと栄養価

オハウ（汁もの）

サヨ（おかゆ）

ラタシケプ（煮もの）

写真はアイヌ伝統料理の基本メニューである。アイヌの人々は日常食
として季節ごとの食材を利用してオハウ（汁もの）、サヨ（雑穀のかゆ）、
ラタシケプ（煮もの）を食べていた。主に使われる食材で料理名がつけ
られている。たとえば魚を主にしたチエプオハウ（魚を入れた汁）、鹿肉
を主にしたカムオハウ（肉を使った汁）、山菜や野菜を入れたキナオハ
ウ（野草の汁）と呼ばれラタシケプ（煮もの）も同様である。
主食として食されたオハウは魚汁、肉汁、野菜汁など豊富な食材の組
み合わせと、調味料に魚油（たらの油）を使用した具たくさんの汁も
ので、栄養バランスのよいエネルギー食である。副食として食されたサ
ヨは雑穀類のヒエ、アワ、そばの実や米にたっぷり水を入れて炊いた水
分の多いおかゆである。栄養価は低いが、雑穀類の使用でミネラル、ビ
タミン、食物繊維が補給できた。また副食として食されたラタシケプは、
野菜や豆類、いも、かぼちゃなど数種類の材料を煮たもので、たらの油
の使用で、脂質、ビタミン A 、E、カリウム、食物繊維が摂取できる。
これら基本メニューの味付けは、塩と油脂、出し汁には豚骨、昆布、魚
の焼干が使われた。
（46）
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アイヌ料理の調理法は煮る、焼くが基本で中身の具だけが変わって調
理されている。料理の組み合わせや食材の選択は、まず主食のオハウ（汁
もの）を食べる、オハウ（汁もの）が脂濃ければ、口直しにサヨ（おか
ゆ）を食べる。サヨ（おかゆ）は具の種類もいろいろあり何でもいいの
ではなく体調や仕事の量に合わせて決める。風邪を引いていたら精力の
つく素材、仕事が大変なときは腹持ちがいいように、悪いものを払う時
は臭いのきついものなど、使用する素材の使い分けで体調の管理をした
り、オハウ（汁もの）とサヨ（かゆ）の組み合わせのバランスが考えら
れていた。
アイヌ伝統料理の基本メニューのオハウ（汁もの）、サヨ（雑穀のお
かゆ）、ラタシケプ（煮もの）の平均栄養価を表 1 に示した。
表 1 アイヌ伝統料理
栄養素 エネル たん 脂質
ギー ぱく質
料理名
ｇ
ｇ
Kcal
オハウ
（汁もの）
サヨ

190
± 62
175

（雑穀のかゆ） ± 53
ラタシケプ

187

（煮もの）

± 73

一食分合計

552

13.1

カリ カルシ
ウム
ウム
mg
mg
922

73

± 8.4 ± 2.8 ± 230

± 28

5.3

5.0

基本メニューの平均栄養価と一食分の合計

152

10

± 4.5 ± 2.0 ± 114

±7

5.6

1.5

320

29

± 2.6 ± 1.8 ± 201

± 22

24.0

5.3

11.8

1394

112

ビタ ビタミ ビタミ
ビタ
ンC
ミン A ミン E ン B1
mg
µg
mg
mg
mg

鉄

1.5

2709

± 0.4 ± 966
0.4

324

± 0.2 ± 937
1.0

2897

± 0.2 ± 139
2.9

5930

3.1

食物
繊維
g

0.16

51

4.5

± 0.8 ± 0.09

± 11

± 0.9

0.09

6

0.9

± 2.0 ± 0.12

1.0

±8

± 0.6

0.08

25

3.6

± 2.1 ± 0.06

3.9

± 18

± 1.8

82

9.0

8.0

0.33

主食としてのオハウ（汁もの）は、豊富な食材の組み合わせと調味料
に魚油（たらの油）を使用することで、栄養のバランスがよかった。オ
ハウ（汁もの）平均エネルギーは 190 ± 62Kcal、野菜や海草の汁は 100
〜 150Kcal、肉や魚の汁は 200 〜 300kcal で具材の種類によって差が大
きい。平均たんぱく質は 13.1g ± 8.4g、チエプ オハウ（魚汁）やユクオ
ハウ（肉汁）からは 20 〜 25g 摂取でき成人 1 日当たりの所要量の 1/3（一
（47）
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食分）が摂取できる。平均脂質は 5.0 ± 2.8g で具材の種類により 4g 前
後から 10g 摂取できた。脂肪エネルギー比では鮭汁が 30% と高率であ
る。調味料として使用するたらの油は小匙 1（4g）を使うことで約 4g
の脂質が摂取できる。オハウ（汁もの）にこくやまろやかさ、甘みやう
ま味を出し美味しくし汁の腹持ちをよくした。平均カリウムは 922 ±
230mg 摂取でき 1 日当たり所要量の 1/3 から 1/2 に相当する。ビタミ
ン C は山菜の汁、海藻の汁から 60mg 以上、平均 51 ± 11mg、食物繊
維は平均 4.5 ± 0.9g の摂取量である。
副食としてのサヨは、オハウやラタシケプより栄養面は低い値である
が、おかゆは雑穀を使用することで、鉄をはじめミネラル、ビタミン、
食物繊維が補給された。主食のオハウ（汁もの）の量不足を補うばかり
ではなくさらに栄養面も補うことができた。サヨ（おかゆ）の平均栄養
価はおかゆの種類によって栄養価の差が大きい。ヒエやそばの実のおか
ゆは、鉄などのミネラルが多く、魚卵の入ったおかゆは、たんぱく質、
脂質をはじめミネラル、ビタミン B1 が多い。じゃがいもやタラコを使
用したおかゆからは、ビタミン C が摂取できた。
ラタシケプ（煮もの）は、オハウ同様に調味料にタラの油を使用して
いるため、脂質、ビタミン A 、E が高い値に摂取できる。ラタシケプ（煮
もの）は種類によって栄養価の差が大きい。
オハウ、サヨ、ラタシケプの平均栄養価を一食分として合計してみる
と不足している栄養素は、脂質、カルシウム、鉄である。これらの不足
は、オハウ、サヨ、ラタシケプのアイヌ料理に欠かせない、自然の恵み
から頂く特徴ある食材の使用により十分補うことが出来ると考える。

3. アイヌ伝統料理の主な素材
アイヌ伝統料理は伝統的に用いてきた特徴のある素材を料理に取り入
れていることである。アイヌ料理に欠かせない素材の料理法と加工、保
（48）
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アイヌ伝統料理素材の料理法と栄養効果
料

アイヌ伝統料理素材

オハウ

サヨ

汁もの おかゆ
プクサ
（ぎょうじゃにんにく・
）山菜・野草

●

●

シケレペニ
（きはだ）
・木の実

理

ラタシケプ
煮もの

法
その他料理法

加 工
保存法

栄養成分・栄養効果

●

お茶

乾燥

K・Ca・カロテン・VC・食物繊維・薬効

●

香辛料・お茶・クッキー

乾燥

ビタミン類・無機質類・食物繊維・薬効

エント
（なぎなたこうじゅ）
・キキンニ
（な
なかまど）

●

お茶

乾燥

香効果

オプケニ
（キタコブシ）
・
トペニ
（イタヤカエデ）

●

お茶・樹液

乾燥

甘い木・乳汁・香効果

ペネコショイモ
（しばれいも）
・
じゃがいも

●

●

トウレプ
（おおうばゆり）

●

●

雑穀
（ひえ・あわ、
いなきび、
そばの実）
・
米の粉

●

●

シト
（だんご）

冷凍・乾燥

でん粉・鱗茎の蒸焼

発酵・乾燥

ひえ酒・シト
（だんご）

●

豆類
（大豆・えんどう豆）
・とうもろこし
カンポチャ
（干しかぼちゃ）

●

●

●

●

昆布・海そう

●

●

スム
（油脂）
・鹿油・魚油・さめ油

●

●

●

魚のあら
（頭、
内臓、
骨）
・チポロ
（魚卵）

●

●

●

カムイチエプ
（鮭）
・小魚

●

鹿肉・あざらし・めかじき

●

エネルギー源・K・VC・食物繊維
エネルギー源・食物繊維

乾燥

エネルギー源・ビタミン・ミネラル・
食物繊維

乾燥

たんぱく質・脂質・食物繊維

シト
（だんご）

乾燥

エネルギー源・カロテン・VC・E・K

シト
（だんご）
のコンブ
たれ・だし

乾燥

Fe・Ca・食物繊維

調味料・だんご脂たれ
抽出
脂質・VA・VE・EPA・DHA
チタタプ
（たたき）
・筋子
たんぱく質・脂質・DHA・VA・Fe・Ca
だれ・だし
焼き・ルイペ・いぶし・だ 冷凍・燻煙
たんぱく質・脂質・EPA・DHA・Ca
し
乾燥
いぶし・チタタプ
（たたき） 燻煙・乾燥 たんぱく質・脂質

存法、栄養効果を表 2 に示した。
伝統的に用いてきた特徴のある重要な素材のぎょうじゃにんにく、き
はだの実。独特の加工法で作った保存食のしばれいも、おおうばゆりの
でん粉、たらの油。不足栄養素を補うことの出来る食材には、魚のあら、
魚卵、雑穀類、豆類、山菜、他などがアイヌ料理に欠かせない素材であ
り料理に使われることで栄養効果が期待できる。伝統料理素材のほとん
どが加工して乾燥保存され年中利用されているものである。アイヌ伝統
料理素材を植物性と動物性に分けてみると植物性素材の中で最も重要な
素材としてぎょうじゃにんにくがある。ぎょうじゃにんにくは、汁もの、
おかゆ、煮ものやご飯に炊き込み、乾燥保存し一年中使用した重要な植
物で、ビタミン C、カロテン、鉄、カリウム、カルシウム、食物繊維が
摂取できる。乾燥保存で水溶性ビタミンは損失されるが、色素、カロテ
（49）
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ンやミネラル類、食物繊維は摂取できる。におい成分のアリシンが、殺
菌効果や抗酸化作用、ビタミン B1 活性で疲労回復効果がある。栄養満
点の山菜の王者は、食用、薬用、まじない用（呪い）に利用されている。
きはだの実は、乾燥保存して日常や儀式の祭りにかかせないラタシケ
プ（煮もの）に使うことが多い。苦味の混じった、独自の風味で、香辛

料として、食用に利用される。樹皮の内皮を煎じて、お茶にして飲むと
苦いが、胃腸の薬になる。ビタミン含量が多く、アイヌ料理の重要な素
材として、食用・薬用・魔よけとしてさまざまな用途に利用されている。
ペネコショイモは、
独特の加工で作られた保存食である。しばれたじゃ
がいもは、冬に畑に放置されたくずいもで、凍る、融けるを繰り返し脱
水されてしぼんで小さくなる。そのいもの皮をむいてつぶし、水を入れ
て何度もさらす。沈殿したでん粉といもを濾し袋に入れ水を切る。保存
用に、円盤形に丸めて乾燥保存する。食べるときは、水にもどして、だ
んごにして、焼いたり、おかゆに入れて食べる。重要なエネルギー源の
保存食である。
おおうばゆりはぎょうじゃにんにく同様に重要な素材である。雌株の
鱗茎を採集してでん粉をとり、でん粉をとつた残り繊維を発酵させ繊維
をやわらかくして乾燥保存する独特な方法ですべてを利用する究極の保
存食である。
雑穀は米と比べてとても栄養価が高い。特にカリウム、カルシウム、
鉄といった、ミネラルと食物繊維が豊富である。雑穀を使用したおかゆ
からは不足しがちなミネラルと食物繊維が摂取できる。
豆類やとうもろこし、干しかぼちゃはアイヌ伝統料理の行事や日常食
に欠かせないラタシケプ（煮もの）の食材でありいつでも使える保存食
である。植物性たんぱく質の給源として現代の食生活に取り入れてほし
い素材であるが料理の手間を考えるとなかなか使いにくい素材である。
昆布、海藻は乾燥保存してオハウ（汁もの）の具でありだしとなり重
要な食材の一つである。昆布は焼いて粉にしてシト（だんご）のたれに
（50）
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つかわれカリウム、カルシウム、鉄の給源になった。
動物性食料はアイヌ料理に欠かすことの出来ない調味料としてのスム
（油脂）である。陸獣、海獣、鳥、魚など植物以外の動物性の脂である。
魚油のタラスム（たらの油）はすけとうだらの肝臓を弱火で煮て、油を
取り出しこして作る。調味料として使い料理に甘味や旨味、こくをつけ
ておいしくする。汁もの、おかゆ、煮もの、だんごたれやいも煮につけ
たり、ほとんどの料理に一年中使われる。油はエネルギー源にもなり、
ビタミン A、E、D が、摂取できるので野菜類の少ない冬場のビタミン
給源として栄養効果が大きい。
魚のあらはアイヌ伝統料理の全てに使われ、頭から尾まで食べつくさ
れる。新鮮な内臓はビタミンや鉄の宝庫であり、魚のあら料理はうま味
成分も多い。
鮭の筋子、すけとうたらの卵巣（生たらこ）には不飽和脂肪酸やカル
シウム・鉄、VA・E、色素のアスタキサンチンなどの栄養が豊富に含
まれている。魚卵は汁もの、おかゆ、煮ものやだんごたれなどに利用さ
れ栄養面ばかりでなく、命を頂くことに感謝して生で利用した季節限定
の貴重な食材である。

4. 植物性食料の加工保存と料理
人間はいつから食物を保存することを始めたのか。それは必要にから
れた必要不可欠なことだったと思われる。食材を日持ちさせたり、食材
の少ない冬に備えた飢餓対策として食品を保存したことで人間は生きぬ
くことができたわけである。食物の保存に次いで重要なことは食料の加
工である。自然界の動植物には有毒成分や渋み苦味が多くそのままでは
食べることの出来ないものが多い。しかし、砕いて水で洗ったり、晒す
ことを繰り返すことで無毒な物を得ることができた。また有毒でなくて
も筋が多くて食べにくいものや生のままでは欠点のある食材も加熱する
（51）
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ことで食べやすく無害で安全な美味しい食べものになった。目的に応じ
た処理をして調理加工することで、はじめて優れた食べものになる食材
は少なくない。そして、人間は食料を加工することで食べものの範囲を
広げていった。食物を保存するために加工することの出来るのは人間だ
けであろう。
食物を貯蔵する保存の手段には塩蔵、乾燥、燻製、冷凍があるが、ア
イヌの食文化には塩蔵という保存手段はないという。保存手段は自然の
4）
条件を利用した天日乾燥、低温を利用した冷凍と燻製である。

焼く、煮る、茹でる、煙でいぶす、干す、凍らすなど調理に基づいた
加工法に依存して貯蔵性を高めた保存食品を生活の知恵として作り出し
てきた。
高倉新一郎の北海道の風土と歴史・2「アイヌ文化」食物にはアイヌ
の食料の保存法と食べ方が紹介されている。
うばゆりは最も利用されていた食料であった。最も大切なうばゆりは、
その根（球茎）を臼と杵でつぶし、水に入れてでん粉を沈殿させ、それ
を乾燥してサラニップやシントコ（行器・ほかい）に入れて保存し、で
ん粉を取ったかすも、一度乾燥したあとで臼と杵で搗きかためて円盤状
の団子をつくり、なかに穴をあけて編みを通して二個ずつつなぎ合わせ
るて軒先に吊り下げ、乾燥してから室内で保存した。食べ方はでん粉を
そのまま、あるいはだんごにしておかゆに混ぜる。でん粉をとった残り
かすも、おかゆその他に利用したと書かれているが実習体験とほぼ同じ
状態に加工され食されていた。
以下実際に筆者の実習体験による記録で報告する。

1）おおうばゆりの加工保存
（1）おおうばゆりの雄株・雌株
おおうばゆりはアイヌ語で「トウレプ」といいおおうばゆりの鱗茎を
示す語である。ユリ科の多年草で本州中部以北から、千島、サハリンな
（52）
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どの低地の林内に分布する。本州以北津軽海峡を渡ると、うばゆりは大
きいのでおおうばゆりという名前がついている。高さ 1.5m 位、葉の長
さ 15 〜 20cm、幅 7 〜 15cm の楕円形で茎の内部より下に数枚集まって
つき、鱗茎はユリ根と同じく幾重もの鱗片からなる。
花をつけるものを雄株と呼び、雄株の茎が立っているものに 7 月末頃
から 8 月上旬にユリのような淡い緑白色の花が咲く。7 月初旬に大きな
宝珠形の蕾ができて、4 〜 5 日で蕾が分散し 7 月末頃に蕾が開いて花が
咲く。おおうばゆりの雄株は花が咲くまで 7 〜 8 年位かかる。雄株は花
に栄養をとられるので球根は無く、ひげ根なのででん粉はとれない。雄
株は花を咲かせて後枯死してしまうが種を飛ばして新しい芽を育てる。
1 つの果実から数百個以上も形成される種子は風に乗って散布される。
おおうばゆりは種子でも増えるが雄株の枯死したそばから娘鱗茎が出て
種子から発芽するのに比べると効率よく増える。
< おおうばゆりの雄株 >

雄株に蕾ができる

蕾が分かれて花が咲く

花がおわって果実をつけ種子ができる

球根は無くひげ根

おおうばゆりの種子

花をつけないものを雌株と呼び、雌株は花が咲くまでの 6 〜 7 年間位
は鱗茎（球根）ができる。鱗茎にはデンプンが含まれるので食用にされ
てきた。鱗茎からとるでん粉は数回水で晒すとさらさらのでん粉ができ
（53）
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る。雌株の鱗茎は食用や薬用として利用された重要な食料であった。
おおうばゆりは異なる形状で、雌雄それぞれの役割りを持った重要な
植物であった。
< おおうばゆりの雌株 >
（写真左）お
おうばゆり
雌株
（写真右）雌
株の鱗茎

（2）おおうばゆりの加工法
おおうばゆりの鱗茎はぎょうじゃにんにくとならび食の中心といわれ
るくらい、かってのアイヌの食生活にとっては重要な植物であり、その
利用や保存加工には独特のものがあった。
帯広百年記念会館紀要弟 14 号 1996 の内田祐一「アイヌ民族における
おおうばゆり鱗茎の保存処理工程の地方差について」によると、おおう
ばゆり鱗形の処理工程は地域によって異なっていると紹介されている。
筆者は 2006 年 6 月 24 日、25 日の 2 日間アイヌ民族博物館白老ポロ
トコタンにおいて、おおうばゆりの採集と採集したおおうばゆりのでん
粉処理法、おおうばゆり、おおうばゆりでんぷんの食べ方を体験実習す
ることができた。その内容を体験記録で紹介する。
①おおうばゆりの採集
おおうばゆりは木陰
で薄日のさすような所
に群生している。花の
無いおおうばゆりの雌
株の根にでん粉を取る鱗茎（球根）がある。雌株を探す目印は花の咲き
（54）
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枯れた雄株の回りをさがすとよい。数年の小さな鱗茎はとらずに 6 〜 7
年たった大きいのを採集する。その見極めは雌株の茎がしっかりしてい
て、葉が大きく、葉の枚数の多いものによい球根がついている。採集時
期は 6 月中〜 7 月上旬頃で茎の根元が茶色になったころの球根からよい
でん粉がとれる。おおうばゆりの茎を持って引きぬくか、スコップで掘
り起こして抜くと採りやすい。おおうばゆり採集に「トウレプタニ」と
いう棒を使って掘り起こす専用道具があった。「ト ウ レプ 」とはおおう
ばゆりの根、
「タ」は掘る、
「ニ」は木という意味である。
②おおうばゆりの処理
採取したおおうばゆりは葉を切り取り、鱗茎の先のひげ根と茎を包丁
で切り落とす。ユリ根と同じく幾重もの鱗片からなっているのでばらば
らにほぐして洗う。

採集したおおうばゆりの鱗茎

処理した鱗茎

③一番粉・二番粉作り

写真 1 ほぐした鱗茎

写真 2 つぶす作業

写真 3 つぶした鱗茎を洗う

鱗茎はばらばらにほぐしきれいに水洗いしてザルに上げる（写真 1）。
洗った鱗片を樽に入れて杵を使って搗きつぶす（写真 2）。搗いていく
と次第に粘りがでてくる。搗いて粘りの出たものをザルに移して水で
（55）
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洗って漉す（写真 3）。
おおうばゆりは繊維が
多いのでザルを使って
水洗いしながら漉す。
写真 4 二度付きする

写真 5 樽下にはでん粉が沈殿

漉した水は樽に溜め、

ぬめりが無くなるまで洗う。ぬめりが無くなったら一度では搗ききれな
いので再度樽に移し二度搗きをする（写真 4）。二度搗きしたものは同
様に水で洗う。漉し水の水泡の下にはでん粉が沈殿している（写真 5）。
漉し水は、水を換えて不純物を取り除き晒し沈殿させる。二度水を取り
替えて翌日、樽の上澄みを捨てると底にでん粉が沈殿していた。いちば
ん下に沈殿したものがおおうばゆりの一番粉でん粉で粒子の細かい真白
なでん粉である。出来上がり量の少ない貴重なもので、お腹をこわし
た時にお湯にといて飲む薬として腹痛や整腸剤として使った（写真 8）。
樽の上澄みを捨て晒し袋で漉して（吊るして）水気を切ったものが二番
粉である（写真 6.7）
。色のついたでん粉でほとんど食用として使った。
一番粉、二番粉はそのまま乾燥させて保存する。

写真 6 上澄みを捨てる

写真 7 晒し袋で漉す二番粉

写真 8 下に沈殿した一番粉

乾燥おおうばゆり二番粉

乾燥おおうばゆりニ番粉

乾燥おおうばゆり一番粉

（56）
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④オントゥレプ作り
一番粉・二番粉でん粉をとった後のザルに残ったおおうばゆりの繊維
をもう一度搗いて丸めてだんご状にする。それをイタドリやフキの葉で
包みある程度の温度（25℃）の場所で 1 週〜 2 週間置いて発酵（オンカ）
させる。発酵によって臭いがして繊維が柔らかくなったものを再度搗く。
保存するために円盤状（だんご状）に丸くし真ん中に穴を開けて乾か
す。穴にひもを通して乾燥させたオントウレプは何年でも保存ができる。
発酵処理した乾燥おおうばゆり・オントウレプを食べる時は刃物で刻み、
水にもどしてだんごを作りおかゆに入れて食べる。

でん粉をとった後の
繊維

だんご状にしてイタ
ドリの葉で包み発酵

保存のため円盤状 乾燥おおうばゆり
中央に紐通し穴
（オントウレプ）

（3）おおうばゆり鱗茎とおおうばゆりでん粉の料理（食べ方）
①おおうばゆり鱗形のオオイタドリの葉包み焼き
おおうばゆりの鱗茎は保存食としてでん粉を採るために加工した植物
である。でん粉はサヨ（おかゆ）に入れて食べ、水分の多いおかゆの濃
度を補ったり、だんごにしておかゆのエネルギー補給として年中利用し
た。採集したおおうばゆりの鱗茎をそのまま食べることはめったに無い
が山に行ったときの食べ方がある。オオイタドリの葉を用意する。おお
うばゆりの鱗茎を包むので葉は大きいものを採集し洗って水を切ってお

オオイタドリの葉

炉の灰

鱗茎のむし焼き

（57）
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く。おおうばゆりの鱗茎をきれいに洗い、洗ったオオイタドリの葉 4 〜
5 枚で包み（枚数が少ないと焦げやすい）、炉の灰の中に入れむし焼き
にする。焼き上がった鱗形は繊維が多いので歯でしごいて食べると食べ
やすくホコホコした食感のでん粉がしばしの空腹を満たしてくれる食べ
方である。
②おおうばゆり一番粉でん粉のオオイタドリの茎筒焼き
おおうばゆりの一番粉とオオイタドリの茎を用意する。オオイタドリ
の茎を採集する。オオイタドリの茎の中は中空になっているので、節を
2 つ残した長さで茎を切る（斜めに切ると切りやすい）。茎の中の節を
空けて、おおうばゆりの一番粉に水を加えゆるめに溶いたものを流しい
れる。ササの葉をじょうろにしオオイタドリの茎の中に半分くらいまで
水溶き一番粉を流し込み茎筒口をオオイタドリの葉で栓をして、炭火で
焼く。茎の周りの色が変わったら出来上がり。食べる時は茎の真ん中か
ら裂いておおうばゆりでん粉が透明になった
のを食する（写真左）。おおうばゆりの水溶
きはゆるいほうが透明になる。無味であるが
わずかにイタドリの香がして滑らかな食感で
一番粉の貴重さを感じる食べ方である。
おおうばゆり鱗茎のオオイタドリの葉包み焼き、おおうばゆり一番粉
のオオイタドリの茎筒焼きも山に行った時に食べるくらいである。何も
道具が無くても山に自生しているオオイタドリをとって火を焚いてその
場で食べるいつ時の空腹を満たすための非常の食べ方と思える。

オオイタドリの節を 2 つ
残して茎を切る。

（58）
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③おおうばゆり二番粉でん粉のオオイタドリ葉包み焼き
おおうばゆりの二番粉とオオイタドリの葉を用意する。採取したおお
うばゆり二番粉に乾燥二番粉を加えて固さを調整し平らな円盤状に形成
しオオイタドリの葉 1 〜 2 枚使って包み炭火の鉄板の上で焼く。まさに
おおうばゆりでん粉餅、くせのないもっちりとしたお腹の足しになる食
べ方である。

おおうばゆり二番粉

オオイタドリの葉で包む

鉄板で焼く

④トゥレプサヨ（おおうばゆりでん粉だんごのかゆ）
米、おおうばゆりの二番粉、塩を用意する。米をといでたっぷりの水
でおかゆを炊く。晒しの袋で水分を切ったおおうばゆりの二番粉で食べ
やすい大きさのだんごを作る。おかゆの中
に、だんごを入れ、火が通ったら塩で味を調
える。
おおうばゆりの二番粉は、おかゆにとろみ
をつけたり、だんごにして食べたりしてよく
使われた。
⑤オントゥレプサヨ（発酵乾燥おおうばゆりでん粉だんごのかゆ）
発酵乾燥したオントゥレプは繊維質が多いので早く戻るように刻んで
水中に浸しておく。水をかえて、水がきれいになったら袋に入れて水分
をしぼり、臼に入れて搗きだんごに丸めてサヨ（おかゆ）の中に入れて
。オントゥレプは繊維質が多すぎるため便
食べる（オントゥレプサヨ）
秘になる時はザルで漉して繊維質とでん粉に分けて繊維質を取り除き団
（59）
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子にすることもある。冷めると石ころのように固くなり、温めても戻ら
ないので食べるときに食べる分だけ入れる。

2）じゃがいもの加工保存
じゃがいもを加工したペネコショイ（ベチャベチャしたいも）はじゃ
がいもを冬の間、外に放置してしばれたいもで、色や臭いに独特な味わ
いがあり、地域によってはムニンコショイモ（腐ったいも）と呼ぶ地域
1）
もある。

（1）ペネコショイモ（しばれいも）の加工法
ペネコショイモは、独特の加工で作られた保存食である。いも類は穀
類同様にでん粉を主成分とする重要なエネルギー食材である。しばれた
じゃがいもは、冬に畑に放置されたくずいもで、凍る融けるを繰り返し
脱水されて、しぼんで小さくなる。そのいもの皮をむいて、つぶし、水
を入れて、沈殿を待つ。上澄みを捨て、水を取りかえ、何度もさらす作
業を繰り返す。
底に沈殿しているでん粉といもを濾し袋に入れ水を切る。
水を切ったものをよくついて、保存用にするために円盤形に丸めて乾燥
保存する。十分に乾燥したものは何年でも保存ができた。乾燥すること
で独特の臭いがうすらいで、たべやすいペネコショイモになっていくよ
うだ。

ペネコショイモ（しばれいも）

つぶす→水哂し 沈殿

乾燥ペネコショイモ

（2）乾燥ペネコショイモの料理
保存用の乾燥ペネコショイモを食べるときは、水に浸して何度か水を
（60）
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取替えてもどす。戻したペネコショイモは晒しの袋などに入れて水を
切って使う。団子にして水分の多いおかゆに入れて食べると濃度やエネ
ルギーの補いになるペネコショイモサヨ（乾燥いものおかゆ）、また団
子にしてフライパンに油を引いて焼くと食べやすく香ばしいモチモチし
ておいしい（ペネコショイモ焼き）
。
現代では、乾燥保存する必要はないが、凍って捨てる状態になってし
まったじゃがいもの利用としては誰にでもでき、充分活用できる料理で
ある。

水で戻したペネコショ
イモのだんご

ペネコショイモサヨ
（乾燥いもだんごのおかゆ）

ペネコショイモ焼き

3）かぼちゃの加工保存
（1）干しかぼちゃの加工法
かぼちゃは塩煮にしたりオハウ（汁もの）やラタシケプ（煮もの）に
して食べる。
かぼちゃは乾燥して保存すると春まで食べることができる。
保存するには、かぼちゃの表皮をむくというより皮をうすく除くように
かぼちゃの表皮の色がなくなる程度、頭のヘタの部分もむく。包丁使用
より皮むき器を使用すると容易に出来る。次に中わたを除き実をリンゴ
の皮をむくように幅 1cm のらせん状になるべく薄く切ったり、輪切や
三日月形でもよい。らせん状にするのは吊るして乾燥させやすいからで
ある。昔はワラ縄に吊るして保存した。からからに乾燥したら凉しい場
所において保存し干しかぼちゃは主に豆などを一緒に煮込むラタシケプ
（煮もの）に用いられた。熟したかぼちゃは早く干せるが、うらなりは
乾燥に時間がかかる。美味しいかぼちゃの選定法は堅く割るのも大変な
もの、かぼちゃのお尻の穴の大きいのは尻の穴から水分が抜けるから美
（61）
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味である。かぼちゃはほくほくとして甘く美味でみんなが好む、栽培も
容易で長期間の保存も可能である。野菜にしてはカロリーが高く、ビタ
ミン、ミネラル、食物繊維が豊富で特にカロテンが多く、緑黄色野菜の
不足する冬のビタミン供給源になる。干しかぼちゃは野菜不足を補い健
康に過ごすための生活の知恵食である。現代でも冬至には保存していた
かぼちゃをたべる「冬至南瓜」の風習がある。まさに伝統食のかぼちゃ
は長い時期に渡って食材が使われていたことの確信ができた食材のひと
つである。

らせん状や輪切りに切る

40 日後の乾燥かぼちゃ

（2）干しかぼちゃの料理
干しかぼちゃは、
オハウ（汁もの）
、
サヨ（おかゆ）、ラタシケプ（煮もの）、
シト（だんご）のアイヌ伝統料理にほとんど使われている。乾燥した干
しかぼちゃはあらかじめ水にもどして使ってもよいが素材の風味がなく
なるので直接鍋にたっぷりの湯を沸かし干しかぼちゃをじっくり煮ると
よい。
カンポチャラタシケプ（干しかぼちゃの煮もの）は干しかぼちゃをじっ
くり煮て豆 , とうもろこし、きはだの実を煮合わせたらの油と塩で味付
けする。
かぼちゃご飯は米をといでかぼちゃを入れる、塩と油（たらの油）を
入れる。水量はかぼちゃの分として若干おおめにする。かぼちゃに多い
カロテンは脂溶性なので少量のたらの油と一緒に摂取することで体内へ
の吸収がよくなりビタミン A 効果が粘膜を保護し栄養効果の高い食べ
方である。さらに油の使用は味にコクをまして美味しくなる。
（62）
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小豆のルル（オハウ・汁もの）は小豆を煮てかぼちゃだんごやかぼちゃ
を入れて塩で味を調える。

カンポチャラタシケプ

かぼちゃご飯

小豆のルル（小豆汁）

4）ぎょうじゃにんにくの加工保存
ぎょうじゃにんにくはアイヌ語でプクサと呼ばれ修行中の行者が食べ
ていた山菜でニンニク臭があることからぎょうじゃにんにくと呼ばれる
ようになった。
（1）ぎょうじゃにんにくの加工法
収穫期は 5 月頃、食
用に適する大きさに
なった葉や白い茎は分
けて細かく切って干
す。白い茎は乾燥に時間がかかるが甘味がある。
ぎょうじゃにんにくは乾燥させて冬期間の備えや飢餓に備えてアイヌ
料理には欠かせない大切な食材の保存食である。
現在、伝統料理としてアイヌ料理が食されているが、何をもってアイ
ヌ料理といえるのだろうか。それに対し「アイヌが伝統的に用いてきた
特徴のある素材を料理に取り入れることと」と説明されている。
その代表的素材がぎょうじゃにんにく（プクサ）である。
ぎょうじゃにんにくは食用ばかりではなく、薬用としてほとんどの病
気に煎じて服用した。火傷、痔などは煎じ汁で患部を洗浄したり、温湿
布するなど利用されていた。
（63）
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（2）乾燥ぎょうじゃにんにくの料理
食用としては、葉の部分はオハウ（汁もの）の具やラタシケプ（煮も
の）、サヨ（おかゆ）に使い、茎の部分はラタシケプ（煮もの）やご飯に
炊き込んだりしていつでも利用する。チエプオハウ（魚の汁）に乾燥さ
せたぎょうじゃにんにくを入れると特有の臭いが無く食べやすい。ぎょ
うじゃにんにくラタシケプ（煮もの）は乾燥したぎょうじゃにんにくの
茎を水でさっと洗い水を切っておく。大豆を煮てそこにぎょうじゃにん
にくの茎を入れて煮る。煮上がったらたらの油と塩で味付けをする。プ
クサご飯（ぎょうじゃにんにくご飯）は米をあらかじめといで水に浸し
ておく。具のホタテ、ツブ、人参、ゴボウ、刻んだぎょうじゃにんにく
を入れて炊く。炊き上がったら適量のたらの油を入れて全体を混ぜ合わ
せる。ぎょうじゃにんにくを料理に使用するこがアイヌ料理である。

チエプオハウ（鱈汁）

ぎょうじゃにんにくの
ラタシケプ（煮もの）

ぎょうじゃにんにくご飯

5）シケレペニ（きはだの実）の加工保存
（1）乾燥きはだの加工法
きはだにはオギ・メギがあるので実のつくものとつかない木がある。
緑色の実は霜の降りる頃にすこし黒く変わったものを採取し乾燥保存し
た。ミカン科の木なので苦味とハッカや柚子風味の交じったような独特
の味があり、
料理には香付けの香辛料として使われた。実は喘息や風邪、
のどの薬として、木の皮をはぐと黄色であることからこの名がある。樹
皮には苦味があり煎じて胃腸薬として使う。アイヌ料理の重要な素材と
して食用、薬用、魔よけとしてさまざまな用途に利用されている。
（64）
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乾燥木の皮

（2）乾燥きはだの料理
食用としてのきはだの実は日常食や儀式の祭りの食には欠かせないラ
タシケプ（煮もの）の重要な素材である。
乾燥きはだの実は 2 〜 3 日前から水に浸けて戻して使う。きはだの実
の苦味が気になる場合は、一度煮立て、煎汁を捨てて使用すると苦味が
うすれる。
ラタシケプ（煮もの）
は種類が多く調理法により 3 種類に分類される。5）
①煮込んだ料理 ②あらくつぶした料理 ③穀類の粉でのり状にした料理
である。
コウシラタシケプ（煮もの）は調理法③分類になる。穀粉でどろりと
のり状にしたラタシケプ（煮もの）で豆が主材料になっているのでニコ
ロマメラタシケプの料理名である。おやつのようで、入れる材料は部落
や地域で異なっている。ニコロマメラタシ ケプ の材量は、豆（金時豆・
トラ豆）、きはだの実、トウモロコシ、上新粉（米の粉）塩、油である。
豆やきはだの実は使う前日に水にうるかしておく。豆ときはだの実を炊
き、豆の皮がむけるようになったら、トウモロコシを入れて塩で味付け
る。その後、上新粉を振りいれながらとろとろになるまでかき混ぜる。
最後に油を加えよく混ぜる。豆と米の粉の目安量は 2:1 である。新しい
豆はペチャペチャになってしまうので古いものを使用するとよい。
干しかぼちゃの料理で紹介したカンポチャラタシケプ（干しかぼちゃ
の煮もの）は調理法②分類になる。
ラタシケプ以外にきはだの実を使つたシケレペニのクッキーは、苦味
（65）
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と甘味、ハッカ風味が入り混じったような独特の風味がクッキー生地に
大変よくあって美味である。わずかに苦味のあるクッキーは、健康の秘
薬という効能で伝統食材の利用に期待できる。材料はきはだの実、小麦
粉、砂糖、バニラエッセンス、卵黄、無縁バター、赤ワイン、ベーキン
グパウダー、ヨーグルトである。ベーキングパウダー、ヨーグルトを使
用すると生地をねかせなくてもよい。水で戻したきはだの実はワインに
浸けておき、水分をとり細かく刻んでおく。材料を混ぜあわせて 3cm
位の棒状に形成し適宜の厚さに切りオーブンで 15 分焼く。

ニコロマメラタシケプ

カンポチャラタシケプ

シケレペクッキー

5. 食材の加工保存と栄養効果
火を通し加熱すると硬くてそのままでは食べられなかったものも柔らか
くなり咀嚼と消化が容易になって美味しく食べることが出来るようになっ
た。また火を通した食べものは腐りにくくなり長もちすることができ、多く
の食物が手に入れられるようになり人類は食物から体に必要な栄養素をと
ることが出来るようになった。
食物が季節によって沢山とれる、すぐには使い切れない、またやがて不
足する時期がくる。冬や飢餓に備えるために食べ方を工夫し加工して蓄え
た。
食物は収穫とともに劣化が始まりさらに微生物が繁殖することで品質が
劣化し腐敗する。すなわち食べものを長もちさせるには、ものを腐らせる
微生物が増えないようにすることである。微生物も生き物だから乾燥や熱
に弱いので、食物の腐敗防止は食材を加熱することや乾燥して微生物を繁
（66）
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殖しにくくすることである。微生物は水分が 13% 以下になると繁殖できな
いので食材から水分を除いて乾燥させることが一番簡単な方法で、そのた
めに太陽にさらすことは自然のなかでやっていたことである。
古来より伝わる食材の保存は乾燥が主流で「乾物」は先人が考えた加工
食品である。昆布、ひじき、干し椎茸、切り干し大根など野菜、山菜、豆
類などいろいろと家庭に伝わる保存食が一年中食べられている。
加工保存の多くは加熱し水で処理して乾燥することで栄養素の損失や成
分の変化が起こる。野菜の場合には生に比べて特にビタミン C とビタミン
B1 が分解しさらに調理による損失も大きい。調理法によるビタミン C の損
失は 6）ゆでる約 40%、煮る約 50% である。
しかし、損失ばかりでは無い、乾物はその時期に素材がもっている旨み
を閉じ込めて、太陽からエネルギーをもらっている分、栄養素の変化の中
で増加するものもある。乾燥するとでん粉が糖に代わり、生のときとは違
う甘みがでたり酵素の働きで香がでて風味や歯ごたえが増す。果実は渋さ
の元であるタンニンが不溶化して渋さを感じなくなり、逆に甘味が強く感
じられるようになる。栄養素も凝縮されてビタミン、ミネラルが豊富にな
る。干し椎茸のように椎茸の成分が紫外線を浴びビタミン D に変化する
ものもある。さらに乾物は食物繊維の優等生である。アイヌ伝統料理の基
本メニューに使用されていた伝統料理素材（表 2）は主に乾燥保存して一
年中使用していた。素材によって栄養成分や栄養効果は異なるが植物性食
材の多くから食物繊維を摂取することができた。アイヌ伝統料理の基本メ
ニューの平均栄養価と一食分の合計の食物繊維の摂取量は 9g（表 1）とア
イヌ伝統料理の大きな特徴である。中でもおおうばゆりでん粉のオントゥ
レプはでん粉を採った残りの繊維を発酵（オンカ）させて柔らかくして搗
き乾燥させた保存食である。
オントウレプはだんごにしておかゆに入れて ( オ
ントウレプサヨ ) 水分の多いおかゆの濃度を補って食べていた。
乾燥保存すことで生の状態とは違った旨みや風味が増してビタミンやカ
ルシュウム、鉄のミネラル、食物繊維などの栄養素が濃縮され栄養効果も
（67）
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高くなっている。
乾燥保存した食材は繊維が豊富でかさのわりにカロリーが低く、料理も
胃にやさしい、華やかさは無いが心をなごませてくれる「健康食」7）である。
昨今、主婦たちの料理講習会で乾物への関心が意外に高く、伝統料理
を復権して継承しようというグループがみられるようだ。自然食安全食と
いった人たちが古来の日本の自然食に目を向け、乾物と季節の野菜中心の
日本の伝統的食事が健康食であるというふうにもなっている。
アイヌ伝統料理には伝統的な素材の加工保存と調理法が育まれ伝承さ
れている食文化の特徴があった。それは現代の生活習慣病の面からも注目
すべき健康食となる栄養効果を知ることができた。

6. おわりに
アイヌの食文化には塩蔵という保存法が無いので乾燥や冷凍、燻製の
方法で食材の保存が行われていた。本稿においてはアイヌ伝統料理素材
の植物性素材の乾燥保存について報告した。加工することは栄養的価値
を維持しなければならないが、食料不足の備えが何より重要なこと、い
かに全てを食べつくすための加工法であった。
栄養面は季節の食材から生食でビタミン類を摂取し、保存食からはミ
ネラルや食物繊維、損失の少ないビタミンを摂取する食べ方が加工保存
の工夫で栄養が補給されていた。食料の不足する期間は独特の加工によっ
て作られた保存食によって補われ乾燥保存された伝統食材からの栄養素
摂取は大変重要であった。
伝統食材を料理に用いることがアイヌ伝統料理であることを確信でき
たことは、不足のなかから生まれる知恵のすばらしさであった。
現代に伝統料理を伝承するには、特徴ある素材がなかなか手に入りに
くい状況にある。乾物の復権に目を向けてみることも保存食を使ったア
イヌ伝統料理の伝承なのかもしれない。
（68）
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オリンピック憲章とスポーツ国際社会

The Sport International Society Organized by the Olympic Charter.

永

石 啓 高

NAGAISHI Hirotaka
キーワード：オリンピック憲章・スポーツ国際社会・IOC・IF・NOC

要旨
スポーツ分野における国際関係は、主権を有する国家相互の関係として形成され
ているというのではなく、非国家行為主体であるところの IOC、IF、NOC を主要
な構成要素 (actor) とするスポーツ社会を基底として、その社会に帰属する多様な
actor の相互的関係、すなわち非国家間の関係として形成されている。
しかしながらスポーツ国際関係の特異さは、オリンピック競技大会等、これら三
者の共同行為として組織される大会が、非国家間競技大会でありながらも国家代表
チームによる競技会を装うことで、国家間競技大会としての政治的意味合いを纏う
ところにあり、

実体

機能と働きによって

としては私的な関係でありながらも、関係する actor の
実態的

には国家間の関係として捉えられる点に求めら

れる。民間の actor を構成要素とし、実態としては国家間の関係として立ち現れて
いるスポーツ国際関係と、そこにおける社会的、法的構造、すなわちオリンピック
憲章の下に構成され組織化されているスポーツ国際社会の法的構造について考察す
る。
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オリンピック憲章とスポーツ国際社会

オリンピック憲章 1 は 、同憲章「緒言」（Introduction to the Olympic
Charter）によれば、
「IOC によって採択されたオリンピズムの根本原
則（the Fundamental Principles of Olympism）、規則（Rules）、付属細
則（Bye-Laws）を成文化したもの」で、「オリンピック運動（Olympic
Movement）の組織、活動、運営の基準、またオリンピック競技大会
（Olympic Games）開催の条件」を規定し、以下の 3 つ主要な目的を持
つものとされる。
a） 憲 法 的 な 特 質 を 備 え た 基 本 法（a basic instrument of a
constitutional nature）として、オリンピズムの根本原則（the
Fundamental Principles）とオリンピズムの本質的価値（the
essential values of Olympism）を宣言し、再認識させる。
b） IOC の規約（statutes for the International Olympic Committee）。
c） オリンピック運動における主要な 3 つの構成要素ある IOC、
IF、NOC、また OCOG、これらの構成要素相互間の権利・義
務を定める。これらの構成要素は全てオリンピック憲章に従う
ことが求められる 2。
この緒言の規定からすれば、オリンピック憲章とは、① IOC が採択
したオリンピズムの価値とその根本原則等を成文化した IOC の規約
（statutes）であって、それは私的な法規範でありながらも、憲法的な特
質を備えた基本法として、② IOC が主導するオリンピック運動の組織、
活動、運営の基準を定めるとともに、③オリンピック運動における 3 つ
の主要構成要素である IOC、IF、NOC、それに加えて OCOG、これら
の構成要素の相互的権利・義務関係を規定する法規範、すなわちオリン
ピック運動の下に組織化されているオリンピック共同体（= スポーツ国
際社会）の法関係を基礎づける組織法、実定的な民間の国際法規範とし
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て位置づけることができる。

2. オリンピック運動の下に構成される
スポーツ国際社会とその構造
緒言に規定されるように、オリンピック運動は、オリンピック憲章の
下で組織され、また憲章にしたがって運営されている。
IOC の解説に従えば、オリンピック運動とは、IOC の最高の権威の
下で、オリンピズムの価値に触発されたすべての個人と団体によって
実施される世界的かつ恒久的な運動として組織されたものであるとさ
れる。その組織には、緒言に規定する 3 つの主要構成要素（IOC、IF、
NOC）以外にも、IF や NOC に所属する国内の協会やクラブ、またオ
リンピック運動の根本要素（オリンピズム）に関心を示す、競技者を
はじめとするスポーツ関係者、その他の公的機関も含まれ 3、オリン
ピック憲章では、オリンピズムの根本原則第 3 項に次のように定義さ
れている。オリンピック運動は、オリンピック憲章に規定する「オリン
ピズムの諸価値にしたがって生きようとするすべての個人や団体（all
individuals and entities who are inspired by the values of Olympism）」
を構成員とし、同運動における IOC の最高の権威と管轄権の下、五大
陸にまたがり、その構成員によって提携・組織される普遍的恒久的活動
であり、その頂点をなすのが、
世界中の競技者を集めて開催されるスポー
ツの祭典であるところのオリンピック競技大会である 4。
このように定義されるオリンピック運動へ参加するための要件は、
「オ
リンピック憲章の遵守」と「IOC による承認」である（オリンピズム
5
。同憲章第 3 条では「オリンピック運動に帰属する
の根本原則第 6 項）

ための条件は IOC による承認である」6 と規定され、第 1 条 2 項 7 では、
オリンピック運動の主要構成要素が IOC、IF、NOC であると規定しつ
つも、それ例外のものも含めて「オリンピック運動に参加するあらゆる
個人、団体は ―いかなる形で参加するにせよ、オリンピック憲章の規
（74）
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定に拘束され、
IOC の決定に従わなければならない」と規定されている。
このようにオリンピック運動への参加資格、すなわちオリンピック運
動（= スポーツ国際社会）における法的資格は、IOC による IOC 公認
団体としての承認（ recognition

という IOC による一方的な法律行

為）によって発生することとされており、IOC 公認団体たる資格を取
得した個人および団体は、その法的地位に基づき、直接かつ当然にオリ
ンピック憲章に従わねばならず、かつオリンピック運動の権威機関であ
る IOC の決定に従わなければならないとされているのである8。
緒言および憲章第 1 条 2 項に規定されるように、オリンピック運動の
主要構成要素は IOC、
IF、
NOC であり、憲章はそれぞれに第 2 章、第 3 章、
第 4 章で、その使命と役割、組織および権利・義務等を規定する。この
3 者は憲章上のオリンピック運動における法的存在として、その管轄す
る領域において、オリンピズムとオリンピック運動の国際的 / 国内的普
及の使命と役割を負わされた autonomy を有する、実体的スポーツ統轄
機関として位置づけられており 9、IOC は国際的な（若しくは世界的に）
オリンピック運動全般を統轄 10し、IF はその統轄するスポーツ分野にお
けるオリンピック運動の推進と保護 11を、NOC はその管轄する国内領
域においてオリンピック運動の推進とその保護の責任を負わされた独立
した存在 12 として位置づけられているのである。世界中の若者を一堂に
集めて主催されるオリンピック競技大会は、この 3 者の共同行為として
実施されているのであり、オリンピック憲章が、上記 3 者を主要構成要
素と規定するのは、この 3 者がオリンピック運動の、それぞれの責任履
行機関として位置づけられているからに他ならない。
オリンピック競技大会を頂点として組織される国際的 / 世界的なオリ
ンピック運動は、すなわちスポーツ国際社会は、
idea

Olympism

という

によって結びついた普遍的社会であり、その社会の組織法た

るオリンピック憲章を基本法（constitution）とし、オリンピック運動
における最高の権威と、これを主導する最高の管轄権（立法権、行政権
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および司法権）を有する IOC を頂点に、その権威と管轄権の下に、個々
のスポーツ競技を統轄する IF、それぞれの国を代表し、その管轄する
領域内でオリンピック運動を統轄する NOC が配置されるという社会構
造をなしており、国際政治構造が分権的であるのに対して、かなりシス
テマティックな社会構造を有する、一つの組織化された共同体とみなす
ことができるように思われる。
この国際スポーツの社会構造に関し、IF と NOC との関係についてさ
らに付言するとするならば、NOC は、その管轄する領域内で、国内ス
ポーツを統轄し、その国を代表する唯一の国内機関として、その国にお
ける国内競技連盟（NF:National Federation）を構成メンバーとして組
織されており、一方国際団体としての IF も、NOC の構成メンバーたる
NF を加盟団体として抱え組織されているのである。オリンピック憲章
第 29 条 13 および第 28 条・29 条付属細則 14 によれば、NOC による IOC
への公認団体申請の条件に、その構成メンバーとして、最低 5 つのオリ
ンピック競技（Olympic Sports）を統轄する IF ―オリンピック IF と
仮称する― に帰属する NF を擁していることが求められており、IOC
公認団体としての NOC には、オリンピック IF に帰属するすべての NF
（その国に存在する場合）が含まれていなければならないとされている
のである15。

3.「オリンピック・ファミリー」
、
IOC 公認の下で構成されるスポーツ国際社会
前章で考察したように、オリンピック運動は、オリンピズムに触発さ
れた世界中のあらゆる個人、団体を構成員とし、IOC の最高権威の下で
組織された世界的かつ恒久的運動である。オリンピック憲章は、IOC、
IF、NOC をオリンピック運動における公的存在として規定するが、そ
れはこの組織的活動において主要な使命、役割、責任を有しているから
であり、実際の運動そのものは、憲章にもあるように IF 連合、NOC 連
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合等も含めて世界的規模で組織されてといってよい 16。IOC が公認する
各種組織および団体は、IOC のホームページによれば次のように分類
されており、以下では NOC 関連、IF 関連を中心に、どのような組織が
公認団体として承認され、オリンピック・ファミリーを形作っているの
か検証する。またそのことによって、IOC の下に形成されているスポー
ツ国際社会の全体像について眺めて見ることとしたい。
1.

IF Association
＊

ASOIF（Association of Summer Olympic International
Federations）: 夏季オリンピック国際競技団体連合

＊

AIOWF（Association of the International Olympic Winter
Sports Federations）: 冬季オリンピック国際競技団体連合

＊

ARISF（Association of IOC Recognised International Sports
Federations）:IOC 公認国際競技団体連合

＊

SportAcood/GAISF（General Association of International
Sports Federations）: スポーツアコード / 国際スポーツ団体総連合

2.

NOC Association
＊

ANOC（Association of National Olympic Committees）: 国内
オリンピック委員会連合

＊

ANOCA（Association of National Olympic Committees of
Africa）: アフリカ国内オリンピック委員会連合

＊

OCA（Olympic Council of Asia）: アジア・オリンピック評議会

＊

EOC（The European Olympic Committees）: ヨーロッパオリ
ンピック委員会

＊

PASO（Pan-American Sports Organisation）: パン・アメリカ
ン・スポーツ機構

＊

ODESUR（Organización Deportiva Suramericana）: 南米スポー
ツ機構

＊

ONOC（Oceania National Olympic Committees）: オセアニア
（77）
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オリンピック委員会
＊

ODECABE（Organización Deportiva Centroamericana y
Caribe）: 中米カリブ海スポーツ機構

3.

Education / Dissemination of Olympic Ideal / Fair Play
＊ AIO（International Olympic Academy）: 国際オリンピックア
カデミー
＊ CIPC（International Pierre de Coubertin Committee）: 国 際
ピエール・ド・クーベルタン委員会
＊ IPC（Pierre de Coubertin Institute）: ピエール・ド・クーベ
ルタン学会
＊ PI（Panathlon International）: パナスロン・インターナショナル
＊ CIFP（International Committee for Fair Play）: フェアプレイ
国際委員会
＊

ICHPER-SD（International Council for Health, Physical
Education, Recreation, Sport and Dance）: 国 際 健 康・ 体 育・
レクリエーション・ダンススポーツ評議会

＊ APAO（Pan-Iberic Association of Olympic Academies）: 全イ
ベリア・オリンピックアカデミー協会
4.

Multi-Sports Organizations and Events / Sport for All
＊

FISU（International University Sports Federation）: 国際大学
スポーツ連盟

＊

ISF（International School Sport Federation）: 国際学校スポー
ツ連盟

＊

FISEC（International Catholic School Sport Federation）: 国
際カソリック学校スポーツ連盟

＊

CSIT（International Workers

Sports Confederation）: 国 際

労働者スポーツ連合
＊
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ツ評議会
＊

USIP（International Union of Police Sports）: 国際警察官スポー
ツ連合

＊

IWGA（International World Games Association）: 国際ワール
ドゲームズ協会

＊

CIJM（International Committee of Mediterranean Games）:
国際地中海競技大会委員会

＊

FIEP（International Federation of Physical Education）: 国際
体操連盟

＊

FISPT（International Sport for All Federation）: 国際みんな
のスポーツ連盟

＊

TAFISA（Trim & Fitness International Sport for All
Association）: トリム・フィットネス国際みんなのスポーツ協会

＊

CICG（Committee of the International Childrenʻs Games
Commonwealth Games Federation）: 国際子供競技大会・コモ
ンウェルス競技大会委員会

＊

IANOS（International Assembly of National Organisations of
Sport）: 国際労働者スポーツ連合

＊

IMGA（International Masters Games Association）: 国際マス
ターズゲームズ協会

5.

Disabled Sport
＊

IPC（International Paralympic Committee）: 国際パラリンピッ
ク委員会

＊

CISS（International Committee of Sports for the Deaf）: 国際
ろう者スポーツ委員会

＊

SOI（Special Olympics Inc.）: スペシャルオリンピックス国際
本部
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Sports Medicine and Sciences
＊

ECSS（European College of Sport Science）: 欧州スポーツ科
学大学

＊

AICVS（International Association for Non Violent Sport）: 国
際非暴力スポーツ協会

＊

ICSSPE（International Council of Sport Science and Physical
Education）: 国際体育スポーツ科学評議会

＊

FIMS（International Federation of Sports Medicine）: 国際ス
ポーツ医事連盟

7.

Sports Equipment amp; Facilities
＊

IAKS（International Association for Sports and Leisure
Facilities）: 国際スポーツ・レジャー用器具協会

＊

WFSGI（World Federation of the Sporting Goods Industry）:
世界スポーツ用品産業連盟

8.

Media ‒ Information
＊

AFP（Agence France Presse Reuters Limited）: フランスロ
イター通信社

＊

AIPS（International Sports Press Association）: 国際スポーツ
記者協会

＊

FICTS（Fédération Internationle du Cinéma et Télévision
Sportifs）: 国際スポーツ映画・テレビ連盟

＊

AP（The Associated Press）:AP 通信社

＊

IASI（Intgernational Association for Sports Information）: 国
際スポーツ情報協会

9.

Other Organizations
＊

CAS（Court of Arbitration for Sport）: スポーツ仲裁裁判所

＊

WADA（World Anti-Doping Agency）: 世界アンチ・ドーピン
グ機構
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WOA（World Olympians Association）: 世界オリンピア（オ
リンピック選手）協会

＊

IOTC（International Olympic Truce Centre）: 国際オリンピッ
ク休戦センター

＊

FIC（International Timekeeping Federation）: 国際時計連盟

＊

ENGSO（European Non-Governmental Sports Organisation）:
欧州非政府スポーツ組織

＊

IOTF（International Olympic Truce Foundation）: 国 際 オ リ
ンピック休戦財団

＊

ISOH（International Society of Olympic Historians）: 国 際 オ
リンピック史学会

＊

RTP（Right to Play）: 競技する権利 17

NOC 関係
現在 IOC 公認の NOC の数は 205（2007 年 7 月現在）18、この 205 の
NOC を構成メンバーとして国内オリンピック委員会連合（ANOC）が
組織されている。ANOC は 1979 年、プエルトリコ、サンファンで開催
された第 9 回国内オリンピック委員会総会で創設され、現在は IOC の
公認団体として、5 つの大陸別連合組織を傘下に収め、その下に 205 の
NOC を擁する NOC の連合組織である19。
ANOC は自らの使命を、① NOC の一般的利益にかかわる問題を取り
扱うこと、② IOC に承認された諸種の NOC 団体を承認し、これを支援
すること、③ NOC の発展に関する勧告を出し、また国内的および国際
的にオリンピック運動に関係した運動を実行すること、④オリンピック
憲章に同意し、IOC、IF、NOC、OCOG、さらにそれ以外のスポーツお
よび体育、オリンピック教育に関心のある他の一般的な組織や団体と共
同して事業を展開することしている。
またこうした独自の使命とは別に、
ANOC は、IOC 理事会、IOC-IF-NOC 三者委員会、他の IOC-NOC 混合
委員会、オリンピックコングレス、もしくはその他のあらゆるスポーツ
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を推進する機関、これらの機関によって纏められた勧告、提案によって
自らに課された使命を果たすとしており20、以下にあげるように 5 つの
大陸別組織と、執行評議会（the Executive Council）の下に 10 個の作
業委員会（Working Commissions）を擁している。
＊ 5 つの大陸別 NOC 連合
以下の大陸別 NOC 連合は、それぞれがその地域毎の総合的な国際
競技大会を主催している実体的な地域組織である。また大陸別 NOC
連合としては位置づけられてはいないが、南アメリカスポーツ機構
（ODESUR）
、中米・カリブ海スポーツ機構（ODECABE）も、パン・
アメリカン・スポーツ機構（PASO）とは別に IOC によって承認され
ている NOC 連合 21 であり、PASO は北米の NOC 連合、南米の NOC 連
合、地位米カリブ海の NOC 連合から構成されていると思われる。
1.

Africa: アフリカ国内オリンピック委員会連合（ANOCA）、加盟国
数 53 カ国。

2.

America: パン・アメリカン・スポーツ機構（PASO）、加盟国数 42 カ国。

3.

Asia: アジア・オリンピック評議会（OCA）、加盟国数 44 カ国。

4.

Europe: ヨーロッパ国内オリンピック委員会（EOC）、加盟国数 49
カ国。

5. Oceania: オセアニア国内オリンピック委員会（ONOC）
、加盟国数
17 カ国 22。
＊ 10 個の作業委員会
執行評議会の下で、ANOC の具体的業務を遂行する 10 個の作業委員
会は以下のとおりである 23。
1.

Communication Commission: コミュニケーション委員会

2.

Commission of Marketing: マーケティング委員会

3.

Commission for Sports Venues: 競技会開催地委員会

4.

Juridical Commission: 法務委員会

5.

Medical Commission: 医事委員会
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6.

Commission for Merit Award: 表彰委員会

7.

Technical Commission: 技術委員会

8.

Commission for the Coordination of the National Olympic
Academies

9.

Activities: 国内オリンピックアカデミーとの共同作業委員会

ANOC Working Group:ANOC 作業部会

10. ANOC Special Commission for Collaboration with NOCs in Cases
of Conﬂict:NOC 間紛争における特別作業委員会

IF 関連
すでに述べたように、IF は国際的スポーツ競技を統轄する非政府間
組織として IOC によってその法的資格を認められ、その資格が継続的
に承認されている限りにおいて、オリンピック運動の正式メンバーとし
ての権利を付与され、また責任を負わされた自立した存在である。公認
を受けるための要件は、その規約がオリンピック憲章に合致し、またそ
の活動の内容と実践がオリンピック憲章に適っていることとされ、公認
の IF は競技大会の期間中―スポーツイベントのプログラム、実践的組
織を含めて、世界中の多様なスポーツを監督し、監視する責任を負う 24。
IOC 公認の IF は、共通の問題を協議する目的で、またその統轄する
スポーツのイベントカレンダーを決定する目的で、夏季競技、冬季競
技、また IOC 公認の競技団体は、夏季オリンピック国際競技団体連合
（ASOIF）
、冬季オリンピック国際競技団体連合（AIOWF）、IOC 公認
競技団体連合（ARISF）
、スポーツアコード（SportAccord/GAISF）を
組織することができる25 とされており、そうした目的で組織された IF
の連合組織の下で、国際競技大会が重ならないよう、国際スポーツの活
動は調整されているのである。

Olympic Sports
オリンピック競技大会のプログラムに掲載され、大会の実施競技とさ
れているのは、
夏季大会
（the Games of the Olympiad）が 28 競技 38 種別、
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冬季大会（the Olympic Winter Games）が 7 競技 15 種別である。現在
の Olympic Sports としての採用基準は、前者が、男子競技で 4 大陸 75
カ国以上、女子競技では 3 大陸 40 カ国以上で広く実施されている競技
とされており、後者は、3 大陸 25 カ国以上で広く実施されている競技
とされている26。
ASOIF とは、夏季大会で実施される 28 競技を統轄する IF を構成員
として組織される IF の連合組織であり、同様に AIOWF とは冬季大会
で実施される 7 競技を統轄する IF を構成員として組織されている IF
の連合組織である。夏季の IF 連合、冬季の IF 連合共に下記の IF から
構成されている。

ASOIF
1983 年に創設された同連合は、オリンピック運動の持続を確保し、そ
の傘下の国際競技連盟の独立性と自立性を保護することを目的とする国
際組織で、加盟団体間の共通の利益を調整し、調和させ、その利益を守り、
相互間の対等な関係を強化すると共に、オリンピック運動に参加する他
のメンバーとの関係を強固なものにする上で重要な役割を演じる27。
1.

国際陸上連盟（IAAF:International Association of Athletics Federations）
種別 :Field Events、Track Events、Road Events、Combined Events

2.

国際ボート連盟（FISA:International Rowing Federation）

3.

国際バドミントン連盟（International Badminton Federation）

4.

国際野球連盟（IBAF:International Baseball Federation）
2008 年の北京大会後の再検討作業の下で、Olympic Sports から除
外されることとなった。

5.

国際バスケットボール連盟（FIBA:International Basketball
Federation）

6. 国際ボクシング協会（AIBA:International Boxing Association）
7.

国際カヌー連盟（ICF:International Canoe Federation）
種別 :Cone/ Kayak Sprint、Cone/ Kayak Slalom
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国際自転車競技連盟（UCI:International Cycling Union）
種別 :Cycling BMX、Cycling Road、Cycling Track、Mountain Bike

9. 国際馬術連盟（FEI:International Equestrain Federation）
種別 :Jumping、Eventing、Dressage
10. 国際フェンシング（FIE:International Fencing Federation）
11. 国際サッカー連盟（FIFA:International Association Football Federation）
12. 国際体操連盟（FIG:International Gymnastic Federation）
種別 :Trampoline、Artistic Gymnastics、Rhythmic Gymnastics
13. 国際ウエイトリフティング連盟（IWF:International Weightlifting
Federation）
14. 国際ハンドボール連盟（IHF:International Handball Federation）
15. 国際ホッケー連盟（FIH:International Hockey Federation）
16. 国際柔道連盟（IJF:International Judo Federation）
17. 国際レスリング連盟（FILA:International Federation of Associated
Wrestling Styles）
種別 :Wrestling Greco-Roman、Wrestling Freestyle
18. 国際水泳連盟（FINA:International Swimming Federation）
種別 :Diving、Swimming、Water polo、Synchronized Swimming
19. 国際近代五種連合（UIPM:International Union of the Modern
Pentathon）
20. 国際ソフトボール連盟（ISF:International Softball Federation）
ソフトボール連盟も、野球連盟同様、2008 年の北京大会後の再検
討作業の下で、Olympic Sports から除外されることとなった。
21. 国際テコンドー連盟（WTF:World Taekwondo Federation）
22. 国際テニス連盟（ITF:International Tennis Federation）
23. 国際卓球連盟（ITTF:International Table Tennis Federation）
24. 国際射撃連盟（ISSF:International Shooting Sport Federation）
25. 国際アーチェリー連盟（FITA:International Archery Federation）
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26. 国際トライアスロン連合（ITU:International Triathlon Union）
27. 国際セーリング連盟（ISAF:International Sailing Federation）
28. 国際バレーボール連盟（FIVB:International Volleyball Federation）
種別 : Volleyball、Beach volleyball 28（合計 28 競技 38 種別）
2008 年北京五輪後の再検討作業の下で、野球とソフトボールに代えて 7
人制ラグビーと、ゴルフがオリンピックプログラムに加えられることと
なった。

AIOWF
AIOWF は、オリンピック競技統轄する IF またスポーツアコードに
加盟している IF と一体となって活動し、その所属メンバー間の協調的
な関係を強化し、冬季競技全般の問題、特にオリンピック競技に関する
問題を説明する代弁者であるとされ、冬季競技の選考、IOC に対する
テレビ放映権収入の配分の提案、競技大会日程の調整および日程表の配
布の任務を司るとされており29、下記の競技団体から組織されている。
1.

国際バイアスロン連合（IBU:International Biathlon Union）

2.

国際ボブスレー・トボガニング連盟（FIBT:International Bobsleigh
and Tobogganing Federation）
種別 :Bobsleigh、Bobsleigh Skeleton

3.

国際カーリング連盟（WCF:World Curling Federation）

4.

国際アイスホッケー連盟（IIHF:International Ice Hockey Federation）

5.

国際リュージュ連盟（FIL:International Luge Federation）

6.

国際スケート連合（ISU:International Skating Union）

7.

国際スキー連盟（FIS:International Ski Federation）
種別 :Snowboard、Ski Jumping、Alpine Skiing、Freestyle Skiing、
Nordic Combined、Cross Country Skiing 30（合計 7 競技 15 種別）

ARISF
ARISF は IOC が要求する厳格な基準を満たし IOC によって承認され
た公認 IF から構成される国際競技団体連合である 31。同連合は 1984 年
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に設立 32 され、現在 32 の IF から構成されている33。その目的は、同連
合の権威と自立性を保持している間、構成メンバーを代表して行動し、
メンバー間の利益を追求・調整し、オリンピック運動に関連した共通利
益の問題において団体のコンセンサスをはかる等とされている34。その
構成メンバーは以下のとおりである。
IOC Recognised Sports
1.

Air Sports: 国 際 航 空 連 盟（FAI:Fédération Aeronautique
Internationale）

2.

Bandy: 国際バンディ連盟（FIB:Federation of International Bandy）

3.

Basque Pelota: 国 際 ペ ロ タ・ バ ス カ 連 盟（FIPV:Federación
Internacional de Pelota Vasca）

4.

Billiard Sports: 世界ビリヤード連合（WCBS:World Confederation
of Billiard Sports）

5.

Boules Sports: 世 界 ブ ー ル ス ポ ー ツ 連 合（CMSB:Confédération
Mondiale des Sports de Boules）

6.

Bowling: 国際ボーリング連盟（FIQ:Fédération Internationale des
Quilleurs / International Bowling Federation）

7.

Bridge: 世界ブリッジ連盟（WBF:World Bridge Federation）

8.

Chess: 国 際 チ ェ ス 連 盟（FIDE:Fédération Internationale des
Echecs / World Chess Fedaration）

9.

Cricket: 国際クリケット評議会（ICC:International Cricket Council）

10. DanceSport: 国 際 ダ ン ス ス ポ ー ツ 連 盟（IDSF:International
Dancesport Federation）
11. Floorball: 国 際 フ ロ ア ボ ー ル 連 盟（IFF:International Floorball
Federation）
12. Golf: 国際ゴルフ連盟（IGF:International Golf Federation）
13. Karate: 世界空手道連盟（WKF:World Karate Federation）
14. Korfball: 国 際 コ ー フ ボ ー ル 連 盟（IKF:International Korfball
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Federation）
15. Lifesaving: 国 際 ラ イ フ セ ー ビ ン グ 連 盟（ILS:International Life
Saving Federation）
16. Motorcycling: 国 際 モ ー タ ー サ イ ク リ ズ ム 連 盟（FIM:Fédération
Internationale de Motocyclisme / International Motorcycling
Federation）
17. Mountaineering: 国 際 山 岳 連 盟（UIAA:Union Internationale des
Associations D Alpinisme / International Mountaineering and
Climbing Federation）
18. Netball: 国際ネットボール連盟（IFNA:International Federation of
Netball Association）
19. Orienteering: 国 際 オ リ エ ン テ ー リ ン グ 連 盟（IOF:International
Orienteering Federation）
20. Polo: 国際ポロ連盟（FIP:Federation of International Polo）
21. Powerboating: 国際モーターボート連盟（UIM:Union Internationale
Motonautique）
22. Racquetball: 国 際 ラ ケ ッ ト ボ ー ル 連 盟（IRF:International
Racquetball Federation）
23. Roller Sports: 国 際 ロ ー ラ ー ス ケ ー ト 連 盟（FIRS:Fédération
Internationale de Roller Sports / International Roller Sports
Federation）
24. Rugby: 国際ラグビー評議会（RB:International Rugby Federation）
25. Sport Climbing: 国 際 ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 連 盟（IFSC:
International Federation of Sport Climbing）
26. Squash: 世界スカッシュ連盟（WSF:World Squash Federation）
27. Sumo: 国際相撲連盟（IFS:International SUMO Federation）
28. Surﬁng: 国 際 サ ー フ ィ ン 協 会（ISA:International Surﬁng
Association）
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29. Tug of War: 国 際 綱 引 連 盟（TWIF:Tug of War International
Federation）
30. Underwater Sports: 世界水中連盟（CMAS:Confédération Mondiale
des Activités Subaquatiques / World Underwater Federation）
31. Waterski & Wakeboard: 国際水上スキー連盟（IWWF:International
Water Ski & Wakeboard Federation）
32. Wushu: 国際武術連盟（IWUF:International Wushu Federation）

SportAccord/GAISF
スポーツアコードとは、
「IOC 理事会や GAISF（国際スポーツ団体総
連合）、IWGA（国際ワールドゲームズ協会）、IMGA（国際マスターズ
協会）、ASOIF（オリンピック夏季大会競技団体連合）、AIOWF（オリ
ンピック冬季大会競技団体連合）
、ARISF（IOC 公認国際競技団体連合）
の理事会・総会を同じ場所で行うスポーツ総合会議」35 のことであり、
元来は 1967 年に創設された GAISF を母体 36 とするフォーラムである。
スポーツアコードは、世界的にスポーツを擁護することを目的とする
IF やまた多様な協会から組織されたものであり、その存在を広く知ら
しめ、また良く知られるようになるよう努力し、その活動において互い
に協力し、また互いの活動を調整することを任務とする機関である37。
同組織の目的は、傘下の多様なスポーツ組織の自治とその独自の権威を
尊重しつつ、かつ世界のスポーツを結びつける 38 ことにあり、その相互
的団結とそれによる世界スポーツの強化を目的として年に一回、全ての
スポーツ団体を集めて公開討論会を開催することを目的としている 39。
同組織の使命は、所属する全ての団体の共通の目的と利益を ―対等な
ものとして― 調整、また保護し、さらに各構成メンバー間のコミュニ
ケーションとその相互的連携関係の構築のために、帰属する IF と他の
組織とを団結させ、これを支援し、また同時に彼らの自治を保護し、尊
重することである 40 とされている。
同組織は IOC とオリンピック運動の権威を完全に承認する機関、す
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なわちオリンピック運動の諸目的達成に向けて行動する忠実なパート
ナーであり、その役割はオリンピック運動やスポーツ運動において利益
を共有する IF を承認し、これを支援し、またそれらを代表することと
されている 41。
スポーツアコードは、現在 87 の IF と 17 の連合組織、総計 104 の構
成メンバーを抱える IOC 公認の国際的スポーツ組織 42 であり、その構
成は以下のようになっている。
List of International Sports Federation
1.

国際合気道連盟（IAF:International Aikido Federation）

2.

国際航空連盟（FAI:FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE
INTERNATIONALE）

3.

国際アメリカンフットボール連盟（IFAF:International Federation
of American Football）

4.

国際水泳連盟（FINA:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
NATATION）

5.

国際アーチェリー連盟（FITA:International Archery Federation）

6.

国 際 陸 上 競 技 連 盟（IAAF:International Association of Athletics
Federation）

7.

国際バドミントン競技連盟（BWF:Badminton World Federation）

8.

国際野球連盟（IBAF:International Baseball Federation）

9.

国際バスケットボール連盟（FIBA:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE BASKETBALL）

10. 国際ペロタ・バスカ連盟（FIPV:FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE PELOTA VASCA）
11. 国際バイアスロン連合（IBU:International Biathlon Union）
12. 世界ビリヤード連合（WCBS:World Confederation of Billiard Sports）
13. 国際ボブスレー・トボガニング連盟（FIBT:FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING）
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14. 国際ボディビルダーズ連盟（IFBB:International Federation
of Bodybuilding & Fitness）
15. 国際ブールスポーツ連合（CMSB:CONFÉDÉRATION MONDIALE
DES SPORTS DE BOULES）
16. 国 際 ボ ー リ ン グ 連 盟（FIQ:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES QUILLEURS / International Bowling Federation）
17. 国際アマチュアボクシング協会（AIBA:ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE BOXE / International Amateur Boxing Federation）
18. 世界ブリッジ連盟（WBF:World Bridge Federation）
19. 国際カヌー連盟（ICF:International Canoe Federation）
20. 国 際 キ ャ ス テ ィ ン グ 連 盟（ICSF:International Casting Sport
Federation）
21. 国際チェス連盟（FIDE:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES
ÉCHECS / World Chess Federation）
22. 国際クリケット評議会（ICC:International Cricket Council）
23. 世界カーリング連盟（WCF:World Curling Federation）
24. 国際自転車競技連盟（UCI:UNION CYCLISTE INTERNATIONALE /
International Cycling Union）
25. 国際ダンススポーツ連盟（IDSF:International Dancesport Federation）
26. 世界ダーツ連盟（WDF:World Darts Federation）
27. 国 際 ド ラ ゴ ン ボ ー ト 連 盟（IDBF:International Dragon Boat
Federation）
28. 世界ドラフツ連盟（FMJD:FÉDÉRATION MONDIALE DU JEU
DE DAMES / World Draughts Federation）
29. 国

際

馬

術

連

盟（FEI:FÉDÉRATION EQUESTRE

INTERNATIONALE / International Equestrian Federation）
30. 国際フェンシング連盟（FIE:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
D'ESCRIME / International Fencing Federation）
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31. 国 際 フ ァ ー ス ト ボ ー ル 協 会（IFA:International Fistball
Association）
32. 国際フロアボール連盟（IFF:International Floorball Association）
33. 世 界 フ ラ イ ン グ デ ィ ス ク 連 盟（WFDF:World Flying Disc
Federation）
34. 国際サッカー連盟（FIFA:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION / International Football Association）
35. 国際囲碁連盟（IGF:International Go Federation）
36. 国際ゴルフ連盟（International Golf Federation）
37. 国際体操連盟（FIG:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
GYMNASTIQUE / International Gymnastics Federation）
38. 国際ハンドボール連盟（IHF:International Handball Federation）
39. 国際ホッケー連盟（FIH:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
HOCKEY / International Hockey Federation）
40. 国際アイスホッケー連盟（IIHF:International Ice Hockey Federation）
41. 国際柔術連盟（JJIF:Ju-Jitsu International Federation）
42. 国際柔道連盟（IJF:International Judo Federation）
43. 世界空手道連盟（WKF:World Karate Federation）
44. 国際剣道連盟（FIK:International Kendo Federation）
45. 世界キックボクシング団体協会（WAKO:World Association of
Kickboxing Organization）
46. 国際コーフボール連盟（IKF:International Korfball Federation）
47. 国際ライフセービング連盟（ILS:International Life Saving Federation）
48. 国際リュージュ連盟（FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LUGE
DE COURSE / International Luge Federation）
49. 世界ミニゴルフ連盟（WMF:World Minigolf Sport Federation）
50. 国際近代五種競技連合（UIPM:UNION INTERNATIONALE DE
PENTATHLON MODERNE）
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51. 国際モーターサイクリズム連盟（FIM:FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME）
52. 国際山岳連盟（UIAA:UNION INTERNATIONALE DES
ASSOCIATIONS D ALPINISME / International Mountaineering
and Climbing Federation）
53. 国際アマチュアムエタイ連盟（IFMA:International Federation
of Muaythai Amateur）
54. 国際ネットボール連盟（IFNA:International Federation of Netball
Associations）
55. 国際オリエンテーリング連盟（IOF:International Orienteering
Federation）
56. 国際ポロ連盟（FIP:Federation of International Polo）
57. 国際モーターボート連盟（UIM:UNION INTERNATIONALE
MOTONAUTIQUE）
58. 国際パワーリフティング連盟（IPF:International Powerlifting
Federation）
59. 国際ラケットボール連盟（IRF:International Racquetball
Federation）
60. 国際ローラースケート連盟（FIRS:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE ROLLER SPORTS / International Roller Sports Federation）
61. 国際ボート連盟（FISA:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES
DES SOCIÉTÉS D AVIRON / International Rowing Federation）
62. 国際ラグビー評議会（RB:International Rugby Board）
63. 国際セーリング連盟（ISAF:International Saling Federation）
64. 世界サンボ連盟（FÉDÉRATION INTERNATIONALE AMATEUR DE
SAMBO Federation International of Amateur Sambo）
65. 国際セパタクロー連盟（ISTAF:International Sepaktakraw Federation）
66. 国際射撃連盟（ISSF:International Shooting Sport Federation）
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67. 国際スケート連盟（ISU:International Skating Union）
68. 国際スキー連盟（FIS:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
SKI / Internatiuonal Ski Federation）
69. 国際スレッジスポーツ連盟（IFSS:International Federation of
Sleddog Spors）
70. 国際ソフトテニス連盟（ISTF:International Soft Tennis Federation）
71. 国際ソフトボール連盟（ISF:International Softball Federation）
72. 国際スポーツクライミング連盟（IFSC:International Federation of
Sport Climbing）
73. 国 際 ス ポ ー ツ フ ィ ッ シ ン グ 連 合（CIPS:CONFÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE / International
Confederation of Sports Fishing）
74. 世界スカッシュ連盟（WSF:World Squash Federation）
75. 世界水中連盟（WUF:World Underwater Federation）
76. 国際相撲連盟（IFS:International Sumo Federation）
77. 国際サーフィン協会（ISA:International Surﬁng Association）
78. 国際卓球連盟（ITTF:The International Table Tennis Federation）
79. 世界テコンドー連盟（WTF:World Taekwondo Federation）
80. 国際テニス連盟（ITF:International Tennis Federation）
81. 国際トライアスロン連合（ITU:International Triathlon Union）
82. 国際綱引連盟（TWIF:Tug of War International Federation）
83. 国 際 バ レ ー ボ ー ル 連 盟（FIVB:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE VOLLEYBALL / International Volleyball Federation）
84. 国 際 水 上 ス キ ー 連 盟（IWWF:International Water Ski & Wakeboard
Federation）
85. 国際ウエイトリフティング連盟（IWF:International Weightlifting
Federation）
86. 国際レスリング連盟（FILA:FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES
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LUTTES ASSOCIÉES / International Federation Associated Wrestling Styles）
87. 国際武術連盟（武術太極拳）
（IWUF:International Wushu Federation）
List of associated Members
1.

コモンウェルスゲームズ連盟（CGF:Commonwealth Games Federation）

2.

国 際 ろ う 者 ス ポ ー ツ 委 員 会（ICSD:International Committee of
Sports for the Deaf）

3.

欧州放送連合（EBU/UER:European Broadcasting Union）

4.

世界マカビ連合（MWU:Maccabi World Union）

5.

国際マスターズゲームズ協会（IMGA:International Masters Games
Association）

6.

国際地中海競技大会委員会（ICMG/CIJM:International Committee
of Mediterranean Games）

7.

国 際 軍 人 ス ポ ー ツ 評 議 会（CISM:CONSEIL INTERNATIONAL
DU SPORT MILITAIRE / International Military Sports Council）

8.

パナスロン・インターナショナル（PI:Panathlon International）

9.

国 際 パ ラ リ ン ピ ッ ク 委 員 会（IPC:International Paralympic
Committee）

10. 国際学校スポーツ連盟（ISF:International School Sport Federation）
11. スペシャルオリンピックス国際本部（SOI:Special Olympics, Inc.）
12. 国 際 カ イ ロ プ ラ ク テ ィ ッ ク 連 盟（FICS:FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE CHIROPRATIQUE DU SPORT /
International Federation of Sports Chiropractic）
13. 国際スポーツ・レジャー施設協会（IAKS:International Association
for Sports and Leisure Facilities）
14. 国際スポーツ記者連盟（AIPS:ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE LA PRESSE SPORTIVE / International Sports Press Association）
15. 国 際 ワ ー ル ド ゲ ー ム ズ 協 会（WGA:International World Games
Association）
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16. 国際大学スポーツ連盟（FISU:FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DU SPORT UNIVERSITAIRE / International University Sports
Federation）
17. 国際労働者スポーツ連合（CSIT:CONFÉDÉRATION SPORTIVE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL / International Labour
Sports Confederation）

おわりに
これまで考察してきたように、IOC は個々の IF および NOC のみな
らず、その連合組織をも承認することで「オリンピック・ファミリー」
の一員として取り入れ、その自立性と権威性を尊重しながら国際的規模
でオリンピック運動を展開している。このようにオリンピック運動は、
同運動の国際的管轄機関としての IOC を中心として、承認という IOC
の一方的行為の下に構成せられる各種の団体を構成員として国際的規模
で展開されている。同運動に帰属するためには、先ほど述べた IOC の
承認が必要であり、そのためにはオリンピック憲章の遵守とオリンピッ
ク運動の最高権威機関であるとことの IOC の決定に従うことが要件と
されているのである。
同憲章を従うべき根本法規として形成せられているスポーツ国際社会
は、第 3 章で検証したように、IF、NOC、およびそれらの連合組織の
みならず、アカデミックな組織、パラリンピックに代表されるように障
害者スポーツの組織、医事関係、レジャー用品・用具関係、メディア関
係等の多様な組織、そして今後ますますその機能が注目される、スポー
ツ仲裁裁判所（CAS）
、世界アンチ・ドーピング機構（WADA）をも構
成メンバーとして構成されており、いまや IOC を中心的権威機関とし、
オリンピック憲章を基本法として一つの組織化された社会を形成してい
ると考えられる。
IOC と IOC が公認する多様な actor によって構成されるスポーツ国
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に導かれる actor
idea

は、actor

の実践的活動を通して、その私的なスポーツ国際社会のみならず、国
家を基礎的単位として構成せられている国際社会においても規範性を
持つに至っていると考えられる。何故なら、民間 actor であるところの
NOC は、スポーツ国際社会では、自らが管轄する国家および地域を代
表する存在であり、国家間のスポーツ関係は、まさにこの NOC 間の実
態的活動によって形成されていると考えられるからである。そしてその
ようにして形成せられる民間の国際関係（国際構造）にそのものに、国
家そのものが反意を表明しておらず、国家そのものは IOC の最高の権
威とオリンピック憲章の下に構成せられている「オリンピック・ファミ
リー」と称されるスポーツ国際社会と、そこにおける法的構造そのもの
を容認していると考えられるのである。

1

Olympic Charter（ in force as from 7 July 2007）, published by the International Olympic
Committee ‒ October 2007, from; http://multimedia.olympic.org/pdf/en̲report̲122.pdf.
Accessed on December 20, 2009.
現 行 のオリンピック憲 章 は、
「緒言」
（Introduction to the Olympic Charter）
、
「前文」
（Preamble）
、
「オリンピズムの根本原則」
（Fundamental Principles of Olympism）
、それに本
文規定から構成されている。本文は次の 5 つの章から構成されており、第 1 章はオリンピック運
動とその活動に関する規定（The Olympic Movement and its Action）
、第 2 章は IOC に関する
規定（The International Olympic Committee）
、第 3 章は IF に関する規定（The International
Federations）
、第 4 章は NOC に関する規定（The National Olympic Committees）
、第 5 章はオ
リンピック競技大会に関する規定（The Olympic Games）である。
ちなみに IOC、IF、NOC の略称は、上記各章のタイトルからも明らかなように、それぞれが、
国際オリンピック委員会、国際競技連盟、国内オリンピック委員会を示しており、また OCOG と
は大会組織委員会（Organising Committee of the Olympic Committee）の略称である。
国際スポーツのレジームの考察に当たっては、オリンピック憲章の定義とその目的とを明記した
緒言、オリンピズムの根本原則の第 3 項および 6 項、第 1 章の 1 条、2 条、3 条、第 2 章の 15 条、
18 条、19 条、23 条、第 3 章の 26 条、27 条、第 4 章の 28 条、29 条および 28・29 条付属細則、
30 条、31 条、第 5 章の 36 条付属細則、46 条および 46 条付属細則等が重要な規定となる。
2
Olympic Charter, ibid., p.9.
3
Olympic.org., Governance of the Olympic Movement, Introduction, from; http:// www.olympic.
org/en/content/The-IOC/Governance/Introductionold/. Accessed on December 20, 2009.
4
Fundamental Principles of Olympism 3., ibid., p.11.
またオリンピック憲章第 1 条 (Composition and General Organisation of Olympic Movement)1
項では、
「IOC の最高権威の下で、オリンピック運動は、オリンピック憲章を指導原理とすること
に同意する各種の組織、選手、その他の個人を包摂する」と規定されている。ibid., p.13.
5
Fundamental Principles of Olympism 6., ibid., p.11.
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Art. 3 Recognition by the IOC , ibid., p.16.
Art. 1 Composition and General Organization of the Olympic Movement . sub.2., ibid., p.13.
8
IOC の承認によって憲章上付与された法的資格は、IOC 公認団体として承認されている限りに
おいて有効である。オリンピック憲章等への違反があった場合、その行為は処分や制裁の対象と
され、IOC の裁定によって資格の停止や取消等の処分が下される。そうした裁定を受けた各種団
体および個人は、憲章上付与されたさまざまなメンバーとしての権利を喪失することになる。そ
の裁定には次のようなものがある。
IF 関係 : オリンピックプログラムからの除外、暫定承認の撤回、正式承認の取消。
IF 連合関係 : 暫定承認の撤回、正式承認の取消。
NOC 関係 :NOC としての資格の停止、暫定承認の撤回、正式承認の取消等（この場合 NOC
はオリンピック憲章によって付与されたすべての権利が剥奪される）
。
NOC 連合関係 : 暫定承認の撤回、正式承認の取消。
オリンピック開催都市、OCOG、NOC 関係 : オリンピック競技大会開催権の取消。
オリンピック立候補都市、NOC 関係 : 応募または立候補する権利の取消。
IOC 公認のその他の組織・団体関係 : 暫定承認の撤回、正式承認の取消。
Art. 3 Measures and Sanctions ., ibid., pp.50-52.
9
これら 3 者の使命と役割は、IOC に関してはオリンピック憲章第 2 条、IF に関しては第 27 条
1 項に、NOC に関しては第 28 条に規定される。IOC の使命は世界中でオリンピズムを推進し、
オリンピック運動を主導することであり、IF の使命はオリンピック憲章に定められた最終目標
の達成に関し、オリンピズムとオリンピック教育を普及させることを通じて貢献すること、また
NOC の使命はオリンピック憲章に従い、国内的にオリンピック運動を発展、推進し、これを保護
することとされている。ibid., pp.14-15, pp.57-58, pp.61-62.
10
IOC の使命は憲章第 2 条では簡潔に「オリンピズムを推進し、オリンピック運動を主導する
ことである」と規定されるが、その活動には広汎なものが含まれる。IOC によれば「IOC の使命
は、NOC、IF、競技者、OCOG 等から構成される全てのオリンピックファミリーと TOP（The
Olympic Partners）パートナー、放送パートナー、国際連合の専門機関との協力関係において調
整役を演じ、広範なプログラムとプロジェクトを通じて、その関係がうまく機能するよう主導し、
これを基礎としてオリンピック競技大会の定期的開催を確保し、オリンピック運動に参加してい
る全ての組織を支援し、…オリンピックの諸価値の普及を強力に推進すること」
（http://www.
olympic.org/en/content/The-IOC-Institution1/?Tab=0. Accessed on December 20, 2009）とさ
れており、その活動はスポーツ界のみならず、現実の国際社会全体を巻き込んで、その理想とす
る社会の創造を目指す世界運動として位置づけられる。
憲章では、
第 2 条のみならず、
第 15 条
【法的地位
（Legal Status）
】
3 項で
「IOC の目的はオリンピッ
ク憲章によって課された使命、役割、責任を果たすこと」と規定されており、IOC は世界的オリ
ンピック運動を主導することを使命とし、その責任を負わされた責任履行機関として位置づけら
れているのである。
11
IF は、国際的レベルの一つまたはそれ以上のスポーツを管轄する団体として IOC によって承
認された非政府国際組織であるとされ、IF はその統轄する競技を国際的レベルで健全なものに
する責任を負わなければならず、その活動の実践と活動の内容がオリンピック憲章に一致する
ことを確保しなければならないとされている。http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/
Governance/International-Federations/. Accessed on December 20, 2009.
12
NOC の使命は、
「その代表する国において、オリンピック運動を発展させ、促進し、かつ保護
することである」とされている。NOC はスポーツ分野で、オリンピズムの根本原則の国内的普及
を促進し、
競技者の育成、
スポーツ・フォー・オール (「みんなのスポーツ」) のプログラムを支援し、
その国におけるスポーツの競技能力を維持する責任を負うものとされ、またその目的は、その国
を代表する競技者をオリンピック競技大会へ参加させることであるとされている。http://www.
olympic.org/en/content/The-IOC/Governance/National-Olympic-Committees/. Accessed on
December 20, 2009. Accessed on December 20, 2009.
13
Art. 29 Composition of the NOCs . sub.1.2., ibid., p.64.
14
Bye-law to Rules 28 and 29. sub.1.2., ibid., p.65.
7
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15
IOC によれば、IF の管轄下にある NF は、そのスポーツを統轄する IF に加盟しなければな
らないとされている。International Sports Federations(Ifs)-Olympic.org., http://www.olympic.
org/content/The-IOC/Governance/International-Federations/. Accessed on December 20,
2009.
16
Olympic Charter, Art.3, ibid., p. 16.
憲章第 3 条 2 項では、IOC は NOC 以外に、
「大陸もしくは世界的規模で組織された NOC の
連合組織を承認することができる」とされており、3 項では「IF 連合」
、5 項では「スポーツの関
係し、国際的レベルで活動している非政府組織」を、勿論オリンピック憲章の遵守が要件とされ
るが、承認することができると規定されている。
17
Aﬃliate and Recognised Organisations-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/
content/The-IOC/Governance/Aﬃliate-Organisations/. Accessed on December 21, 2009.
18
JOC- 世界の国内・地域オリンピック委員会。http://www.joc.or.jp/olympic/code/.
19
Association of National Olympic Committees, INTRODUCTION TO ANOC, from; http://
www.en.acnolympic.org/art.php?id=20008. Accessed on December 21, 2009.
20
op. cit.
21
Aﬃliate and Recognised Organisation - olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/
content/The-IOC/Governance/Affiliste-Organisations/?Tab=0. Accessed on December 24,
2009.
22
JOC- 世界の国内・地域オリンピック委員会。http://www.joc.or.jp/olympic/code/.
アフリカ大 陸に関しては http://www.joc.or.jp/code/africa.html、アメリカ大 陸に関しては
http://www.joc.or.jp/olympic/code/america.html、アジア大陸に関しては http://www.joc.or.jp/
olympic/code/asia.html、ヨーロッパ大陸に関しては http://www.joc.or.jp/olympic/code/euro.
html、オセアニア大陸に関しては http://www.joc.or.jp/olympic/code/aus.html を参照。
23
ANOC-Association of National Olympic Committees, The ANOC Commissions, from;
http://www.en.acnolympic.org/acnoen/fichiers/File/2008̲09̲08̲liste̲commissions̲acno̲̲ang.pdf. Accessed on December 21, 2009.
24
International Sports Federations-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/content/
The-IOC/Governance/International-Federations/. Accessed on December 21, 2009.
25
op.cit.
26
オリンピック競技。http://ja.wikipedia.org/wiki/オリンピック競技
（2009 年12 月21日アクセス）
。
27
International Sports Federations-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/content/
The-IOC/Governance/International-Federations/?Tab=1. Accessed on December 21, 2009.
28
Olympic Charter, Bye-law to Rules 46, Sub.2.1.2, ibid., pp.88- 89.
Olympic Sports-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/content/Sports/. Accessed on
December 24, 2009.
29
International Sports Federations-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/content/
The-IOC/Governance/International-Federations/?Tab=2. Accessed on December 21.2009
30
Olympic Charter, Bye-law to Rules 46, Sub.3.1.2, ibid.,p.90.
Olympic Sports-Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/content/Sports/. Accessed on
December 24, 2009.
31
IOC Recognised International Sports Federations, from; http://arisf.wordpress.com/
recognised-ifs/. Accessed on December 21, 2009.
32
International Sports Federations(Ifs)-Olympic.org., http://www.olympic.org/en/content/
The-IOC/Governance/International-Federations/?Tab=3. Accessed on December 21, 2009.
33
IOC の公式ページでは 1983 年の設立と記されているが、ARISF のページでは 1984 年とされ
ている。IOC のページは、注 17 のアドレスを参照。ARISF のページは注 16 のアドレスを参照。
ARISF を構成する 32 の IF に関しては、http://arisf.wordpress.com/32-ioc-recognised-sports/
を参照。
34
IOC Recognised International Sports Federations, from; http://arisf.wordpress.com/
recognised-ifs/. Accessed on December 21, 2009.
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35

ウィキペディア (http://www.weblio.jp/content/ スポーツアコード ) 参照。
International Sports Federations(Ifs) - Olympic.org., from; http://www.olympic.org/en/
content/The-IOC/Governance/International-Federations/?Tab=4. Accessed on December 21,
2009. / SportAccord: About SportAccord, from; http://www.agﬁsonline.com/vsite/vnavsite/
page/directory/0,10853,5148-175946-193164-nav-list,00.html. Accessed on December 21, 2009.
37
International Sports Federations(Ifs) - Olympic.org., ibid.
38
SportAccord: About SportAccord, ibid.
39
International Sports Federations(Ifs) - Olympic.org., ibid.
40
SportAccord: About SportAccord, ibid.
41
SportAccord: About SportAccord, ibid.
42
SportAccord: Members, from; http://www.agﬁsonline.com/vsite/vnavsite/page/directory/
0,10853,5148-176060-193278-nav-list,00.html. Accessed on December 21,2009.
36

（ながいし ひろたか・本学准教授）
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Beyond Single-cause Explanations:
Multiple Perspectives
英語学習における不振の一要因とその克服
―複数の視点から―

Seth Eugene CERVANTES
セス・ユージン・セルバンテス

key words : single-cause explanations・genetic・environmental
proximate goals・ultimate goals

ABSTRACT
In this paper I discuss explanations for why Japanese students fail to reach their
goals. In particular I discuss single-cause explanations. Single-cause explanations
focus on one factor while ignoring other factors. The two types of single-cause
explanations I discuss are genetic and environmental. To avoid the pitfalls
of single-cause explanations, I suggest that we view problems from multiple
perspectives. I give some examples of how this is done and implemented in
the language classroom. One specific suggestion I make is a greater focus on
proximate (or immediate) goals as opposed to an overbearing concern for ultimate
(long-term) goals.
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Each New Yearʼs Eve some of Japanʼs top recording artists compete
in a sort of battle of the sexes called Kouhaku Uta Gassen （ 紅 白 歌 合
戦 ）or Red and White Song Contest. Scottish singer Susan Boyle
was invited as a special guest performer and introduced by Takuya
Kimura, an all around singing, dancing, and acting talent. Kimutaku, as
he is aﬀectionately called in Japan, asked Ms. Boyle in English about her
impression of Japan. Confused, Ms. Boyle looked back at her interpreter,
for reasons unknown（maybe she was wondering if she really needed an
interpreter, or she was nervous）. Dazed and embarrassed（I wonder if he
ﬁred his hapless English teacher!）, Kimutaku regained his composure and
continued with the introduction̶this time in Japanese! This may seem
like a mildly funny moment in the TV history of Japan, but it is revealing.
I have more on that a little later.
The next day, the press poked fun at Kimutakuʼs English. Iʼm sure
many Japanese watchers know the feeling either by ﬁrsthand experience
or vicariously through some waking dream involving a confused foreign
tourist asking for directions.
Another well known case involves the former Yankee slugger and
2009 Major League Baseball World Series MVP Hideki Matsui. In his
acceptance speech, to a packed Yankee Stadium watched by millions and
millions of crazed baseball fans in Japan, he thanked the crowd for their
support and expressed his undying loyalty and love for New York and his
teammates...in Japanese. Of course, his unwillingness to do the interview
in English was criticized, some as cowardice. Take the following from
Japan Times columnist Wayne Graczykʼs Baseball Bullet-in”（2009）
…I received two e-mails from English speaking Japanese fans
critical of Matsuiʼs televised interview following his [World
Series] MVP selection, and the fact that he spoke Japanese and
（103）
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used an interpreter.

Heʼs been playing and living in the U.S.

for seven years, ”wrote one guy.

He should be ﬂuent in English

by now. How embarrassing.” I think he should have done the
interview in English; even in broken English would have been
OK,

said the other.

For lack of a better way to put it, Youʼre damned if you do, and youʼre
damned if you donʼt !
For a brief moment consider the singer. For many, a singer is only
. It may be an
allowed to sing publicly if he or she sings well（Levitin, 2006）
unwritten code, but the rest of us with only a modicum of singing talent
would never dare sing in public（i.e, in front of strangers）. The fear of
ridicule is just too much. The same can be said about speaking a foreign
language. Most Japanese enjoy studying English; most Japanese enjoy
singing（in the privacy of their cars or at a karaoke box）. Despite the
enjoyment, Japanese tend to avoid doing either activity in public. It's an
either/or mentality. I believe that the fear of ridicule for making mistakes is
a product of culture, a learned rather than genetic endowment.
If we step outside our comfort zones and visit a non-Western
country, a diﬀerent reality is discovered. Singing in front of strangers and
speaking in foreign languages is a way of life rather than the exception.
You sing and dance in public, regardless of ability, and you use your
second language, regardless of ability.

LEARNING ENGLISH:IS IT TIME WELL SPENT?
One widely cited estimate reports that the average Japanese
student can be expected to spend 3,120 hours（over a six year period）
studying English（Honna, 1995）. Another Japanese study showed that
if a student started out with a TOEIC（Test of English for International
（104）
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Communication）score of 250（out of a possible 990）that student would
have to study an additional 1,750 hours to raise her score to 950（Saegusa
（1985）as cited in Trew（2006））. I m a bit skeptical, because the math
doesnʼt add up. If Japanese students on average spend 3,120 hours
studying English then why was the national average hovering around 580
and not a perfect 990 as the ﬁrst study I cited suggested. As a thought
experiment letʼs play with the math a little more. For every hour spent
studying English a Japanese student can expect to make a gain of 0.185
.
points（average TOEIC 580/ average hours spent studying English 3,120）
If a Japanese student wanted to score 990 she would have to study about
. Roughly
5,351 hours（average gain per hour 0.185/top TOEIC score 990）
that comes to 222 days of continues study, no breaks. Now, letʼs put a
hypothetical price tag on a 990 score. Letʼs say it costs on average 1,500
yen per hour to hire an English teacher, and then the price would come
to a total of 8,026, 500 yen or about 75,000 US dollars. For the time spent:
Ouch! For the money spent: Ouch!
As anyone with a disserting eye can see, I ve played fast and loose
with the numbers. For many Japanese learners, be it one of my students
or Kimutaku or Hideki Matsui, a gain of 0.185 points per study hour
sounds about right. What are the incentives for studying English in
Japan? If I were Japanese, I m not sure I would want to study English. If
time is money, then surely I would have better ways to use my time.
In their books Freakonomics（2005）and Superfreakonomics（2009）,
economist Steven Levitt, of Chicago University, and journalist Stephen
Dubner, of the New York Times, argued that although incentives move
, how they act is almost impossible to foresee.
people to act（or not）
One example they use is the seatbelt. When then Ford CEO Robert
McNamara（the former Secretary of Defense and one of the architects
（105）

Seth Eugene CERVANTES Beyond Single-cause Explanations: Multiple Perspectives

of the Vietnam war）had all Ford cars outﬁtted with seatbelts to save
, only
lives at a nominal cost（especially when compared to lives saved）
11% of the population in the mid-1960ʼs used seatbelts. Why didnʼt they use
？
seatbelts despite the obvious incentives（it could save my life someday!）
Levitt and Dubnerʼs answer to this question is simple: human behavior
is hard to change. I know not wearing a helmet when I snowboard is
dangerous. I heard time and time again that wearing a helmet prevents
minor head injuries, but almost all my favorite snowboarders donʼt
wear helmets̶halmets are just not cool and make your head look like
a pumpkin. I was willing to risk a head injury to look

cool.

This

ended when I clipped my heel edge and slammed the back of my head
on compacted snow̶ bullet-proof ice as it is sometimes called. I now
wear a helmet.
The basic point here is that future behavior is difficult to predict.
We may think incentives like

the safety of oneʼs wellbeing

matters

more than oneʼs coolness, but thatʼs a matter of individual choice, and
some would even argue culture. With a Japanese language learner, the
incentives for studying English can vary according to time and place.
The same can be said about

disincentives.

In informal interviews, my

Japanese university students report a wide range of incentives. Some say
they study English mainly to fulﬁll a course requirement for graduation
while others say they want to study abroad. Some high school students
in Japan may have passing diﬃcult university entrance exams as their
primary motivation while others may simply want to be in the same class
as their friends.
Letʼs suppose a first year university student is considering taking
an English class. Here are some possible incentives:（1）English fulfills
a course requirement;（2）she wants to study English abroad;（3）she
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wants to score a 600 on the TOEIC;（4）she travelled abroad last year
and made friends she keeps in touch with through social networking sites
like facebook. Now here are some possible disincentives she may have:（1）
she scored a disappointing 350 on the TOEIC, far from her goal;（2）a
foreigner asked for help and she couldnʼt quite understand his English;
（3）thereʼs a group of girls who also like English who bully her;（4）she
doesnʼt have enough money to study abroad; and（5）most of the students
who take English courses are not serious students. Incentives pull and
disincentives push. Itʼs a matter of internal calculations. Later I ll say
a little more about incentives, though I ll refer to them as italicize and
proximate goals.

SINGLE-CAUSE EXPLANATIONS FOR FAILURE
I ll explain single-cause explanations（Freeman & Freeman, 2001）with
the following example. Those who subscribe to single-cause explanations
are like those nutritionists who try to explain the French paradox by
saying it is because they drink red wine, ignoring a whole host of factors
that comprise French eating customs, such as eating with others, eating
slowly, more time spent preparing food, and the list can go on（Pollan,
. What single-cause explanations have in common, like the
2008, 2006）
French paradox example above, is that they are free of context, and they
tend to confuse correlation（e.g., the French drink a lot of red wine and
they are healthier than Americans）with cause（e.g., the French drink a
.
lot of wine so they are healthier than Americans）
Reasons for failure vary, but often fall into two categories, though
these are not mutually exclusive:（1）genetic explanations for failure
and（2）environmental explanations for failure. A simple summary of
each would go something like Keiko just doesnʼt have the ability to learn
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English （genetic）and Keikoʼs English teacher is not very good, and she
doesnʼt have enough time to study（envirenmental）. The ﬁrst believes
failure is genetic while the second believes failure is environmental.

Genetic Explanations of Failure
Recently scientists at the Max Plank Institute for Evolutionary
Anthropology genetically engineered mice with the human version of
the FOXP2 gene, the so-called

. The
language gene （Wade, 2009）

humanized mice grew more complex neural structures in their basal
ganglia, a part of the brain associated with language. Additionally, these
mice have a diﬀerent squeak than normal mice.
The late astronomer Carl Sagan wrote about the amazing ability of
whales to communicate across the vastness of an ocean, and pondered
whether whales knew each other by name. A recent episode of 60 Minutes
discussed the secret language of elephants.

Researchers from Cornel

University, the show reported, were compiling an elephant dictionary
. Also, there is some evidence that tamarin monkeys use
（ANI, 2010）
suﬃxes（grammar）to communicate subtle but very important diﬀerences
to other monkeys. The BBC（Gill, 2009）even reported that tamarin
monkeys can recognize bad grammar.
The FOXP2 gene has also been linked to language dysfunctions.
So, regardless of outside inﬂuences, mutations of the FOXP2 gene（see
Pinker, 1994）will prevent people from developing natural language
competency. If you donʼt have the hardware （the computer metaphor）
or biological language circuits you donʼt have language. This is why
chimpanzees（our closest relatives in the animal world）canʼt learn to
speak like humans.
Our genes are who we are. They give us language. Because of
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this, many are led to believe that some people canʼt learn a particular
language because of genetic diﬀerences. Often people claim that certain
groups of people（those who look diﬀerent and speak a funny language）
are genetically inferior and are unable to learn certain languages.
Past linguists have argued that some languages（e.g. pidgins, minority
languages or

nonstandard

versions of a language）lack or have a

. Linguists no longer take this
primitive grammar（e.g., aboriginal groups）
position in light of overwhelming evidence to the contrary. For instance,
one linguist studying Black English found that not only did Black English
have grammar as complex as any language, in some respects its grammar
was more precise than the so-called standard English. In Black English,
the present continues can be used in two ways. He be working and He’s
working. The first sentence means that he is working now but isnʼt
working regularly while the latter means that he is working regularly
（sec Pinker（1994））. There are countless other examples of language
myths.

, who edited a
Linguists Laurie Bauer and Peter Trudgill（1997）

non-specialist book on the subject, call these beliefs what they really are:
racist and sexist.
Japan is one of only a few developed countries in Asia. Some
Japanese are often fooled into believing that this success is the result of
being Japanese. In this the Japanese are not alone.

[O]ne of the factors

contributing to the myths surrounding Japanese is the uncertainty of
its genealogy. Indeed, Japanese is the only major world language whose
genetic affiliation to other languages or language families has not been
.
conclusively proven （94）explains linguist Masayoshi Shibatani（1990）
Among the world languages, Japanese ranks high in terms of total
number of speakers. Unlike English, almost all Japanese speakers are
Japanese. Itʼs only a hop, skip and a jump to believe that being Japanese
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and speaking Japanese are genetically linked. And since Japanese
were born to speak Japanese, learning a foreign language is a battle
against oneʼs genes. I often wonder if Japanese view Japanese speaking
foreigners

with as much amusement as a chimp in overalls.

Before I proceed, I want to point out that the above beliefs are not
held by all Japanese. In fact, many of the Japanese I know donʼt
express such beliefs. Also, research has shown time and again that
genetic explanations for foreign language acquistion failure in a race
of people have no basis in fact. A Speciﬁc Language Impairment found
in one family across generations or a middle-aged adult who has trouble
speaking following a traumatic head injury（e.g. aphasia）is a far cry from
saying that a group of people are unable to learn a foreign language
. Although it is a fact that some speciﬁc language
（i.e., to speak it well）
impairments are genetic, passed on from generation to generation, these
are not found with regularity among general populations̶this is not how
natural selection works, and getting hit in head is just rotten luck!
I ll end this section with a personal story. My grandparents on both
my motherʼs and fatherʼs side never spoke a word of English.（Well, I
guess thatʼs not entirely true. I think I heard my grandpa Cat say Hello
once.）For the most part, they spoke Spanish until the day they died. As
fate would have it, their grandchildren speak English and not a word of
Spanish, and some of their great-grandchildren speak Japanese and only
a few words of English! Language is in our genes, not any particular
language.

Why Genetic Factors Are Important: You Smile, I Smile
Social neuroscientist and author Richard Restak（2006）notes that
humans have a tendency to mimic the facial expressions of others. We
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communicate our feelings and emotions with facial expressions. When
a student smiles I canʼt help but smile and feel happy. When a student
frowns I canʼt help but frown back. When I frown at a student, I suddenly
feel like I have to punish him. Restak calls this emotional resonance.
If I come to my class excited and enthused, my emotional energy
resonates with my students. Emotional resonance is not a diﬃcult idea
to understand. When we see a particularly horrible sporting accident,
we cringe. From the brainʼs perspective, emotionally we experienced the
same accident as well. Now, if that person is a close relative or friend, our
emotional response is stronger. If a teacher enters the classroom with an
Iʼd rather be somewhere else look, the students are genetically wired
to adapt that same look and feel the same way as their teacher.

Environmental Explanations
Differences in culture have nothing to do with inherited genes,
though culture develops and spreads in a way similar to genes（Dawkins,
. By analogy, we say we
1977; Brodie, 2009）

inherit

culture. I do

believe some cultures put certain societies at a disadvantage. To say that
a culture that believes in the enslavement of other human beings（e.g.,
pre-Civil War South）or a culture that doesnʼt allow women access to an
education（e.g., the Taliban ）is sick is an understatement.

Do Westerners view the world differently than
Easterners?
Social psychologist Richard Nisbett（2003）notes some differences
between the ways Easterners（mostly those from China, Korea and
Japan）and Westerners（mostly those from Europe and North America）
view the world. Consider the following: In infancy, Westerners learn
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nouns faster than verbs while Easterners learn verbs faster than
nouns; Easterners show proficiency in algebra and arithmetic but not
in geometry while Westerners show proficiency in geometry but not
in algebra and arithmetic. One study reported that Japanese children
responded to negative feedback on art projects with longer times on task
while American children responded to negative feedback with less time
on task. American children responded to positive feedback on their art
projects with more time on task.
Japanese give low self-evaluations even when the survey was
anonymous. Japanese viewed the negative results as a chance for
improvement. On a personal note, I ve witnessed this ﬁrsthand. At the
beginning of each semester, I ask my Japanese university students to
write down their current level of English. Almost without exception, they
report having low, near beginner level of English ability, this regardless of
actual ability.
Nisbett discussed how Asian and Asian-American students studying
in the U.S. only reluctantly spoke or shared their ideas in class. In fact,
many only did so at the behest of their teachers. Nisbett also found
that Asians see more of the

whole

than Westerners do. In fish

studies conducted by one of Nisbett s Japanese students, the Japanese
participants were more interested in background scenes（they even
noticed the bubbles in the water!）while the Western participants mostly
commented on focal ﬁsh. Nisbett s Japanese student who designed the
experiment concluded that Japanese view the world through a wide-angle
lens and Westerners had

tunnel vision.

The Westtern view or the Eastern view:Which is best?
Cultural explanations of failure are linked very closely with genetic
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explanations. This is so because we have fused culture with genetic
evolution. As with genes, culture is replicated and passed on to the next
generation. If in one generation, there is a culture trait of young boys
wrestling crocodiles then that society, along with the cultural trait of
crocodile wrestling matches, wouldnʼt last long（Although it is possible
. Of course,
that a genetic trait for crocodile wrestling could evolve）
such cultural traits donʼt exist in any human society and the reasons are
obvious. Letʼs consider another cultural trait passed on in the form of
food culture. In the East, tofu is a main part of the diet. Humans canʼt eat
soy as it exists in nature. There is a process for making tofu that was
discovered and passed down from generation to generation. Now, suppose
tofu contained toxins that made people sick, then knowledge of making
tofu would not replicate itself and would not be passed down to the next
generation.
When I ﬁrst came to Japan, I took the position that the Japanese way
of doing things and seeing the world was wrong, and that it should be
discarded like a gene that causes cancer or a cultural trait like wrestling
crocodiles or a recipe for poisonous tofu. I wanted to force my students to
think as I do. People seem to take the position that our cultural lens is the
IDEAL and everything else is deﬁcient.
I want my students to succeed and forcing them to see the world
in a diﬀerent way（my IDEAL way）was half-wrong . I say half-wrong
because I think I should challenge my students to see the world in a
Western-way.

Why not? Decontextualizing and categorizing have

merits. However, it is also a fact, at least in my case, that I came to Japan
with no knowledge of the Eastern view of the world although many of
my students have more than an inkling of the Western view.
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In the classroom: Debate class
I ve been teaching debate in Japan for six years. Nisbett points
out that debate developed in the West but not in the East. In the West,
it seems more natural for students to take opposing view points. You
can either be

for

abortion or

against

abortion. For my Japanese

students, debating an issue like abortion is almost impossible. A common
response to a debate resolution is

case-by-case.

In the U.S., youʼre

either pro-choice or pro-life.
In the West, we often paint ourselves into an either/or corner,
as though the choices were clear cut. To get my Japanese students to
debate, I contextualize the resolution. So instead of debating “abortion,”
I introduce a situation in which two parents are talking about their
18-year old daughter. The daughter just told her mother that she is
pregnant. The father thinks his daughter is too young and immature and
should have an abortion. The mother thinks having a baby will change
their daughter, and reminds her husband that she got pregnant when she
was eighteen. Their daughter would raise the baby as a single mother,
but the mother would help. There is no middle way: she either has the
baby or an abortion, although adoption（not common in Japan）could be
a middle way. Some students suggested that the mother is going to help,
so she probably shouldnʼt have an abortion. Other students think sheʼs
too young and should wait until she ﬁnishes school and gets married. My
Japanese students want to know what the parents think and how they
would react. In the West, abortion is abstracted to the point of either
the life of an unborn baby or the right to choose. In the East, abortion
is viewed in the context of other competing factors, like the size of an
apartment, the burden placed on other family members, and the future
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of the unborn baby. While in the West the abortion debate centers
around abstract notions of a soul and rights. Easterners, like my Japanese
students, are more concerned with situational matters.

Convergence
The point I hope to make is that of a convergence between thinking.
Itʼs neither an either/or choice nor a middle-way. Our brains are plastic
to some extent, so we are not slaves to any one particular vision of the
world. As research and history shows, Eastern and Western views of
the world, as expressed through culture, has their strengths. Without
strengths Eastern and Western cultures would not have been replicated.
As my example of teaching debate suggests, teaching in Japan requires
that teachers take the time to adjust their lessons to better help students
achieve results. If for example that means holding your tongue when you
want to tell a student he is doing a great job because youʼre afraid heʼll
interpret that as meaning he no longer needs to improve, then hold your
tongue. But at the same time Asian students should learn how to see the
world through their Eastern and Western Lens.

PERSPECTIVES: DISCOVERING PROXIMATE AND
ULTIMATE GOALS
I want to start by talking about eyes. In particular, my eyes. Eyes
excite the imagination. Theyʼre amazing pieces of flesh, but eyes have
limits. My eyes see and donʼt see. Think about it for moment. The only
light visible to my eyes is a very small sliver of the electromagnetic
spectrum. Visible light has six colors̶violet, orange, yellow, green, blue,
. Thatʼs what I can see but thatʼs not all that s
and violet（Sagan, 1980）
there. My eyes canʼt see radio waves but I know itʼs there. My eyes canʼt
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see ultra-violet light or infrared light, but theyʼre there. And what about
gamma-rays and X-rays?
And what about my ears? Like the eyes, theyʼre amazing pieces of
ﬂesh. But like eyes they have limits. The last few seconds of the Beatlesʼ
song Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band pitch is so low that most
. Our brains turn light into vision; our
people hear nothing（Levitin, 2006）
brains turn sound into music and language. Nonetheless, my eyes and
ears cannot turn all light into vision and my ears cannot hear all sounds.
Thereʼs more to our world and universe than what we can see or hear.
In H.G. Wells scientific classic The Invisible Man, a medical student
becomes invisible by entering the fourth dimension. Now, physicists
. I m stuck in a three
believe there are eleven dimensions（Kaku, 2008）
dimensional world, so there must be more to the world than what I can
see and hear.
I want all my students achieve their ultimate goals for learning
English. The ultimate goal of any student is erratic. A student may
start studying English to please her parents, and then that goal may
change into becoming a translator of movies. And she may have multiple
and competing goals, like she wants to be a translator of movies but she
also wants to get a high score on one of the many standardized English
tests in Japan.
I almost always think of goals as end products. Those end products
are ultimate goals. What about the in-between goals or proximate goals.
I enjoy running in the summers. Like most runners, I run to improve my
health. After each 10-kilometer run, I only feel tired, not healthier. If after
each run I don t feel any healthier than I did before my run, then what
are my incentives for putting on my running shoes the next day? As any
serious runner will tell you, running clears the mind. Thereʼs nothing
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like a nice run to get out of my tiny apartment and just think. Those
immediate incentives are proximate goals.
All serious Japanese students of English want to master English.
It seems that most of my student s goals are ultimate goals. In nature,
animals donʼt normally have the foresight to know ultimate goals. Most
animals know that eating staves oﬀ the pangs of hunger. Filling full and
content is immediate, thus proximate. At the same time, eating keeps the
animal alive and healthy, all ultimate goals（Pinker, 2002）.
Do English teachers and English learners think about proximate
goals while ignoring（or at least putting it aside for a moment）ultimate
goals? Anthropologist Brian McVeigh（2002）argues that English in
Japan can be viewed from two perspectives: a testing perspective and
a fantasy perspective. In the testing perspective the ultimate goals are
that Japanese students pass diﬃcult university exams in very controlled
settings. The other perspective is the fantasy perspective. In response to
the testing perspective, Japanese students have created a world in which
they use English to travel to far and exotic places, to make gaijin or nonJapanese friends, and to become internationalized. They coexist. Both
perspectives are orientated toward the future. There is no proximate goal
in either.
When it comes to learning, can there ever be an end product? I
think so. I donʼt see anything wrong with striving to achieve long term
goals like passing a standardized test. And thereʼs nothing wrong with
imagining yourself traveling to far and exotic places, and speaking in a
foreign language. These goals cannot be achieved overnight.
As I view the world in the fourth dimension, what are some
proximate goals my students may have? In our daily life most ultimate
goals are unknown while proximate goals are known. We eat certain
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foods because we enjoy the feelings we get when we eat. We enjoy eating
with others because itʼs enjoyable. Enjoying the company of others and
feeling full are proximate goals that keep us returning to the dinner table.
Eating a good meal with my family gives me the opportunity to teach my
children how to act in social settings. Japanese children learn the value of
aisatsu（挨拶）or greetings and mana（マナー）or manners（Pollan, 2008）.
Food keeps me and my family healthy. These are the ultimate goals, but
I never really think about ultimate goals.
When it comes to the study of English both teachers and students
focus on ultimate goals. A good question is: What are the proximate goals
of foreign language study? I m not sure I can give a good answer, but
I think itʼs one that deserves attention. Each lesson I teach has a goal.
By the end of a lesson, my students should be able to do ×（e.g., after
a lesson, students should be able to talk about the clothes they like.）
Depending on the studentʼs level, the complexity and variety of language
used will vary, but the goal remains. Goals like this are proximate but
theyʼre the most obvious.（Again, I m looking at the world through a
straw. Now, I enter the ﬁfth dimension.）
Zoltan Dörnyei, a specialist on motivational strategies in the
language classroom, had this to say about motivation: Sometimes the
best motivational intervention is simply to improve the quality of our
. I also found this to be the case with troublesome
teaching （25-26）
behavior like sleeping in class, using cell phones, showing up late to class,
and non-participation（Cervantes, 2006.）Teaching a really good lesson
gives students a proximate goal for coming to class. They enjoy class not
only for the sake of learning English but because going to class makes
their day and ultimately their lives much better.
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PERSPECTIVES
I once had the pleasure of meeting John Fanselow. Fanselow is well
known for his call to break rules. During our brief encounter, he sat
across from me and observed my facial expressions and listened to what
I had to say. He asked What are you interested in? and then oﬀered
the following advice: If you really want to change, then you have to
break a few rules. I m sure Fanselow didnʼt mean that we bring a gun
to class or do something illegal, rather breaking small rules. I like the idea
of breaking small rules.
If I step into the seventh dimension, I ll probably see other stupid
rules. But I donʼt need to step into any other dimension to think about
some unwritten rule that tells students that they have to sit in the same
seat each lesson. Why do teachers talk and students listen? Why do
students sit and the teachers stand up? Why do teachers teach in the
front of the class? Can students and teachers break these rules? I think
so!
Observing is important. A colleague observed that I donʼt let
students talk.

You have the tendency to ﬁnish a studentʼs sentence

he said. This is something I never really considered. This hit home when
my youngest daughter complained that her English teacher never let her
answer a question. The teacher would ask her a question and if she took
a little too much time to think, the teacher answered it for her. Even now
I still catch myself not letting students speak. I wonder if it grates on my
students like it did with my youngest daughter.
Another way I can step into a diﬀerent dimension is by imagining
that I m a student in one of my classes. What if I had to work nights to
save money for driving school? Driving school in Japan is expensive. The
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university is located on the outskirts of the city. Public transportation is
not the greatest in the world. I m tired but I have to attend a morning
class. I m sure if I were in that situation I would probably think hard
and long about not showing up to class. I had a philosophy professor in
university that taught an early morning class. He would show up with a
box of donuts（enough for 40 students!）and coﬀee. Donuts are expensive,
but I think I could bring some sweet snacks and some Japanese tea or
instant coﬀee. If I were a tired student, a piece of chocolate and a cup of
coﬀee would probably make the experience less arduous.
Another way I can enter a different dimension is by studying a
foreign language. I can follow my own advice. If I tell my students to
read in English, then I should read in Japanese. If I tell my students to
keep a journal or write a report, then I should do likewise in Japanese. To
be honest, most of the great ideas I have for teaching I have actually not
experienced as a student.

CONCLUSION
The writer Stephen King（2002）advised aspiring writers to have
a

reader in mind. My reader is my colleague Rob Olson. He is my

reader because he is the one I work with on a daily basis. When he talks
about teaching he does so with gusto. When he teaches, he does it with
emotion. When I researched this paper I kept thinking about Rob. For
sure, he talks big about improving students TOEIC scores, but the eﬀort
he puts into the day-to-day classroom stuff

is amazing. Heʼs baked

cookies for his students; heʼs bought them pizza; he s had end-of-semester
parties for his students; he spends countless hours drawing illustrations
and flashcards; and he gives out his e-mail address and phone number
to students, even students that donʼt attend our school, because who
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knows, they may choose to attend our university. I m not sure how many
dimensions Rob can enter, but I know itʼs more than the usual threedimensional one I live in. Rob enjoys being a teacher and the students
know that just as they know when a teacher doesnʼt.
If we think about it and not just from the usual vantage point of a
teacher, we discover that teaching English as well as learning English
is no simple matter. Thankfully, there are small things we can do each
lesson to improve the quality and experience of our lessons. I donʼt think
we should abandon cultural or genetic explanations for failure, only those
explanations that focus solely on one factor, thus obscuring other factors
that may be unperceivable from our present vantage point. I wrote about
the Western and Eastern views of the world and how they differ in
signiﬁcant ways. I argued that some aspects of culture, like the American
food culture or the bad habit of viewing foreign language ability as an
either/or skill̶you can speak only if you do it perfectly, and if you
canʼt donʼt even try! Finally, I suggested that teachers should think more
about proximate goals. Knowing proximate goals is not easy because they
vary widely. Thatʼs why viewing teaching and learning from as many
perspectives（dimensions!）as possible is vital. This takes imagination! So
USE IT!
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自然的遺産

論文要旨
本稿は、知的観光資源の有する情報認識の実態について、若干の検討をしようと
するものである。具体的には、知的観光資源として北海道遺産を取り上げ、それら
の情報認識の実態について観光旅行の実績などを関連させながら考察した。また、
北海道遺産に関するアンケート調査の対象として、観光科目履修者の協力を得た。
調査の結果、情報認識の高い遺産は、観光旅行の実績も同様に高いことが分かっ
た。人文・社会的遺産では、
「北海道ラーメン」
、「ジンギスカン」の他にアイヌ文
化のものと函館市内に位置するもので確認できた。自然的遺産では、
「登別温泉地
獄谷」、「摩周湖」で確認できた。これらの遺産は、北海道において有力な観光資源
となっているものも多い。その点から、現地において多様な情報発信がされている
可能性がある。結果として、訪れた観光客は、いずれかの情報を受信できる機会に
恵まれている。むろん、情報認識が、現地において受信したものとは限らないが、
ある程度の相関性は認められる。そのため、現地において適切な情報発信すること
で、観光客の情報認識につながる可能性は高い。
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Ⅰ はじめに
近年、世界遺産をはじめ各種遺産を巡る観光旅行が急速に増加してい
る。遺産と呼ばれるものには、世界遺産、近代化遺産、地質遺産、戦争
遺産などがある。また、北海道遺産のような一定の地理的範囲を条件と
するような場合もある。いずれの遺産も、保存や保全をする上で高い価
値があると評価されたものである。このような遺産が、観光資源化した
場合、知的観光資源と位置付けることができる。各地では、このような
遺産の発掘をし、観光活用することで地域活性化を目指すところも少な
くない。
しかしながら、各地では、遺産を観光資源化する過程で、貴重な知的
情報の発信が形骸化していくことが少なくない。すなわち、遺産の知的
情報を発信するよりも、いかに経済的な効果に結びつけることができる
か、優先されてしまう。遺産の価値を伝えるには、観光客の学習意欲が
ある場合を除くと、現地での情報発信に限られる。具体的には、リーフ
レット、解説版、ボランティア解説員などがある。旅行ツアーの場合、
解説員が添乗することもある。これらが何もないとすれば、現地におい
て遺産の価値を正しく伝えることは難しくなる。
本稿は、知的観光資源の有する情報を観光客がどのように認識してい
るのか、若干の検討をしようとするものである。具体的には、大学の観
光科目（2009 年度北海道観光論）における履修者を対象に、北海道遺産
の有する基礎的な情報について調査を行い、その結果を用いて考察する。
地域に根ざす知的観光資源として北海道遺産は、種類の多いこと、分
布が北海道全域に広がっていること、観光旅行先として短距離であるこ
と、などを理由に調査対象として適当と考えた。また、大学の観光科目
の履修者は、多少なりとも北海道の観光に興味関心を持ち、時間的に観
光旅行の機会に恵まれている。年齢的、職業的な偏りはあるものの、一
般観光客の意思として耐えうるものと判断した。さらに、履修者の中に
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は、道外出身者がおり、北海道の土地勘に差のあることも考察データと
して興味深いものと判断した。
なお、本調査は、平成 21 年 12 月 4 日に実施した。

Ⅱ 回答者の属性と北海道遺産の概要
1. 回答者の出身地
本節では、回答者である学生の出身地と北海道遺産の概要認識につい
て述べる。回答者の出身地は、道内 62%、道外（国外）20%、道外（国
内）18% であった。全体では、道内出身者は約 6 割、道外出身者は約 4
割となる。道内出身者の場合、現在まで約 20 年間を北海道で過ごして
いることになる。道外出身者の場合、大学入学時から初めて北海道で過
ごす人が大半である。よって、居住年数も約 2・3 年間に留まる。
道内出身者は、苫小牧市内、室蘭市、登別市などの胆振支庁管内が大
半を占め、それ以外は全道各地に分散している。道外（国内）出身者の
場合、東北地方の人が多く、西日本方面からの人はほとんどいない。道
外（国外）出身者の場合、外国人留学生であり、その大半を中華人民共
和国が占め、一部にベトナムなどの他アジア諸国の人がみられる。
以上から、道内出
身者は、北海道内で
の観光旅行の機会に

道外出身者（国外）
20%

恵まれ、道外出身者
は、北海道内での生
活に新鮮さを感じ、

道外出身者（国内）
18%

道内出身者
62%

観光旅行にも興味関
心を持っているもの
と考えられる。

第１図

回答者の出身地（割合）
資料）アンケート調査。
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2. 北海道遺産の概要認識
続いて、回答者の北海道遺産に対する概要認識について述べる。概要
認識として、
「北海道遺産」という言葉を聞いたことがあるかどうか、
次に「聞いたことがある」と回答した人に対して、北海道遺産がどのよ
うな基準で選定されているか知っているかどうかについて尋ねた。いず
れも回答項目の内容は、回答者の理解や判断に任せているため、多少と
も差異はあると思われる。
言葉の認識については、58% が「知っている」と回答し、42% が「知
らない」と回答している。次に、
「知っている」と回答した人を中心に
選定基準の認識について尋ねたところ、90% が「知らない」と回答し、
10% が「知っている」と回答した。
よって、北海道遺産は、あくまで呼び名の認識に留まるもので、深く
はほとんど知らないと解釈してよかろう。その要因として、北海道遺
産は、2000 年以降に登場したものであり、道内外の出身地に関係なく、
新しい遺産の概念であること、テレビ放送や書籍などで北海道遺産を取
り扱ったものはあるが、その数は限られていることが考えられる。その
ため、北海道遺産に選定された観光資源を訪れても、全く気付かない可
能性がある。また、
遺産という言葉は、知床の世界自然遺産の登録（2004
年）で脚光を浴びるようになり、その印象が先行していることも考えら
れる。結果、遺産という言葉から何か古い地域資源であること、北海道
という言葉から地域限定の資源であることは、想定できるが、その域を
出ない認識に留まると判断してよい。

3. 北海道遺産の概要
本節では、次章以降の考察をふまえ、北海道遺産の概要について触れ
ておきたい。すでに述べたように、北海道遺産は、2000 年以降の二度
にわたる選定で取り上げられたものである。その趣旨は、次世代に引き
継ぎたい北海道の大切な資源を残し、保存活用も視野に入れたものであ
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る。遺産の対象は、北海道内で生起した事象であれば、有形、無形、建
築や誕生時期などは問わない。第 1 回の選定では、2001 年に行い、約
16,000 件の応募の中から、25 件を選定した。第 2 回の選定では、約 9,000
件の応募の中から、27 件を選定した。現在、52 件の遺産があり、14 支
庁に 1 つ以上が位置している。応募は、北海道内の居住者はもちろん、
道外の居住者でも参加は可能であった。選定された遺産は、自然的事象
と人文・社会的事象に大別できるものの、地名といった無形なものも含
まれた。また、1 つの事象が、広範囲に分布するようなものもあった。
例えば、「屯田兵村と兵屋」は、札幌や旭川などに分布する。
第 1 表 北海道遺産の名称と地域 (2008 年現在 )
遺 産 名
稚内港北防波堤ドーム
宗谷丘陵の周氷河地形
天塩川
留萌のニシン街道
増毛の伝統的建造物群
旭橋
土の博物館
雨竜沼湿原
北海幹線用水路
空知の炭鉱関連施設と生活文化
石狩川
江別のれんが
北海道大学 札幌農学校第 2 農場
開拓使時代の洋風建築
札幌苗穂地区の工場・記念館群
小樽みなとと防波堤
ニッカウヰスキー余市蒸留所
積丹半島と神威岬
京極のふきだし湧水
スキーとニセコ地域
北限のブナ林
昭和新山国際雪合戦大会
登別温泉地獄谷
内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群
姥神大神宮渡御祭と江差追分
上ノ国の中世の館

地 域
稚 内 市
稚 内 市
天塩町 12 市町村
留 萌 市 他
増 毛 町
旭 川 市
上富良野町
雨 竜 町
赤 平 市 他
夕 張 市 他
石 狩 市 他
江 別 市
札 幌 市
札 幌 市
札 幌 市
小 樽 市
余 市 町
積 丹 町 他
京 極 町
倶 知 安 町
黒 松 内 町
壮 瞥 町
登 別 市
函 館 市 他
江 差 町
上 ノ 国 町

遺 産 名
福山（松前）城と寺町
五稜郭と箱館戦争の遺構
函館山と砲台跡
函館西部地区の街並み
路面電車
静内二十間道路の桜並木
モール温泉
らわんブキ
旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群
霧多布湿原
摩周湖
根釧台地の格子状防風林
野付半島と打瀬船
ワッカ・小清水原生花園
ピアソン記念館
森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21 号」
オホーツク沿岸の古代遺跡群
流氷とガリンコ号
屯田兵村と兵屋
北海道の馬文化
アイヌ語地名
アイヌ模様
アイヌ口承文芸
サケの文化
北海道のラーメン
ジンギスカン

資料）北海道遺産構想推進協議会事務局発行リーフレット。
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地 域
松 前 町
函 館 市 他
函 館 市
函 館 市
函館市・札幌市
新ひだか町
音 更 町 他
足 寄 町
上 士 幌 町
浜 中 町
弟 子 屈 町
中標津町他
別海町・標津町
小清水町他
北 見 市
丸 瀬 布 町
網 走 市 他
紋 別 市 他
北海道全域
北海道全域
北海道全域
北海道全域
北海道全域
北海道全域
北海道全域
北海道全域
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選定は、学識経験者らで構成する北海道遺産選定委員会によって行わ
れた。選定基準は、学術的、美的な価値などの「客観的な評価基準」、
保存や活用の取り組みなどの「思い入れ価値」、さらに「北海道らしさ」
を加えた 3 点である。
北海道遺産の構想では、選定した遺産の積極的な活用を示している。
1 つは、地域の宝物を掘り起こし、育成・活用する過程で地域づくりや
人づくりを展開すること、2 つは、自分が暮らすまちや地域への愛着と
誇りを醸成すること、3 つは、観光活用をはじめとする地域経済の活性
化へつなげることである。
とりわけ、3 つ目の視点は、北海道遺産の観光活用を期待するもので
ある。観光活用の期待は、地域経済の活性化にあるが、2 つ目の視点で
ある地域への愛着と誇りを醸成する上で、遺産の有する知的情報の認識
を欠くことはできないであろう。

Ⅲ 北海道遺産の情報認識
本章では、北海道遺産を自然的遺産と人文・社会的遺産に区分した一
覧を作成し、それぞれについて、どのようなものか、認識している場合、
丸印をつけるよう指示をした。また、それが具体的に何であるか、キー
ワードを書ける場合、可能な限り、記入してもらった。認識の判断は、
遺産を直接訪れた、見たなどの経験を問うものではなく、あくまで遺産
の有する情報の認識である。他方、今回の調査方法では、初めてみた遺
産名であっても、
文字から認識することができる。例えば、
「路面電車」は、
公共交通機関ということがわかれば、
それが何かは認識できる。本来、
「路
面電車」が、なぜ、北海道遺産に選定されているかについての認識の有
無が重要である。しかしながら、前章でもみたように、北海道遺産の選
定基準をほとんどの人が知らない。今回、選定遺産が、まず、どのよう
なものか、認識しているかという段階に留めた。ただ、情報認識の少な
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い遺産は、選定理由を含め、それが何であるのか説明する必要性はあろ
う。なお、
「アイヌ語地名」は、情報認識などの判断が難しいため対象
から除いた。

1. 人文・社会的遺産の情報認識
まず、人文・社会的遺産（35 件）の情報認識の結果について述べる。
最も多い遺産は、
「北海道のラーメン」50 人であった。以下、「ジンギ
スカン」49 人、
「アイヌ口承文芸」25 人、「五稜郭と箱館戦争の遺構」
24 人、「路面電車」23 人、
「アイヌ模様」20 人、「サケの文化」と「函
館山と砲台跡」19 人、
「函館西部地区の街並み」12 人、「スキーとニセ
コ地域」10 人と続く。10 人以上の認識のあった遺産は、10 件で全体の
3 分の 1 以下に留まった。また、1 人も情報認識がない遺産は、「土の博
物館」、
「江別のれんが」
、
「森林鉄道蒸気機関車雨宮 21 号」の 3 件であっ
た。残り 33 件の遺産は、1 人以上の情報認識はあったことになる。
上位を占めた遺産は、いずれも食べ物であった。食べ物は、日常生活
との結びつきが強く、そのことが影響したかもしれない。ただ、「北海
道のラーメン」と「ジンギスカン」は、観光色の強い地域物産でもある。
「北海道のラーメン」の場合、地域性が強く、札幌（味噌味）、旭川（醤
油味）、函館（塩味）
、釧路（塩味）の 4 都市に根付くものであり、味付
けの違いも明確である。札幌では、ラーメン横丁やサッポロラーメン共
和国、旭川では、あさひかわラーメン村など、1 つの観光施設として機
能している。
「ジンギスカン」の場合、サッポロビール園やアサヒビー
ル園でのジンギスカンが有名であり、こちらも観光施設として機能して
いる。次に、
「アイヌ口承文芸」
、
「アイヌ模様」、「サケの文化」は、ア
イヌ文化に関するものである。対象とした学生の大学では、いくつかの
アイヌ文化に関する講義科目に加え、調査研究のための研究所も併設し
ている。また、近隣地域には、アイヌ民族博物館（白老町）があり、ア
イヌ文化を理解するための条件が整っている。こうした環境が、アイヌ
（132）
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人文・社会的遺産における情報認識の実態

人文・社会的遺産名
稚内港北防波堤ドーム
留萌のニシン街道
増毛の伝統的建造物群
旭橋
土の博物館
北海幹線用水路
空知の炭鉱関連施設と生活文化
江別のれんが
北海道大学 札幌農学校第 2 農場
開拓使時代の洋風建築
札幌苗穂地区の工場・記念館群
小樽みなとと防波堤
ニッカウヰスキー余市蒸留所
スキーとニセコ地域
昭和新山国際雪合戦大会
内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群
姥神大神宮渡御祭と江差追分
上ノ国の中世の館
福山 ( 松前 ) 城と寺町
五稜郭と箱館戦争の遺構
函館山と砲台跡
函館西部地区の街並み
路面電車
旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群
野付半島と打瀬船
ピアソン記念館
森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21 号」
オホーツク沿岸の古代遺跡群
屯田兵村と兵屋
北海道の馬文化
アイヌ模様
アイヌ口承文芸
サケの文化
北海道のラーメン
ジンギスカン

人数
2
2
2
3
−
1
3
−
5
4
1
7
4
10
7
1
3
1
1
24
19
12
23
2
1
1
−
2
5
7
20
25
19
50
49

主なキーワード

炭鉱の時代の背景
銀杏の木

花火・運河
ウイスキー製造
パウダースノー・スキー場

城・五稜郭タワー・新撰組
夜景
独特の街並み・景観
道路の中央を走る電車・函館と札幌
糠平湖

モヨロ貝塚
厚真町大田村にもある
馬産地・日高・ばんえい競馬
白老・左右対称
白老・文字をもたない文化
サーモンパーク・生まれた川に帰る
札幌・旭川・函館が有名 みそ味
羊の肉、ラム、厚真・松尾ジンギスカン

資料）アンケート調査。

文化の理解を深めたかもしれない。その他として、「五稜郭と箱館戦争
の遺構」、
「函館山と砲台跡」
、
「函館西部地区の街並み」は、ほとんどが
函館市内に位置するものである。生起した時期は、若干異なるものの、
函館市内において有力な観光資源となっている。最後に「スキーとニセ
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コ地域」は、大半が道内出身者の回答であった。これは、スキーとの関
連が強いことから、出身地との自然環境の違いが影響したものと考えら
れる。
続いて、上位を占めた遺産のキーワードについて確認しておきたい。
1 つ以上のキーワードが書かれた遺産は、18 件を数えた。1 つの遺産に
関するキーワードは、
多くても 3 つ程度である。上位を占めた遺産には、
いずれもキーワードの記述がみられた。
具体的には、
「北海道のラーメン」では、札幌、旭川、函館といった
場所と味に関する記述、
「ジンギスカン」では、羊の肉、ラム、松尾ジ
ンギスカン、厚真ジンギスカン、
「アイヌ口承文芸」では、白老や文字
をもたない文化、
「アイヌ模様」では、白老や左右対称、「サケの文化」
では、サーモンパーク、サケの性質に関する記述がみられた。「五稜郭
と箱館戦争の遺構」では、城、五稜郭タワー、新撰組、
「函館山と砲台跡」
では夜景、
「函館西部地区の街並み」では、独特の街並み、景観の記述
がみられた。
「路面電車」では、道路を走る電車、札幌と函館、「スキー
とニセコ地域」では、パウダースノーやスキー場の記述がみられた。そ
れ以外の遺産に関するキーワードも、情報認識を示す内容であった。
よって、キーワードをみる限り、遺産がどのようなものかということ
について、一定の認識はできている。ただ、一部には、認識不足という
ものもあった。
「サケの文化」では、アイヌ文化との関連を示唆するよ
うな記述、
「函館山と砲台跡」では、戦争との関連を示唆するような記
述はなかった。

2. 自然的遺産の情報認識
次に、自然的遺産（16 件）の情報認識の結果について述べる。最も
多い遺産は、
「登別温泉地獄谷」23 人であった。以下、「流氷とガリン
コ号」17 人、
「摩周湖」16 人、
「石狩川」15 人と続く。自然的遺産は、
人文・社会的遺産と比べ、最上位でも 23 人であり、その数は半分にも
（134）
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満たない。ただ、16 件すべて 1 名以上の情報認識があることは確認で
きた。また、
「石狩川」の場合、国外出身地の回答者はなく、国内（道外）
も 1 人に留まった。他の上位の遺産も、道外（国内・国外）の回答者は
少ない。自然的遺産の場合、道外出身者は、積雪、寒い、豊富な自然環
境といった抽象的なイメージが先行し、具体的な呼称の認識まで至らな
かったものと考えられる。加えて、
知床半島、釧路湿原、阿寒湖（マリモ）、
大雪山、洞爺湖といった著名な観光資源は含まれていない。こうした事
情も、影響したものと考えられる。
続いて、上位を占めた遺産のキーワードについて確認しておきたい。
1 つ以上のキーワードが書かれた遺産は、7 件を数えた。「登別温泉地獄
谷」では、硫黄、温泉街、
「流氷とガリンコ号」では、流氷観光船、氷
を砕く船、クリオネ、
「摩周湖」ではマリモ、弟子屈町の湖、「石狩川」
ではサケの記述がみられた。多くの記述は、遺産の有する情報であるも
のの、「摩周湖」のマリモのような誤解もあった。また、「登別温泉地獄
谷」や「摩周湖」では、源泉や透明度といった重要な情報を示唆する記
述は確認できなかった。
第3表

自然的遺産における情報認識の実態

自然的遺産名
宗谷丘陵の周氷河地形
天塩川
雨竜沼湿原
石狩川
積丹半島と神威岬
京極のふきだし湧水
北限のブナ林
登別温泉地獄谷
静内二十間道路の桜並木
モール温泉（十勝川温泉）
らわんブキ
霧多布湿原
摩周湖
根釧台地の格子状防風林
ワッカ・小清水原生花園
流氷とガリンコ号

人数
1
4
2
15
4
9
1
23
2
6
4
6
16
2
4
17

主なキーワード

サケ
名水百選
硫黄・温泉街

食べ物
マリモ・弟子屈町
ハマナス
流氷観光船・クリオネ・氷を砕く船

資料）アンケート調査。
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以上から、北海道遺産は、一部の遺産に限るものの、一定の情報の認
識はあったものと解釈できる。また、それらは、北海道における代表的
な観光資源に位置付けられているものであった。

Ⅳ 北海道遺産への観光旅行の実績
1. 回答者の観光旅行の状況
本章では、北海道遺産への観光旅行の実績を把握するのに先立ち、回
答者の観光旅行の状況について触れておきたい。観光旅行の状況は、平
成 21 年 1 月から 12 月までの期間（一部、旅行予定を含む）とし、宿泊
旅行、日帰り旅行いずれも含むものとした。また、12 月末から 1 月に
またがる観光旅行も対象とした。観光旅行先は、北海道内に限定し、道
南と東北といった周遊観光も含めた。回数の選択は、「5 回以上」、「2 〜
4 回」、「1 回」
、
「なし」の 4 区分とした。
その結果、何らかの形で観光旅行した人は 56% を数えた。ただ、4 区
分の選択では、
「なし」42% で最も多く、
「2 〜 4 回」34%、
「1 回」15%、
「5
回以上」9% となる。観光に対する興味関心はあるものの実際の行動に
は至っていない。その理由として、道内出身者とクラブ所属者の事情が
考えられる。今回の調査は、
単年度の状況であった。道内出身者の場合、
長期的な観光旅行の

5 回以上 9%

回数は高いと思われ
るが、定住地と旅行
先が同一のため、単

なし

年度の回数として少

42%

34%

ない可能性がある。

１回

すなわち、道内出身

15%

者は、翌年以降にも、
観光旅行の計画は立
案しやすい。しかし
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平成 21 年度の観光旅行の状況（割合）
資料）アンケート調査。
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ながら、道外出身者の場合、北海道に居住しているうちに、観光旅行の
計画を立案しようと考えるであろう。とりわけ、外国人留学生であれば、
その可能性がさらに高い。
また、回答者のうち、一定の割合で運動系クラブ所属者がいる。運動
系クラブ所属者は、
試合（大会）や合宿などで遠征が多いと思われるが、
その移動は観光旅行と一線を画するものである。そうした事情から、観
光旅行の機会には、恵まれていない人もいる。
観光旅行があると回答した人のうち、「2 〜 4 回」の層が最も多く示
された。1 年間の観光旅行の回数として適当と考えられる。「5 回以上」
の層は、道内出身者に限られた。土地勘がある分、手軽に日帰り旅行に
行くことができ、相当数に達したのかもしれない。

2. 人文・社会的遺産の観光旅行の実績
まず、人文・社会的遺産の観光旅行の実績について述べる。観光旅行
の実績は、これまでの期間とし、あくまで観光旅行に限った。広域の遺
産の場合、その一部を訪問した場合でも含めることにした。また、「ア
イヌ模様」では、直接みたことによるもの、
「北海道のラーメン」や「ジ
ンギスカン」では、店舗で食べたことによるものとした。
その結果、最も多い遺産は、
「北海道のラーメン」44 人であり、「ジ
ンギスカン」41 人、
「路面電車」24 人、
「五稜郭と箱館戦争の遺構」21 人、
「函館山と砲台跡」19 人、
「サケの文化」16 人、
「函館西部地区の街並み」
と「アイヌ模様」14 人、
「アイヌ口承文芸」12 人と続く。また、観光旅
行の実績のない遺産は、
「土の博物館」
「札幌苗穂地区の工場・記念館群」、
、
「森林鉄道蒸気機関車雨宮 21 号」の 3 箇所であった。
上位を占めた遺産は、いずれも食べ物であり、情報認識の結果と同じ
になった。その他では、函館市内に位置する遺産とアイヌ文化の遺産が
占めた。これらも、ほぼ情報認識の結果に準じるものである。中でも、
函館市内の 3 つの遺産について注目したい。「函館山と砲台跡」、「函館
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第4表

人文・社会的遺産における観光旅行の実績

人文・社会的遺産
稚内港北防波堤ドーム
留萌のニシン街道
増毛の伝統的建造物群
旭橋
土の博物館
北海幹線用水路
空知の炭鉱関連施設と生活文化
江別のれんが
北海道大学 札幌農学校第 2 農場
開拓使時代の洋風建築
札幌苗穂地区の工場・記念館群
小樽みなとと防波堤
ニッカウヰスキー余市蒸留所
スキーとニセコ地域
昭和新山国際雪合戦大会
内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群
姥神大神宮渡御祭と江差追分
上ノ国の中世の館
福山 ( 松前 ) 城と寺町
五稜郭と箱館戦争の遺構
函館山と砲台跡
函館西部地区の街並み
路面電車
旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群
野付半島と打瀬船
ピアソン記念館
森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21 号」
オホーツク沿岸の古代遺跡群
屯田兵村と兵屋
北海道の馬文化
アイヌ模様
アイヌ口承文芸
サケの文化
北海道のラーメン
ジンギスカン

道内出身者
1
3
3
3
−
1
2
1
2
−
−
4
3
7
4
1
2
1
1
14
13
9
16
1
1
−
−
2
3
2
10
9
13
30
30

道外出身者
1
−
−
−
−
−
−
−
−
1
−
1
−
−
−
−
−
−
−
7
6
5
8
−
−
1
−
1
−
2
4
3
3
14
11

総計
2
3
3
3
−
1
2
1
2
1
−
5
3
7
4
1
2
1
1
21
19
14
24
1
1
1
−
3
3
4
14
12
16
44
41

資料）アンケート調査。

西部地区の街並み」は、山麓部で一帯の地域と考えられるものの、「五
稜郭と箱館戦争の遺構」とは距離がある。これらを結ぶ交通手段として
路面電車の存在がある。
「路面電車」は、札幌のものを含むものである
が、函館においては観光資源として重要な役割を果たしている。その証
（138）
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拠に、函館観光を紹介するリーフレットには、函館山の景観と路面電車
が一帯となっているものがみられる。よって、函館市内は、「路面電車」
を加えた 4 つの遺産が集積していると考えてよい。

3. 自然的遺産の観光旅行の実績
次に、自然的遺産の観光旅行の実績について述べる。調査方法は、人
文・社会的遺産の場合と同じである。
第5表

自然的遺産における観光旅行の実績

自然的遺産名
宗谷丘陵の周氷河地形
天塩川
雨竜沼湿原
石狩川
積丹半島と神威岬
京極のふきだし湧水
北限のブナ林
登別温泉地獄谷
静内二十間道路の桜並木
モール温泉 ( 十勝川温泉 )
らわんブキ
霧多布湿原
摩周湖
根釧台地の格子状防風林
ワッカ・小清水原生花園
流氷とガリンコ号

道内出身者
1
2
1
7
2
6
2
13
3
3
3
3
8
1
3
3

道外出身者
−
1
−
1
−
1
−
2
−
−
−
−
1
−
−
2

総計
1
3
1
8
2
7
2
15
3
3
3
3
9
1
3
5

資料）アンケート調査。

その結果、最も多い遺産は、
「登別温泉地獄谷」15 人であり、
「摩周湖」
9 人、
「石狩川」8 人、
「京極のふきだし湧水」7 人、
「流氷とガリンコ号」
5 人と続く。自然的遺産の場合、すべての遺産において 1 人以上の観光
旅行の実績はあった。ただ、人文・社会的遺産と比べ、全体としての観
光旅行の実績は少ない。すでに述べたように、自然的観光資源として著
名な知床半島、釧路湿原、洞爺湖、大雪山などが含まれていないことが
影響していると考えられる。
上位を占めた遺産は、苫小牧を含む道央圏と道東圏に分かれた。「登別
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温泉地獄谷」は、地獄谷の見学の他に、温泉施設の利用も多いと考えら
れる。概ね上位を占めた遺産は、
北海道における自然的観光資源の中で、
比較的に知名度のあるものであった。

Ⅴ むすびにかえて
本稿では、知的観光資源の有する情報認識の実態として、北海道遺産
を取り上げ、調査結果をもとに若干の検討を加えてきた。
前章までに北海道遺産に関する情報認識の実態と観光旅行の実績を述
べてきたが、両者がどのような関係にあるのか、示す必要がある。すな
わち、情報認識の実態と観光旅行の実績が、近似の数であれば、情報の
送受信としては良好であると判断できる。他方、観光旅行の実績があり
ながら、情報認識の実態は少ない場合、情報の送受信のあり方を見直す
必要性がある。とりわけ、現地における情報発信のあり方に課題のある
可能性がある。また、情報認識の実態がありながら、観光旅行の実績は
少ない場合、マスメディアや書籍などの情報収集で十分と判断でき、観
光資源としての魅力が低いことになる。この場合、知的情報の発信の他
に、どのように誘引する情報を発信できるか課題になるであろう。
調査の結果、情報認識の高い遺産は、観光旅行の実績も同様に高いこ
とが分かった。
人文・社会的遺産では、
「北海道ラーメン」、
「ジンギスカン」
の他にアイヌ文化のものと函館市内に位置するもので確認できた。自然
的遺産では、
「登別温泉地獄谷」
、
「摩周湖」で確認できた。すでに述べ
たように、上記の遺産は、北海道において有力な観光資源となっている
ものも多い。その点から、現地において多様な情報発信がされている可
能性がある。
札幌ラーメンやジンギスカンの場合でも、店舗によってラー
メンの由来や原材料の説明などがされている。結果として、訪れた観光
客は、いずれかの情報を受信できる機会に恵まれている。むろん、情報
認識が、現地において受信したものとは限らないが、ある程度の相関性
（140）
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は認められる。そのため、現地において適切な情報発信することで、観
光客の情報認識につながる可能性は高い。
一方、情報認識や観光旅行の実績の低い遺産の場合、そう簡単にはい
かない。中には、観光資源として地域住民にも、あまり評価されていな
いものがあるかもしれない。このような場合、現地において適切な情報
発信がされていないことも考えられる。例えば、北海道遺産に選定され
たことを、全く触れていないことが考えられる。とりわけ、知的情報の
内容が優先されるべきであるが、北海道遺産の選定の情報も必要であろ
う。すでに述べたように、北海道遺産は、知的情報の評価を受け、選定
された事実がある。こうした情報は、まず自治体レベルの発信が有効で
あり、ホームページやリーフレットの中で触れることが望ましい。なお、
北海道遺産に関する自治体レベルの情報発信の取扱いについては、別稿
で取り上げる。
付

記
本稿作成にあたり、
「2009 年度北海道観光論」の履修者には、調査目

的に同意いただいた上で、アンケート調査の協力を得た。記して感謝申
し上げる。
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