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谷村志穂﹃余命﹄は︑末期がん患者の人間としての心のありよう︑患者の終末期問題を描いた小説で
ある︒Ｑ ＯＬ︵生命の質・生活の質・人生の中身︶を尊重した医療とケアの課題が描かれている︒自分
らしい最期を迎えるために延命治療を続けるか行わないか︑の問題︒人工呼吸器など生命時装置を外す
かの選択︒ＤＮＡＲ指示とインフォームド・コンセントの問題︒緩和ケアの重要性︒患者の自己決定権・
Ｑ ＯＬ最大限尊重するために︑リビング・ウィル︑インフォームド・コンセントと患者を中心にしたチー
ム医療が何よりも優先されるべきである︒混迷する医療現場の苦悩をサポートするためにも︑終末期医
療の問題に一石を投じた﹃余命﹄は︑今後の現代日本文学の可能性を示しつづけている︒
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第一章

終末期医療の問題点

人はどのように死を迎えるか︒
あるいは︑人は死に直面した時︑いかなる想念が去来するのであろうか︒

谷村志穂﹃余命﹄は︑近年議論が盛んになってきた終末期医療に対する鋭い問題提起を行っている小説である︒

初出は﹃週刊女性﹄二○○三年十二月十六日号から二○○四年十月五日号に連載されたものである︒それを大幅
に加筆︑修正を行って︑二○○六年五月三○日に新潮社から刊行された︒

初版が刊行された時期に︑人工呼吸器取り外し事件が報道されていた︒小説﹃余命﹄の終末期医療に対するア

クチュアルな表現は高く評価されてしかるべきであった︒しかし︑全国紙書評では︑そうした文学的アクチュア

リティが十分に指摘されたとはいえない︒たとえば︑﹁日本経済新聞﹂二○○六年六月十八日では︑主人公の心
理描写およびプロットの展開に重きが置かれていた︒︵注１︶

﹃余命﹄の冒頭近くでは︑次の描写の中で末期がんへの推移が的確に小説の装置として表現されている︒
右胸に見つけたしこりが︑若年性乳がんであることを知らせた︒

しこりは三センチを超えており︑リンパ節への転移も見つかった︒幸い遠隔転移はなかったものの︑い

つ他の部位に再発するかもしれず︑その可能性は二十から五十パーセントと高かった︒一度遠隔転移が見

つかれば︑根治するのは難しく︑手術︑抗がん剤︑放射線などの治療が続く︒
︵注２︶

ここには若年性進行がんの転移が描写され︑やがて末期に移行する伏線として読者に示されている︒

主人公︵名前は滴︑職業は医師︶は︑すでに胸筋だけを残した右乳房全摘出手術を受けており︑入退院を繰り

二〇〇七年三月

返しながら抗がん剤の治療を受けていた︒その上での再発︑転移であった︒
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モノクロームのモニター画面の中には︑影があった︒

はっきりとあった︒何度動かしても︑どの方向からも︑そこだけははっきりと歪な形をした影ができて
いた︒
右胸外側︑以前とほぼ同じ位置といっていい︒
無性に喉が 渇 く ︒
耳の奥まで︑血液が急激に流れる鼓動の音が伝わって来た︒
・・・︵中略︶・・・
再発している︒︵注３︶

﹃余命﹄の主人公は三十二歳の外科女性勤務医である︒再発︑転移がわかった段階で︑やがて遅くない時期に
末期がん症状に襲われることを知り尽くしている︒

小説﹃余命﹄初版刊行時に︑大きな社会的衝撃を与えた報道がされた︒それは︑北海道立羽幌病院﹁呼吸器外

し事件﹂であった︒この事件がきっかけとなり︑末期がん患者をめぐる﹁延命か尊厳ある死か﹂という議論が巻
き起こった︒

留萌管内羽幌病院でニ○○四年二月︑男性患者＝当時︵九○︶の人工呼吸器を取り外し︑死亡させたと

して殺人容疑で書類送検された旭川市内の女性医師︵三四︶について︑旭川地検は三日︑嫌疑不十分で不

起訴処分とした︒同地検は﹁人工呼吸器の取り外し行為と被害の死亡との間に因果関係を認めるのは極め
て困難﹂と判断した︒︵注４︶
全国紙では︑次のように報道した︒
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検察が女性医師︵三四︶を不起訴処分とした北海道立羽幌病院の人工呼吸器外し事件は︑延命治療をど

こまですべきかを医療現場に改めて問いかけた︒延命技術が進歩する一方で︑治療中止を巡る法整備や公

的指針はなく︑現場の医師も患者・家族も戸惑う︒羽幌病院を含む北海道立の７病院では︑事件後も特に

延命治療停止 の 基 準 は 設 け て い な い ︒
﹁独自のルール作りは困難︒国ラベルの議論の行方を見守りたい﹂︵道
立病院管理局 ︶ と 消 極 的 だ ︒

こうした中で自主的な指針づくりに取り組む医療機関も出始めている︒高齢者の慢性期医療に取り組む

札幌市の定山渓病院は○四年一一月から︑希望する患者や家族にどんな延命治療を望むかを書面で確認し

ている︒それ以降死亡した患者六○人の五分の一が書面を提出したが︑人工呼吸器装着や心肺蘇生を望ん
だ患者はいな い と い う ︒

・・・・︵中略︶・・・・川崎協同病院︵川崎市︶は○二年四月︑入院患者︵当時五八歳︶が担当医師に筋

弛緩︵しかん︶剤を投与されて窒息死した事件︵九八年一一月︶の公表後︑終末期医療や延命治療に関す

る指針をまとめた︒﹁あらゆる医療技術で治癒の見込みがなく︑余命６カ月程度かそれより短い状態﹂を

終末期と定義︒終末期で医療スタッフとの信頼関係ができた患者には延命治療についての希望を書面で確
かめている︒︵注５︶

﹃余命﹄が提起した﹁延命か患者自己決定権か﹂の問いかけは︑こうした社会的事件と重なりつつ︑重い表現
となっていた︒

この問題は︑さらに発展して全国の医療機関が︑末期がんを中心とした終末期医療の段階で︑人工呼吸器など

二〇〇七年三月

の生命維持装置を外すか否か︑その場合患者本人の意思︵リビング・ウィル︶︑家族の意向︑主治医の判断︑医
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療チームの判断などが錯綜しながら︑議論は複雑に推移していった︒

回復の見込みがなく死期が迫った患者の終末期医療について︑秋田赤十字病院︵秋田市︑宮下正弘院長︶

は二十五日までに︑脳死と判定した場合に限り人工呼吸器を取り外すことができるとするガイドライン︵指

針︶を策定した︒脳死判定後︑延命治療を望まない患者の意思を華族に書面で確認︑希望を受けて取り外
しを認めると し て い る ︒

呼吸器外しの具体的な手続きを明文化した指針は全国でも珍しい︒富山県の射水病院で三月に表面化し

た問題を背景に︑終末期医療の指針作りが国や学会レベルで進む中︑先駆的な例として注目されそうだ︒

指針作成に携わった秋田赤十字病院の皆河崇志脳神経外科部長は﹁呼吸器外しは患者の死亡に直接結び

付く可能性が高く︑脳死判定によって回復が不可能であることを医学的に証明できた場合に限定した﹂と
している︒

指針は︑脳出血や頭部外傷などの急性疾患で︑治療を尽くしても回復せず死期が迫ったと判断した患者
が対象︒︵注６︶

末期がんの痛みは︑激しく耐え難い︒しかし︑緩和医療の進展によって︑現在モルヒネを適切に使用すること

で︑九○パーセント近い痛みが取り除かれている︒そのことを知らない臨床医が日本には数多く存在し︑患者本
人および家族もまたモルヒネに対する偏見を抱いていることも事実である︒

﹃余命﹄の主人公が︑待望の妊娠・出産を決意し︑がん治療を拒絶した背景には︑痛みを取り除く緩和医療
が存在していた︒Ｑ ＯＬ・人間の生にとって︑緩和のケアの意義は大きい︒
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第二章

厚生労働省ガイドラインへの疑問

緩和医療︑または緩和ケア︵パリアティブ・ケア︶について定義しておこう︒
ＷＨＯ︵世界保健機関︶のパリアティブ・ケアの定義は次のようにされている︒

﹁パリアティブ・ケアとは︑治癒を目的にした治療に反応しなくなった患者に対する︑積極的で全人的なケアで

あり痛みや他の症状のコントロール︑精神的︑社会的︑霊的︑な問題のケアを優先する︒パリアティブ・ケアは︑

疾患の初期段階において︑がん治療の過程においても適用される︒要約すると︑がん医療のあらゆる過程に適用

される︑積極意的な全人的なＱ ＯＬを重視した︑患者に対するケアということになる︒
﹂

この定義は︑日本においていまだ実現されていない︒少なくとも︑現場においては︒

﹃余命﹄では︑末期がんの激しい痛みに襲われた主人公は︑緩和ケアによって痛みが和らげられる様子を生々
しく描いている︒

最後の激しい痛みに滴の全身は痙攣を起こした︒だが痛みが去ると滴は最高の官能を覚えた︒良介が︑

まだ若い夏の日に全裸の彼女の体をすみずみまで愛してくれて︑音も恐怖も波も存在しない静かな無の境
地に達したときの安らぎが︑滴を包んだ︒︵注７︶

主人公にとって﹁痛み﹂とは︑単に身体の痛みだけではなかった︒妊娠と同時にがん再発・転移のショックは
精神的痛みを抱いていたことを意味している︒

精神的痛みの緩和とＱ ＯＬを高めることこそ︑緊急に患者本人︑家族︑医療スタッフが直面している課題である︒

しかし︑厚生労働省は二○○六年末までの約半年しかない時間の制約下で︑ガイドライン作りを急いでいた︒

二〇〇七年三月

なぜそれほどまでに急がなければならない理由があったのであろうか︒
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たしかに︑生命維持装置につながれた患者の家族にとっては︑主治医の恣意的判断に委ねる場合が多かったで

あろう︒しかし︑人間の生命は重い︒一人ひとり重篤患者のケースは異なる︒患者の個別性に配慮したガイドラ

インは︑厚生労働省の思惑とは大きく異なっている︒医療現場が診療報酬改定によって振り回される構図と同じ

であり︑その点に関しては﹁医療崩壊﹂とまで極言する専門家がいるほどである︒詳しくは小松茂樹著﹃医療崩
壊﹄
︵朝日新聞社︑二○○年︶を参照してもらいたい︒

﹃余命﹄では︑患者の個別性とりわけ精神的痛みに関しては︑次の描写が示唆的である︒
一年
――
余命など聞くべきではなかったかもしれない︒

面と向かって言われたそのひと言の重みに時々耐えられなくなって︑深夜眠りから醒めてしまう︒砂時

計の砂が︑まるであり得ないスピードで音を立てて滑り落ちているかのようだ︒︵注８︶

ここで描かれた文脈︵テクスト︶は︑﹁余命﹂という言葉が患者本人に対してどれほど心を傷つける場合があ
るかを表現してあまりある箇所である︒

絵門ゆう子氏は︑新聞のコラムにがん患者当事者の立場で﹁余命﹂という言葉に対するこだわりを書いていた︒

主 治 医 の 中 村 先 生 か ら︑ ガ ン の 勢 い を 示 す 腫 瘍 マ ー カ ー の 数 値 正
( 常値２７ 以下 が
) ︑今月は下がった
ことを教えられた︒９００を超えていた数値がおよそ半減︒ほっと胸をなでおろす︒
﹁どうして前回はマーカーがあんなに上がったんでしょう﹂と私︒
・・・︵中略︶・・・

﹁余命﹂という言葉には世の中からの退却を願いたい︒﹁余りの命﹂なんて本当に失礼︒余命を言う医者
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も︑聞きたがったり受け止めたりする患者も愚かだと思う︒そんな言葉で暗示にかかって何のプラスにな

るのだろう︒人はいつか死ぬなんて考えず︑毎日﹁今日死んでもいい﹂って言う気持ちで生きることだけ

考えていればいいと私は思う︒がん患者だってがんで死ぬとは限らないわけだから︑﹁あとどれだけ生き
られるか﹂と い う 発 想 そ の も の が 無 駄 ︒

絵門ゆう子著﹃絵門ゆう子のがんとゆっくり日記﹄初出は︑
﹁朝日新聞﹂二〇〇三年
一一月一三日︵注９︶

終末期医療における﹁安らかな死﹂

﹃余命﹄の主人公の心理描写とまさに共鳴している点である︒

第三章

ここで︑患者の個別性に即した終末期医療の現状を︑それぞれのガイドライン作りを見ながら考察してみよう︒

終末期医療 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン

可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し︑患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合てきな

て︑多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって慎重に判断すべきである︒

終末期における医療内容の開始︑変更︑中止等は︑医学的妥当性と適切性を基に患者の意思決定を踏まえ

終末期医療及びケアのあり方

厚生労働省のガイドライン
１
①

②

二〇〇七年三月

医療及びケア を 行 う こ と が 必 要 で あ る ︒
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終末期医療及びケアの方針の決定手続

れない︒

―

どのような場合であっても︑﹁積極的安楽死﹂や自殺幇助等の死を目的とした行為は医療としては認めら

篠原昌彦

③

２
終末期医療及びケアの方針決定は次によるものとする︒

治療方針の決定に際し︑患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い︑その合意内容を文書にまとめて

専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして行う︒

専門的な医学的検討を踏まえた上でインフォームドコンセントに基づく患者の意思決定を基本とし︑多

︵１︶ 患者の意思の確認ができる場合
①

②
おくものと す る ︒

上記の場合は︑時間の経過︑病状の変化︑医学的評価の変更に応じて︑その都度説明し患者の意思の
再確認を 行 う こ と が 必 要 で あ る ︒

患者の意思が推定できない場合には︑家族等の助言を参考にして︑患者にとっての最善の治療方針をと

治療をとる こ と を 基 本 と す る ︒

家族などの話から患者の意思が確認できない場合には︑その推定意思を尊重し︑患者にとっての最善の

う必要があ る ︒

患者の意思が確認できない場合には︑次のような手順により︑医療・ケアチームの中で慎重な判断を行

︵２︶ 患者の意思が確認できない場合

①

②
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③

ることを基 本 と す る ︒

家族や家族に準ずる者がいない場合︑家族等が判断を示さない場合︑家族の中で意見がまとまらない場
合等には︑患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする︒

︵２︶ 多専門職種からなる委員会の設置
上記︵１︶︑︵２︶の場合において︑治療方針の決定に際し︑
・ 医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合

・ 患者と医療従事者との話し合いの中で︑妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合

︶

などにつては︑医療・ケアチームと同様の複数の専門職からなる委員会を別途設置し︑治療方針等につい
ての検討・助言を行うことが必要である︒︵注

リプロダクティブ・ヘルツ・アンドライツ︵産むか産まないかは女性自身が決める健康と権利・筆者訳︶を自

己の生そのものとして死を賭して貫徹した﹃余命﹄の主人公にとっては︑このようなガイドラインは︑患者の個
別性を無視したものとしか見えない︒

次に︑先進的なガイドラインに取り組んだ事例を紹介しよう︒

新潟市民病 院 ・ 終 末 期 医 療 ガ イ ド ラ イ ン

人名の尊重と患者の意思の尊重という観点から︑適切な終末期医療が行われることを目的として︑このガ

二〇〇七年三月

イドラインを策定する︒
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１．基本方針

―

新潟市民病院の医療従事者は︑患者と医療従事者の相互理解に基づいて︑患者自身が求める最善の終末
期医療が行われるよう努力しなければならない︒
２．終末期および終末期医療とは

﹁終末期﹂とは︑治癒不可能な病気に冒され︑回復の見込みがなく死が避けられない患者の状態をいう︒

患者が終末期にあることは︑主治医を除く複数の医師によって判定・確認される必要がある︒
﹁終末期医療﹂

とは︑終末期に行われる医療の総称で︑本来の病気に対する医療や苦痛緩和のための医療あるいは生命の

維持のための医療等が含まれる︒具体的には薬物投与︑化学療法︑人口透析︑人工喚起︑輸血︑酸素吸入︑
栄養・水分補 給 な ど を 指 す ︒
３．延命処置を拒否する患者の意思の確認

患者が終末期の状態にあって︑過剰な延命治療を望まない場合には︑その意思を尊重して治療を行う︒

歳
18未満の患者は︑意思

延命処置を拒否する意思の表示とは︑終末期にある意思決定能力のある患者が︑何らかの方法によって延

命処置の拒否を申し出ることをいい︑この意思決定権は他の者が代行できない︒
決定能力がない者として対象から除外する︒

ただし︑死が避けれない末期患者で︑明確な意思が存在しない場合には︑患者の意思の推定︵推定的意思︶
によることができる︒
４．治療方法の選択と確認
﹁一人で決めない﹂﹁ 回1で決めない﹂﹁記録を残す﹂ことを基本とする︒

12

主治医︑﹂上席医︑看護師︑医療相談員等の医療従事者と︑患者本人および家族が充分に話し合って治療

内容と方法を選択︑確認する︒終末期の患者が最も望むことは苦痛の緩和であり︑そのために最大限の努
力する︒
５．安楽死について

直接に患者の生命を終わらせる処置を当院では行わない︒ただし︑臨床上脳死と判定できる患者の対応
については︑院内臨床倫理検討会に委ねる︒
６．院内の相談システムの利用

いずれの場合においても判断に迷う場合には︑院内臨床倫理検討委員会に相談することや︑倫理委員会
倫理部会に審議を申請することが勧められる︒
７．過剰な延命治療拒否の申し出／無意味な蘇生は行わない要望書

過剰な延命治療や︑無意味な蘇生処置を希望しない申し出や要望があった場合︑上記に沿って十分な意

︶

思確認を行い︑必要に応じて︑患者・家族には別紙︵別紙様式１︑２︶に必要事項を記入してもらい︑主
治医はこれをカルテに保存する︒︵注

次に︑﹃余命﹄の主人公にとって︑自らの死を自らの意思すなわちリビング・ウィル尊重として最期を迎える

ことがいかに重要であるかということ︑患者本人の意思すなわち患者の自己決定権を尊重した事例として︑富山

二〇〇七年三月

県公的病院長協議会を紹介しよう︒
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がんの終末 期 医 療 に 関 す る 申 し 合 わ せ
富山県公的病院長協議会

がんの医療において︑患者の身体的・精神的苦痛に対応したケアを提供することは︑医療者の大きな課題

である︒特にがんの終末期においては︑患者の尊厳に最大限の敬意を払い︑可能な限り疼痛やその他の不快

な身体的症状を緩和し︑患者とその家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的なケアを行うことが︑がん
医療に携わる全ての医療関係者に求められている︒

一方︑患者の意思︵家族の意思表示から推定される場合も含む︶にもとづき︑最善の治療やケアを提供し

ようと尽くす者が︑法的責任という不安に悩まされないような環境整備も求められている︒

このような中︑本協議会においては︑県民のがん医療の中核を担う公的病院の役割として︑がんの終末期に

おけるケアの一層の向上を目指し︑かけがえのない命と患者の尊重を基本として︑下記の事項について申し
合わせた︒

この申し合わせは︑将来︑国において終末期医療に関するガイドラインが策定されるまでの間の︑暫定的

そして︑
この
なものとして作成したものである︒県内の医療の質の一層の向上に努力されることを期待する︒

申し合わせを公表することによって︑がんの終末期医療に対する県民の理解が深まることを望むものである︒

１．基本方針

がんの終末期︵おおむね６カ月以内に死期が訪れると予想される状態︶においては︑高カロリー輸液等によ

る栄養補給や臨死期における人工呼吸器の使用などの治療よりも︑患者の生活の質︵Ｑ ＯＬ︶の維持・向上を

14

図る全人的なケアの提供を優先的に行う︒
２．がんの終末期の判断
患者が不治かつ終末期の状態にあることの判断は︑複数の医師により行う︒
３．チーム医療の実施

終末期のがん患者に対する医療は︑原則として医師︑看護師など多職種からなるチームで行う︒チームでは︑
それぞれの役割を尊重し︑患者の視点で意見交換を行い︑治療方針を共有する︒
４．患者や家族への説明と同意

主治医は︑終末期のがん患者に対し︑今後︑どのような治療やケアを提供するかについて︑患者︑家族と
十分話し合い︑決定する︒

チームは︑患者の病状の変化に応じ︑適宜︑患者や家族に病状︑ケアの方針などを説明する︒
５．書面による患者の意思の確認

延命治療や蘇生術を行わないことなどに関する患者の意思については︑原則として︑書面により確認する︒

この場合︑主治医を含め︑看護師などチーム内の複数の職員が︑書面の内容について患者の確認を行う︒ま
た︑患者の病状の変化に応じ︑適宜︑患者の再確認を行う︒
６．患者の意思の推定

患者の意思が確認できない場合は︑緊急の場合を除き︑家族と十分相談し︑家族の意思表示から患者の意思
を推定するよう努める︒

二〇〇七年三月

また︑病院は︑主治医が意見を求めることができるよう︑倫理委員会などの院内組織を整備する︒
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７．治療の中止等に関する取り扱い

︶

装着した人工呼吸器は︑病状の改善等の場合を除き︑中止しない︒また︑直接に患者の生命を終わらせる技
術は用いない︒︵注

ず︑余命６ヶ月程度︑あるいはそれより短い余命の状態﹂と考える︒

終末期とは﹁難治性の疾患を患い︑現在のあらゆる医療技術を駆使しても治癒の見込みがなく︑死がさけられ

︵２︶
﹁終末期医療﹂の定義

重要な医療行為を行う場合あるいは中止する場合は︑﹁一人で決めない﹂
﹁一回で決めない﹂ことを原則とする︒

価してはならない︒

生き抜く姿勢に寄り添うことである︒主体は患者であり︑私たちがその患者の﹁生のあり方や価値﹂について評

のために私たち必要なのは︑患者が何を一番求めているかを知り︑家族を交えて十分に話し合い︑その人らしく

私たちは︑いかなる場合も患者自身が求める最善の終末期医療が行われるように努力しなければならない︒そ

決定権﹂を尊重し︑患者が自己決定できるための情報を︑提供しなければならない︒

当院において終末期医療を行うとき︑医療生協の﹁患者の権利章典﹂にうたわれている﹁知る権利﹂と﹁自己

︵１︶ 患者の終末期医療についての私たちの基本姿勢

１．はじめに

書面で同意づくり︑インフォームド コ･ンセントと患者を中心にしたチーム医療に取り組んだ事例を紹介しよう︒
川崎共同病院 ﹁終末期医療に関する指針﹂

最後に︑
﹃余命﹄の主人公が望んだような患者の自己決定権︑Ｑ ＯＬの尊重︑リビングウィル︑家族の希望確認︑

12

終末期医療はこうした状態にある患者に現れている症状や精神的︑身体的苦痛の緩和を主眼とする︒

２．終末期医療に関する指針

︵１︶当院では︑患者の死を意図して行うカリウム製剤︑筋弛緩剤などの投与は︑たとえ患者がこれを希望しても︑

これを禁止する︒人工呼吸器に依存している患者の人工呼吸器の使用中止︵人工呼吸器をはずすこと︶について
も禁止する︒
︵２︶患者の意思について

︵３︶２による確認ができた場合︑以下の治療を中止または開始をさしひかえることができる︒
１．酸素投与
２．化学療法
３．栄養管理としての中心静脈栄養や経管栄養
４．水分や電化質補給としての抹消静脈からの点滴

但し︑この場合主治医やその患者に関わるスタッフ間で十分な検討を行わなければならない︒この場で倫理的

な問題があると意見が出された場合には主治医または関係するスタッフから︑院内倫理委員会に申請し︑同委員
会は審議の結果を申請者に報告する︒
︵３︶終末期医療における所定の手続きについて

二〇〇七年三月

︵３︶ １
- ．﹁終末期﹂の判定
患者の状態が﹁終末期﹂であるかどうかは︑主治医を含む複数の医師が︑医学的に十分検討した上で判定し︑
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その理由を詳細に診療録に記載する︒ただし︑部長以上が主治医の場合同等あるいは上位との協議で判定するこ
ととする︒

︵３︶ ２
- ．患者の意 思 確 認
１．患者の意思を確認するため︑その旨を記載し︑本人が署名した文書を必要とする︒本人の署名した文書が得

られない場合でも︑本人が口頭あるいはビデオや録音テープで自分の意思を明確に表明したものがあればよい︒

２．患者本人が意思表明できない場合には︑本人が過去に示した言葉か家族や友人を通じて明らかになりかつ信

頼してできると推定される場合に尊重する︒その場合には︑そのことを確認した家族または友人などに文書を
記載してもらう︒

︵３︶ ３- ．終末期医療の方針の確認
終末期医療の方針は必ず集団で検討し︑出席者名及び︑検討・確認事項を詳細に診療録に記載すること︒
３．
﹁患者の権利章典﹂に基づく自己決定権を尊重する取り組み

医療生協の﹁患者の権利章典﹂には︑患者の自己決定権や知る権利がうたわれており︑医療に関わるものは︑

︶

終末期においても︑これらの権利が十分に尊重されるよう注意をはらう必要がある︒そのために︑職員と患者︑
家族がいつでも共に考え︑深めていくことが重要である︒︵注

﹁私は︑この判決を読んで︑積極的安楽死の四要件がしめされたことに関しては非常に不満をもっているのです︒

山崎章郎氏は次のように述べている︒

第四章 安
―楽死 東
―海大学事件をめぐって
終末期医療に関しては︑東海大学事件の判例を抜きには語ることはできない︒

13

判決では︑死期が迫っている︑本人の意思がある︑不治の病であること︑そのほかに︑苦痛が何ものをしても取

れない︑という四要件が満たされれば︑そのときには︑その場で命を取る︑つまり︑積極的安楽死は容認される

ことになっていますけれども︑我々の体験から言うと︑その場で命を取らなければならないほどの状況は︑きち

んとして症状コントロールをしていけば起き得ない︒だから︑ホスピスなどではこの安楽死の要件は必要がない︒

つまり︑症状コントロールをきちんとしていけば︑ほぼ１００パーセントの人が︑最終的な場面では苦痛を訴え

︶

ない状態でお休みになったままの時間を数時間とか数日を経て死に至る︑ということなのです︒ですから︑その
場で命を取ることが目的の薬を使う必要はない︑ということです︒
﹂︵注
柳田邦男氏は次のように述べている︒

年ぐらいの痛みの治療の進歩というものを︑法的な議論の次元でも十分視野に入れて考えなければい

裁判所が司法判断として一つ示したと思います︒﹂︵注

︶

けないと思うのです︒私は︑この四条件については︑やむを得ざる限界ぎりぎりの線を︑今回の横浜地裁という

﹁この

14

ちながら︑残された時間を大切にして自然の死を迎え︑安らかな人生の最期を全うしたいと考える人が次第に増

﹁助かる見込みがなく死期が迫っていると判断されたときは︑苦痛をやわらげてもらい︑人間としての尊厳を保

大谷實氏は︑次のように述べている︒

になるのは︑大谷實氏と紙屋克子氏の意見である︒

また︑終末期医療のありかたとして︑患者の﹁尊厳ある死﹂の問題は︑極めて難しい︒数ある議論の中で参考

15

二〇〇七年三月

えているのに︑そうした患者の願望を無視した﹃行き過ぎた医療﹄がまかりとおっているという実態があること
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が問題なのであり︑末期状態においても︑インフォームド・コンセントに立脚して︑患者の自己決定︑患者が選

択した人生最期の迎え方を尊重すべきである︑これが尊厳死の問題の本質であると考えたわけです︒

第二に︑﹁延命医療中止の意義﹂として︑生命維持治療を止めて︑患者に自然の死を迎えさせることは殺人罪

ないし自殺関与罪に当たるのではないかをけんとうしているのですが︑末期状態における生命の保護と対比して

みると︑自己決定の保護とを対比してみると︑自己決定の保護の方が大切であると考える人が次第に増えてきて

おり︑
生命の短縮を招いてもそれを殺人罪で処罰すべきだという考え方はなくなっているのではないか︒むしろ︑

尊厳死は患者の残された人生を少しでも豊かにするという積極的な意味があると考えるのです︒そして︑患者の

意思の尊重ということになれば︑植物状態の患者についても共通のものがあるのではないか︒そういう観点から︑

植物状態とリビングウィルの取り扱いについて議論しまして︑一応植物状態の場合にもリビングウィルを根拠と

して︑延命治療の中止を問題としうるのではないということになったわけです︒
︵注 ︶
紙屋克子氏は︑次のように述べている︒

問が少し遅くなっても︑家族がそれを医師や医療に対する不信とか批判として発言されることがよくあります︒

しかないのですが︑そうしてプロセス冷静に受け入れる力というものが低下してきていると思います︒医師の訪

何とかしてほしい﹄と家族は訴えて来ます︒しかし︑それは死の普通のプロセスですからただじっと見てあげる

医師から十分説明を受けているにもかかわらず︑患者さんが苦しそうな様子をみせると︑
﹃苦しいのではないか︒

思っているのです︒・・・・また︑先ほどの成熟度の問題から言いますと︑医学的にはもう何の手も打てないと︑

時点︑その時点というのは最終段階をそこだと考えたときに︑そのご家族や患者さんの意思に沿ってあげたいと

﹁私は︑人間はその場面場面の状況下に置かれたときは︑随分その考え方が揺れ動いて変わるものだから︑その

16

こうした現実を知っている者にとって︑栄養や水分を打ち切るなどということが実現可能か︒また︑
本当に﹃尊

厳死﹄を医師が判断されて︑その後家族の方が納得されるプロセスを踏んでいけるのかというところでは︑もう

︶

一つのシステム論なり制度論なりが︑特に経済的バックアップを伴って論議されないと︑そして﹃医療者にお任
︵注
せしますよ﹄と言われても︑現実の問題としては非常に難しい︒﹂

﹃余命﹄では︑夫が写真家として主人公の妻への理解を深めていく描写は︑Ｑ ＯＬの問題を考える上で重要だ︒
第五章 死
―に直面した患者の心理

死にゆく人々との対話﹄
スイス生まれでアメリカの精神科医であるＥ・キューブラー・ロスは︑
﹃死ぬ瞬間 ―
の中で︑死に向かう患者の心理プロセスを﹁否認﹂
﹁怒り﹂
﹁取り引き﹂
﹁抑うつ﹂
﹁受容﹂の五段階に分類している︒

アメリカの二○○名あまりのがん患者を研究対象にして理論化したキューブラー・ロスのその論に対して︑ホス

ピス医で終末期医療︵ターミナル・ケア︶の専門家である柏木哲夫氏は︑
日本人の末期患者の心理プロセスを︑﹁希

望﹂
﹁疑念﹂﹁不安﹂﹁尋ねる人のいらだち︑尋ねない人﹂﹁うつ状態﹂
﹁︵死の︶受容かあきらめ﹂の段階に分類し
ている︒
近年の臨床死生学では︑この問題を患者および家族へのケアとして研究している︒

自己決定後の思いをその後の経過の中で見てみると︑患者はたとえ自分なりに納得した自己決定してい

たとしても︑事故決定したことに満足することなく︑その後も全過程において﹁情報﹂
﹁判断﹂﹁吟味﹂を

行き来し︑繰り返していることが明らかになった︒つまり︑患者は﹁納得して生きる﹂ためにこのような
プロセスを経 て い た と い え る ︒

二〇〇七年三月

︿自分に向かう時期﹀とが認められた︒
︿納
患者の﹁思い﹂の方向性を考察してみると︑︿外に向かう時期﹀と
苫小牧駒澤大学紀要 第十七号
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得するために情報を得て︑判断し︑決意を表出し︑自己主張し︑他者とぶつかりあいながらも貫いて行動

していく時期﹀と︿自分なりの判断基準を用いて判断し︑自分の内に向かい問い葛藤し吟味する時期﹀と

である︒そして︑最終的に結果を自分の責任として受け入れようとしていた︒それは手術後の経過が良く
てもみられ︑良くない経過をたどった患者には特に顕著に現れていた︒

以上︑明らかになった﹁決定後の思い﹂から看護ケアを考察すると︑患者が納得して生きるために医療

決
< 意を認める﹀︿吟味している状況を見守る﹀などの支援が必要であることが示唆

︿専
者は﹁決定後の思い﹂に目を向け続け︑﹁思い﹂が外︵他者︶に向かう時期には 受
< け止めること﹀
門家として情報提供し話し合うこと﹀︿その人の意思や行動を可能な限り尊重する事﹀
︑そして﹁思い﹂が
内に向かう時期には
された︒

自 己 決 定 し た 後 の 患 者 は 不 安 定 な 状 況 に 在 り︑ 適 切 な 支 援 を 要 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た︒

ら は﹁ 人 が ど う い う 状 況 に 身 を 置 い て い る か を 考 慮 に 入 れ な い 限 り そ の 人 の 関 与 の あ り 方 は 理 解
Benner
できない﹂と﹁関心﹂の重要性を論じている︒医療者は関心をもち︑患者の状況を知ろうとする姿勢︑態

度が大切である︒それによって︑患者は自分の力ではどうすることもできない結果を受け入れ︑意味を見

出し︑納得していくことがで︑新たな人生をまっとうしていくことが可能になると考える︒その結果︑

インフォームド・コンセントや自己決定の本来の目的に近づくことができるのではないかと考える︒
︵注
︶

であることが理解できる︒それは同時に︑ＷＨＯの緩和ケアの定義とも一致するのである︒
﹃余命﹄の主人公が

このように︑がん末期の患者にとっては︑Ｑ ＯＬの尊重がインフォームド・コンセントとともに︑極めて重要

18

最期を在宅ホスピスで迎えたことは︑このような意味で重要である︒

末期がん患者にとって︑残された日々をどのようにして自分らしく生きていくことが可能か︒

﹃余命﹄の最後の場面は美しい︒がんの中で出産した息子の視点︑そして夕日の輝きの中で︑主人公の死が語
られている︒

﹃余命﹄を通して︑個々の病院における終末期医療のありようを見た︒
﹃余命﹄は︑今日のアクチュアルな点で
意義ある︑がん当事者小説である︒

まとめ

谷村志穂﹃余命﹄は︑末期がん患者の人間としての心のありよう︑人生の大切な問題を描いた小説である︒そ

こで描かれた問題は末期がん患者などのＱ ＯＬ︵生命の質・生活の質・人生の中身︶を尊重した医療とケアの課

題が描かれている︒すなわち︑自分らしい最期を迎えるために延命治療を続けるか行わないか︑の問題︒人工呼

吸器など生命時装置を外すかの選択︒ＤＮＡＲ指示とインフォームド・コンセントの問題︒緩和ケアの重要性︒

つまり︑身体の痛み・精神の痛み︒社会的な痛み︒魂＝宗教・死後への不安恐怖という痛みをいかに取り除くか

ということの重要性︒また︑各病院の終末期ケアに関するルール作り︑倫理委員会などの原則作りの意義︒患者

のニーズに応じたＱ ＯＬを高めること︑たとえば音楽による心のケア︑経口摂取を可能な限り行うこと︑栄養サ

ポートチームにより末期患者の体力と免疫力を高めていくことの重要性をあげることができる︒

患者の自己決定権・Ｑ ＯＬ最大限尊重するためには︑リビング・ウィル︑家族の希望確認︑書面での同意書作

二〇〇七年三月

り︑インフォームド・コンセントと患者を中心にしたチーム医療が何よりも優先されべきであることを︑
﹃余命﹄
苫小牧駒澤大学紀要 第十七号
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︶一九九五年七月一五日号︑有斐閣︑八九ページ︒
No.1072
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は読者に語っていた︒混迷する医療現場の苦悩をサポートするためにも︑終末期医療の問題に一石を投じた﹃余
命﹄は︑今後の現代日本文学の可能性を私たちに示しつづけていくであろう︒

注
︵１︶
﹁日本経済新聞﹂二○○六年六月十八日︒
︵２︶谷村志穂著 ﹃余命﹄新潮社︑二○○六年︑二四ページ︒
︵３︶
︵２︶と同じ︑七七ページ︒
︵４︶
﹁北海道新聞﹂二○○年八月四日︒
︵５︶
﹁毎日新聞﹂二○○年八月三日︒
︵６︶
﹁北海道新聞﹂二○○年一一月二六日︒
︵７︶
︵２︶と同じ︑一八五ページ︒
︵８︶
︵２︶と同じ︑二○三ページ︒

︵９︶絵門ゆう子著﹃絵門ゆう子のがんとゆっくり日記﹄朝日新聞社︑二○○六年︑一○から一二ページ
︵ ︶厚生労働省の資料より

﹃ジュリスト﹄︵
︵ ︶

︵ ︶川崎協同病院の資料より

︵ ︶富山公的病院の資料より

︵ ︶新潟市民病院の資料より

14 13 12 11 10

︵ ︶︵ ︶と同じ︑九〇ページ︒

二〇〇七年三月

︵しのはら まさひこ・本学教授︶

︵ ︶﹃臨床死生学﹄第七巻第一号︑日本臨床死生学会︑二〇〇二年一一月二二日号︑三〇ページ〜三一ページ︒
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︵ ︶﹃ジュリスト﹄︵ No.1061
︶一九九五年二月一五日号︑有斐閣︑九ページ︒
︵ ︶︵ ︶と同じ︑三三ページ︒
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﹃永平広録點茶湯﹄の翻刻

上堂・小参・法語・頌古・偈頌

Printing of Eiheikohroku-Tenchatoh(Part3)

愛知学院大学
図書館所蔵

キーワード

菅 原 諭 貴
SUGAWARA Yu-ki

本稿は︑既刊︵﹃愛知学院大学短期大学部研究紀要﹄第十二号・第十三号︶の続編であり︑原写本は︑筆者が愛知学院大学図書館

要旨
で発見したもので︑巻一から巻三の端本である︒

﹃ 永 平 広 録 點 茶 湯 ﹄ は︑
﹃ 永 平 広 録 ﹄ の 注 釈 書 で あ り︑ 瞎 道 本 光︵ 一 七 一 〇 〜 一 七 七 三 ︶ が︑ 寛 保 二 年︵ 一 七 四 二 ︶ よ り︑ 宝 暦

本書は︑江戸期の古写本であり︑所々不明な箇所が散見するが︑できるかぎり原本に忠実に翻刻することに努めた︒

十二年︵一七六二︶までの二十余年間にわたって本文の一々について推敲を重ね︑注釈を施したものである︒

凡例

二〇〇七年三月

一︑本稿は︑愛知学院大学図書館所蔵の﹃永平広録點茶湯﹄の写本を用いた︒
一︑原本の用字︵正字体・略字体・異体字・俗字・片仮名︶は︑できる限り原写本通りに表記した︒
一︑上堂語の列次を示す通し番号等は︑○一・○・△と不整合なため︑すべて︵一︶
・
︵二︶の形式でゴチック体で示した︒
一︑改行・句読点は︑原写本に随った︒
一︑明らかに誤記と思われる箇所は︑その語の右脇に︵ママ︶と表記した︒
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（三）

永平廣録第一

三昧ナリ︒コレ究徹ノユエニ佛

モテ︑競頭現ハ︑箇中底ナリ︒マヌカレス佛祖トイフヘシ︒作
佛来ハ︑ソレカソレナル不依

祖競頭トイフ︑ハシメテシル箇中ニ蹤跡ナキ一念万年ナルコト

一味ノ粥飯ナリ︒前後際断ハ︑ 今ノ蹈翻虚空ナリ︒全機現ノ

無終ノ年歩ナルヘシ︒コレ古債未轉ナリ︒未轉ノ古債ハ︑佛祖

ニ無始無終ノ年歩ナルヘシ︒コレ古債未轉ナリ︒未轉ノ古債ハ︑

ヲ︒

ス︒打ハ成也ナリ︑獨立ナリ︒打一齊ハ︑ソレソレノ究 究極

風雲ハ︑物々ノ露角ナリ︒ユエニ打聖打賢打一齊ト︑一物究尽

宗旨︑コレヲ投獄如箭ト臨終スヘシ︒別処ニ動轉ナキナリ︒僧

カリ︑東西南北ノ獨立周行ナリ︒風雲感會ハ一杯一杯ノスリハ

︵一〇五︶シルヘシ超越ハ︑從来ノ諸佛祖ナリト︒不関マタシ

ナリ︒齊ハソロウトイハンガゴトシ︒佛祖ノ盛雪藏鷺トシルヘ

海枯ノ時ハ︑マサニコレ渾夜来ナリ︒柏樹ノ十三時中ノコトシ︒

︵一〇八︶二十七年ハ︑モトモ僧海ノ一生ナレハ︑徹底ノユエ

シ︒タレカ超越ノ三昧アルモノ︑速道ナリキ︒

ラヒナリ︒喫胡餅ハ︑頭々ノ超脱ナリ︒感會ハ蔵身トイフヘシ︒

︵一〇六︶火爐ノ今日ハ︑十月初一ナリ︒コレ大開ロナリ︒大

コノ頌ハ隔句ナリ︒シカルニ︑雲水競鳴呼スルハ︑見刺無ノユ

ウツラナリ︑イマイマシイトイフナリ︒徹底ノ僧海ハ︑ノコリ

開ロニ方面ナシ︑諸經次第文ナリ︒廣説ハ不無言語ノユエニ不

ナキ生死去来ナレハ︑ワカ胸ニ欄セル一拂ヲフリマハスヨリモ︑

消息分明ノミナリ︒見刺無トハ︑イマハホギホギトモセヌヘテ

ル爐裡ナリ︒鉄漢ハ三根ノ衲僧ナリ︒錬得ハ人境脱落ノ火爐ナ

瞥地チラチラハヤイトナリ︒欄ハム子ニヨコタヘタル拂子トイ

エナリ︒僧海ハ徹底汝見ナリ︒マサニシルトヨムヘシ︒全死ノ

リ︒ユエニ心々︒○段ト炎炎タルナリ︒大地火発ハ︑炎々トノ

フナリ︒未瞥ハ瞥ハ過目也トテ︑
ヒラリヒラリトスルキミナリ︒

堕有語無語ナリ︒背觸共非ノ如大火聚︑コレ大開ロ廣説ナリ︒

ミ参スヘカラス︒寒灰半升トモ功夫スヘシ︒コノ片々ハ︑心々

欄胸一拂ハ︑傅ノナカニ商量アリ︒ミルヘシ︑イマノ抄ハタヽ

打一齊ノ胡餅コレ火炉經半巻ナリ︒寒灰ハ︑イマヽテノヒエタ

ノ赤條々ナリ︒

依文解義ナリ︒云云一死而今トイフハ︑死ノ現成ナリ︒方再蘓

ハ︑全機ニアマレル宗風ナルヘシ︒再

婆皮一枚ト︑イフヘシ︒一枚皮コレ巻却ナリ︒死ノ公案ノミヲ

スルナリ︒全機ニアマルトハ︑死ノ全現成カトスレハ︑生ノ全

︵一〇七︶打生死作佛祖ハ︑花開結果ノ前後脱落ナリ︒コレ娑
イハス︑究竟スル皮肉︑コレヲ巻却トイフ︒ユエニ万年一念ナ

現成ナリ︒生マタシカリ︑相兼帯ナルヲシルヘシ︒如全不全似

ハ︑一死ノ全面ヲ而今

リ︒念々無念ナルヲ万年トイフ︒シカアルヲモテ︑
直須灰ナリ︒

二〇〇七年三月

須灰ハ︑業識弄業識ナルモノナリ︒一切法不動着ノミ︒コゝヲ
苫小牧駒澤大学紀要 第十七号
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下ノコトシ︒此中ハ師資面授道場ナリ︒必有三物ハ無尽際劫ノ

参学ナリ︒一ニアラス︑異ニアラス︑前後三々ニアラス︑唯三

正不有無ニナラフヘシ︑作家ナリ︒
物ナリ︒

虧不虧ノ不
︵一〇九︶一見コレ老僧ナリ︒老僧ハ爭恠得ナリヘシ︒ドナタ

セル公案コレナリ︒佛々ハ︑弗々ナリ︒疾貌トテ︑チラカレル

頭々物々ナリ︒這裡ト箇中ト分明ナリ︑今日ノ大難ナリ︒佛祖

胎馬腹牛皮人面佛脚コレスナハチナリ︒這裡ハ現成

所見トイヘトモ細入大絶ノユエニ一見ナリ︒經巻知識ノ或從ノ

サマナリ︑コレヲ一見トイフ︒靈雲桃花桃花靈ナルヘシ︒能見
コトシ︒全自半他ノユエニ更不別人ナリ︒不別人トアルハ︑我

︵一一二︶加一ハ︑冬至ナルヲモテ︑人々面々ノ雷復ナリ︒内

一枚ノ相續ナルヘシ︒

相逢相見ハ︑非舊面ナリト一見老僧ニタレナキコト︑未出一

外ナキハ年々ナリ︒三陽一ハ無窮尽ノ諸法ナリ︒一時三昧ナレ

ノ狗牽ニトヽコホラズ︒面授佛ノ光明ノコトシ︒シルヘシ︑
林ノ生前ナリ︒一 林ハ︑出未出トイヘトモ︑コノ生前ナリ︒

千万化ノ起於今ナリ︒今は起於ナリ︒今復トノミイフヘカラス︒

功轉深ハ︑一物獨露ナリ︒ユエニ︑三四ノ句脈ヲ相續スヘシ︒
有時ナリ︑而去ナリ︑佳

ハ︑ 非 舊 非 新 ナ リ︒ 今 日 ノ 公 案︑ コ レ 功 轉 深 ト︑ 参 ズ ヘ シ︒

葛藤ハ︑風寒葉落換頭腦ナリ︒換頭胸ハ身心脱落ナリ︑コレヲ

ル渾千万化ナリ︒加一ノ法数︑スナハチ三一頓漸ノ脱落ナリ︑

五尺ノ皮肉ハ︑非舊面ノユエニ究赤骨ナリ︒コレ四大五蘊ナレ

風寒葉落トイフナリ︒版本ノ菓落ハ︑
葉落ノ刀誤ナリ︒為身ハ︑

ハ︑竹木土石ナリ︒覿面コレヲ生前トイフ︒身土十万八千ノ纏

コレ身ト點スヘシ︒是心ハ雲片ナリ︒為身ハ︑水沫ナリ︒内外

迷中有迷ノ暗昏々地ナリ︒

ノトキロ如二待ナキナリ︒醉酒而臥ノ與珠コレ彼此ナキモノナ

牙如ロ如ハ︑一子親得ナルユエニ︑牙如ノホカ牙如ナク︑ロ如

先現成ハ︑若至ノ宗眼瞎ナリ︒全機コレヲ機先ト現成スベシ︒

ヲ邊界トハ︑忽開スヘシ︒

スナハチコレ遍界南枝ナリ︒シカモ北枝ヲ不待ナルナリ︒コレ

ノミナリ︑春雲春水ナリトモ︑恒沙諸佛ナルヘシ︒忻得東君ハ︑

内外ノ動著ナシ︒花忽開ノミナリ︒舞三 ハ︑依位而立ノ獨歩

キ︒所以道ハ時ノ究極ナリ︒與時来トシルヘシ︒通管籥ニハ︑

ロヲエタルカナ︒自有功ノ万物ハ︑用及処ノ當言アル宗旨ナリ

︵一一三︶正元ハ︑正月十五日ナリ︒蓋天〇潤ナリ︒ソノトコ

佳 辰 ナ リ ︑ 眠 喫 飯 ナ リ︒ 全 於 今 ナ

ナキコト一見老僧ノ出未出ナリ︒那箇老僧トイヘハ︑形段何必
ナルモノナリ︒ 心是佛咄︒

リ︒タレカコノ消息ナル︒

︵一一四︶専志眞箇コレ学道トイフナリ︒コノトキ道ノ徹ナル

︵一一〇︶全機活眼ハ︑者頭得︑那頭得ノ恁麼ナルヲモテ︑機

唯面與面ナリ︒ユエニ佛々ナリ︑没駄ナリ︑没地ナリ︒向ノ上

︵一一一︶而今コノ上堂ハ︑面授佛ニ光明スルナリ︒正傳ハ︑
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ヘシ︒徹ハ道ノ道ナル没蹤由ナリ︒コヽヲモテ歩々〇碍トイフ︒

説聴同時ノ互換投機︑神出鬼没ナリ︒

マタ佛生艸子ノ篇末ニモアリ︒而今ハ︑
行佛ノ艸子ヲ拜スヘシ︒

外道ナリ︒闡提人ハ︑信不具ナリ︒地獄ハ地獄ナリ︒聲聞縁覚

︵一一七︶
尽地無ト古今無トハ︑
一切迷悟法ノ端的ナリ︒外道ハ︑

ソノコトノ法界バカリデ︑バカリバカリスルヤリバナシナリ︒
ハ︑如浄録ノ頌ノコトシ︒結却衲僧布袋頭

人々○息トアルハ︑専註一志ノ莫差過ナリ︒
︵一一五︶コノ一

ノ二乘ハ︑二乘ノミナリ︒コレ古今無ナリ︑尽地無ナリ︒ソノ

林作馬牛トアリ︒布袋

天童拈来作 毬脚尖

羅尼ナリ︒諸佛祖ノ功夫コレスナハチナリ︒マタコレ参スナハ

コト︑ソレナル

出佛無數︑付與

頭ト︑弄皮毬トハ︑結夏ノ公案半尺ナリ︒ 来ハ︑ミナコレ無

チ夜間入室ナリ︒

界徹底ナリ︒参ノ一字ハ︑無尽條々ノ有大陀

尽ノ佛祖ナリ︒佛祖ハ牧馬牛ナリ︑安居ノ皮肉ナリ︒留與トハ︑
汝等諸人コレ佛祖身心平等ナル参学ナリ︒

カレス少雨多風ナリ︑諸法ノ渾 ナリ︑落花ナリ︑流水ナリ︒

︵一一八︶一ノ句ハ︑円寂ノ直々ナリ︒月以彎ナルニハ︑マヌ
ソレ團

コレ行佛ナリ︒行佛ソレ報佛ニアラス︑化佛ニアラス︑自性身
佛ニアラス︑他性身佛ニアラス︑始覚本覚ニアラス︑性覚無覚

ソノ法ノ神通變化ハ︑作麼生ナリ︒方語円音ハ︑大乘小乘ノソ

シ︑夜半現神通變ナリ︒カキリナキ諸法の究尽︑コレ夜半ナリ︒

︵一一六︶
行佛威儀ノ艸子ニイハク︑
諸佛カナラス威儀ヲ行足ス︒

ニアラス︒如是等佛︑タヘテ行佛ニ齊肩スルコトウヘカラス︒

威儀行コレ佛ナリ︒佛ヲ行待スル別人アルニハアラス︒報化等

在ナルトコロナリ云云︒
イマハ諸佛コレ威儀ヲ行足ストアルハ︑

ニ行履ヲ通達セルコト︑唯行佛ノミナリ︒自性佛等︑夢也未見

界々ナリ︒コレヲ合作ト説法スルナリ︒模ハ︑爐ノ様子ナリ︑

模トハキコフルナリ︒十枚ハタゝ尽界ナリ︒尽界ハ渾界ナレハ︑

︵一一九︶看々ハ︑タゝコレ一紅炉ナリ︒ユエニ尽界十枚合作

ナルヲイフカ︒

レソレナルヲ唱涅槃ト︑円寂スルナリ︒方円ハ︑赤須胡胡須赤

ナリ︒一團 トハ︑物々頭々ノソレキリナリ︒シルヘ

シルヘシ︑諸佛ノ佛道ニアル︑覚ヲマタサルナリ︒佛向上ノ道

ハ︑分々別々ノ位階アルヘシ︒ユエニ非諸佛トイフナリ︒諸佛

カタチナリ︒タトヒ一寸カ一尺カノ火炉頭モ合作ノ十枚尽界ナ

ルナリ︒諸佛祖コレ生活錬成ナリ︒錬成ハ︑生活ノミナリ︒一

フルハ︑衆生ヲ究尽セサルナリ︒衆生ハ劔去久矣刻船ナリ︒全

切ノ異類中行ハ︑マヌカレス今日ノ錬成ナリ︒今朝ノ授手ハ︑

ハ行佛ナリト恭敬供養スヘシ︒思量アルヲ衆生トイフナドキコ
衆生ハ不衆生ナリ︑思量不思量ナルヘシ︒衆生トハ︑三世千佛

スナハチ點茶糊ナリ︒茶糊ハ︑炭灰ナリ︒授手ハ︑テダシテ炭
二〇〇七年三月

ノ佛説法法説法ナリ︑諸法ノ親切ナル一句

ナリ︒コレ

了到

コレナリ︒カミノ非不二言ハ︑或從ノユエニ︑所以言ナリ︑未
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ヲツグナリ︒コレヲ諸佛無上道ノ授手ト錬成スヘシ︒

スルナレハ︑好坐襌ノ時節トイフナリ︒好坐襌ハ︑
迷悟法ノ兀々

地ニ安住スル出入息ナリ︒日時コノ出入息ナルヘシ︒ユエニ若

コノ如何ハ辨肯ノ問覓スルナリ︒大慈大悲ノ棒頭ナリ︒借時節

︵一二〇︶鈍置ハ︑不動着ノ法ナリ︒顛倒ハ円陀々ノ宗ナリ︒

力ハ︑容易辨道ナリ︒寸金ハ︑寸刻ヲ買却スルコトナシトイヘ

坐ハ生死去来ノ全機現ナリ︒如無著力ハ︑如何辨肯ナルナリ︒

一頓コレ無差別ナリ︑ユエニ不痛知痛ナリ︒拳頭虚空ノ親切ハ︑

トモ︑寸刻ハ無量生死ノ公案ヲ得スルナリ︒近来ハ︑如今春風

過ハ︑有什麼著力ナリ︒著力ハマヌカレズ︒結跏趺坐ナリ︒趺

一頓ナリ︒一頓ハ︑一打一挙ナリ︒虚空大地ノ懸隔ノユエニ︑

一枚三條ハ︑動不動ノ通徹ナリ︒厚三寸︑長五尺ハ︑頭々ノ一

大地競来ナリ︒競頭来ハ︑頭々超脱ナルハ胡餅爲面目ナリ︒忽

春雨ノ

等ナリ︒一等ハ無等ナリ︑山僧ナリ︒夜 ハ︑打虚空一頓ナリ︒

有一人ハ︑餘人ニアラス︒忽有面ハミナコレ一人ナリ︒吾要買

マシテヤ︑佛祖○之ナリ︒コレ佛法ヲ参究スル今日ノタメニ身

ハ︑ナニノユエナリ︒我人相ノ身ヲツゝミカタメテ益ナキナリ︒

イハス︒ケシクスンデオルノナリ︒他又道コレ無對ノ脱落ナリ︒

無ナリ︒ユエニ他無對ハ︑百千ノイカヅチノコトシ︒ドウトモ

將来麼不將来ハ︑一文大光銭ナリ︒コノ宗旨ヲ吾向他道スル也

皮肉ナキヲモテ︑姓張名李トイフ︒張李ハ︑カノ次郎太郎ナリ︒

モテ什麼トヨブナリ︒吾是觀音菩薩ト名字スルナリ︒コレ尽界

リ︒三藏等ノ西竺ニ渡過ストイヘトモ︑面授佛ノ時

ノ單傅ヲ人不識ナルユエニ︑梁代普通ヨリノチ︑幾度過流沙ナ

樹ナリ︑空花ナリ︑四大五蘊ナリ︒九年ハ︑面壁打坐ナリ︒コ

能語ナリ︒單傅ノ日時コレヲ不到ノ春功トイフ︒一花開ハ︑枯

スルニイトマナシ︒良久ノ下ハ明覚ノ語ナリ︒而今ハ永平ノ不

ノ慧命ヲ可惜セザルナリ︒ユエニ輕之○生ナリ︒ワレ今日慚愧

命ヲ可惜乎スヘシ︒モシクハ︑ムダニ日時ヲ差過スルハ︑佛祖

々霖々ナリ︒父母○之トイフハ︑アタニ身命ヲオシム

是ト参スルヲ

要○買ハ︑取舎サキヨリ表裡ナキコト︑分明覿面ナリ︒還委悉

モシアラバ︑ソコ許ノ名称アルヘキナリ︒シカアルニ︑コノ消

爲面目ナリ︒什麼人ハ︑ 是ナリ︒不必ナルヲ

ハ︑自他ナキ胡餅買胡餅ナリ︒忽有ノ消息︑コレ大地競頭来ノ

○麼ハ︑舌頭長也ナリ︒出頭来ハ︑タゝコレ觀音大士ナリ︒ユ

息キコフルナシ︒コレハ古老ノ口語ナレトモ︑イマダ

花開ハ︑三月裡ノ鷓鴣啼処ナリ︒無別無断故ノ霹靂拳頭ナリ︒

トシテ驚愕セザルヤ︒合掌シテ叉磨叉磨︑コレ忍恕忍恕ナリ︒

春功ノウキタチナルベシ︒

ズ︒九年人不識ハ︑兀々地ナラズ︒ソレコレ幾度過流沙ナリ︒

絶ナラ

ナキナリ︒

死灰トアルハ︑イキイキトシタトイフナリ︒コレ常念ナリ︒是

エニ不死灰ナリ︒シルヘシ︑大地山河ノ本然清浄ナルコトヲ不

須知ニタレナキコト︑鈍置顛倒ノ寸尺長短ナリ︒

今ハ希有ニシテキヽエタリ︒ナニ

︵一二一︶近来ハ︑一時ノ消息ナリ︒コレ莫差過ノ日時ヲ示衆
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消息ハ︑万機○雷ナリ︒風雷ハ︑諸法ノ諸法ナルハ︑全物半物︑

カギリナク自由ヲ得スルナリ︒コノトキ︑ソレキリソレキリノ

レ今豁開ナリ︒コノユエニ︑坐断○万ナリ︒モノミナツヽイテ

拜ハトリタテラルヽナリ︒久鎖ハ餘事ナリ︑功夫熟スナリ︑コ

ナルハ︑久鎖○豁ナリ︒三台ハ︑星ノ各ナリ︒三公ニ比スルナリ︒

︵一二二︶逆次ニ功夫スヘシ︒順次ニ参シテモヨシ︒未移○台

︵一二三︶コノ碓房ノ恁

リ︑コレ師資超越ナリ︒参肩ハ︑獨立周行ノ胡盧藤ナリキ︒

ハ︑サダマレル面目ナキ︑大師ヲイヘハニヤ自々齊肩トイフナ

外春風暗裡

不道無コレ已三十年トイフ︑アトサキナシノ一槌痛下ナリ︑劫

カラカトツクニサウダ︑イマニハジメヌトナリ︑禅ハ大道ナリ︒

三十年ナリ︒禅ノホカ餘物ノ交肩スルナキナリ︒ナルホトイツ

密詣ハ師資ノ逮夜ナリ︑碓房ハ面授ノ道屋ナリ︑米白也否ハ無

ハ︑録中ニ數回拈起スルモノナリ︒

ノ句ト同意ナリ︑大道ノ前後際断ナリ︒兄是無師

トモニ透體脱落ナルナリ︒コノ四句ヲ参シエテ︑挙則ヲ功夫ス
ヘシ︒汝等諸人ノ全皮肉︑コレヲ尽 酒糟漢トイフ︒

五祖ノツエノオト︑カタカタスルモノナリ︒三簸入室ハ︑マサ

餘ノ宗旨ナリ︑白也未有

ラス︒イハク日時ヲ日時ニ脱落セシムル宗旨ナリ︒コレ何処有

トヲ︒與

シカモ確房相見ハ︑
再三一合ナリ︒コノトキ始傅燈トイフヘシ︒

自也︑資一口ニ道得スルナリ︒四五升ハ︑從來ノ無欠盈ナリ︒

有篩ハ︑全自半他ノ不染汚ナリ︒第九巻ノ第七則二煎點アリ︒

ニシルヘシ︑米ノオト︑ザラザラスルナリ︑コレ入室ナリ︒未

酒糟ノ

ホカ別ノ面目アリトニハラザレトモ︑尽是ノ面目ヲ汝等諸人ナ

ノ 参ナリ︒還知ハ︑或從ノ消息ヲ通スルナリ︒大唐国裡ハ︑

而今ノ三一八︑或從ナリ︑汝吾亦ノ如是不染汚ナリ︒始傅ハ︑

ハ︑ 今ノ道得ナリ︒以杖三撃之ハ︑

ルヘシトイフナリ︒今日事ハ︑マサニシルヘシ︑何処有ナルコ

破草 ナリ︑眼晴一隻ナリ︒ユエニ全大唐国ナリ︒禅師裡無大

超彼越此ノ大難ナリ︒シカアル宗旨ヲ一花開五葉夜間錦トイフ︒

行脚ハ︑尽是ノ皮肉ヲ阿罵スル一句ノミト参ズヘカ

マレルニアラス︒還知大唐国裡無禅師 ハ︑参学ノ皮肉ヲ示誨

師資ノ面啓ハ︑花開ナリトイヘトモ︑カナラス師資ノ定分ニ屈

唐国トイハンカコトシ︒尽界ニカヽレルニアラズ︑塵刹ニトヽ
スルナリ︒ユエハ大唐ト禅師ト︑十万八千ナリ︒時有僧マタコ

一枚ノ證契

ナリ︒コノ相續ハ︑タトヒ 今ノ果子盆上モ︑七佛渾拈花ナル

セザルヲモテ夜間綿トイフ︒偏邪ノ見ナキハ︑錦

ヲモテ劫外春風暗裡興ナリ︒法ノ玉轉回珠ナリ︑人ノ回光返照

生ナルヘシ︒不

ナリ︒アトサキナシトハ︑無始無終ナリ︒頭正尾正ト参取スヘ

レ差過ナリトイヘトモ︑今日ノ参究ハ︑又作

レハ参請ヲイフモノナリ︑經巻知識ノ或從ナリ︒コレ不屬師資

シ︒密語ハ︑夜間ナリ︑暗裡ナリ︑餘人所不見ナリ︒

道無禅ハ︑無一物ナリ︑摩尼珠ナリ︒ユエニ兄是無師ナリ︒コ
ノ面皮厚三寸ナリ︑有因不無縁ノ汝等諸人ノ尽是面劈破ナリ︒

二〇〇七年三月

参師問法スル︑スナハチ無師自悟在ナリ︒良久云︑不道無禅已
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菅原 諭貴 ﹃永平広録點茶湯﹄の翻刻︵三︶
カ

宝暦十二年壬 六月廿九日

一

此是冩本大卍老人禅録騰冩被慧贈

無住老人眞筆之本者逑而之當時付 二屬上野州緑野郡寺山村
竜田寺現住雷道和上
不肖大莖於于今秘藏者也
永平廣録點茶湯第二

参ナリ︒作佛祖ハ︑コノ傳法衣ニアル稟得ノ

ナリ︒アルヒハ超越ニツイラテ二儀ヲモホケ︑超出超入ナンド
イヘルハ︑不是

初ナリ︑向上ナリ︒頂骨ハアタ

ナルモノカ︒シ

者箇安居ナリ︒コノ宗旨︑コレ雖然恁 ナリ︒莫拈爲ハ︑超越
ハ︑不拘ノ

究尽ノ若至ナリ︒縦見トイフ︑ハヤクコレ
ルヘシ︑ 得恁

マナリ︑向上ナリ︑最初ナリ︒佛祖ノ命根ナレハ︑人天ノ生死

ナリ︒コレヌ且如何スル作一円相ナリ︒向這箇巣裡安居ハ︑安

︵一二五︶コノ晩間上堂コレスナハチ優曇一現ナリト微笑スヘ

箇ナレハ︑前後際断ノ結夏拂子ナリ︒安居也

居ノ時々ヲ端的スル万里無寸艸ナリ︒三箇ノ円相ハ︑円相ノ三

ナリ︒スナハチ作一圓相ナリ︒一円相ハ春ハ花ヲヒク︑花ハ春

︵一二四︶拈拂子コレ結夏ナリ︑拈コレ拂子ナリ︑拂子コレ拈
ヲヒクモノナレハ︑事々物々ノ被雲遮ナリ︑人佛等等ノ彼碍ナ

シ︒有大小ノ雖是先徳之論ハ︑楚円禅師ヲ︑ソノコロノ先徳コ

ナリ︑円満ナリ︒安居一枚スミヤカニ参究ナリ︒参究ノホカ安

イヘトモ︑無面目ナルヘシ︒スナハチ参究ナリ︒遮箇コレ安居

安居スヘシ︒コノユエニ︑遮箇ナリ︒遮箇ハ︑ソレソレナリト

ルヘシ︑安居ハ︑超越ナリ︑円相ナリ︒円相コレヲ越此超彼ト

雜碎トイヒ︑大悟ノ難上枝トイフ︒無其形ノスナハチナリ︒シ

心一片︑玲

シカアルニコノ禅杖ヲ喫スルノ吾亦汝亦トシテ︑晩参ナリ︒絶

絶講矣ニイタルマテハ︑末代ノ不参究ヲ警策スルノ禅杖ナリ︒

ソメカヌヘキ文字ナリ︒大佛和尚ノ暖皮肉ナリ︒近代ヨリシモ

リ︒無抱有抱コレ魏然獨露ナリ︒然例作晩参ノ五字ハ︑海滴モ

眼ニアラズヤ︒且道ヨリオチツカヌ︑コレ東方照ノ一分白亳ナ

タヽ

ナリ︒シカアレトモ︑慈明ノ者裡ハ︑光明佛ノ不曽過去ナリ︒

トサラニ小

︒

リ︒雲ヲナシ︑水ヲナス回環ナリ︑挙頭一隻兄箇十方ナリ︑赤

居面ナシトイヘトモ︑円満上座︑コレ超越ナリ︒超越参究ミナ

慕古ノ光明染汚ストイヘトモ︑正法眼蔵ヲヒラカズ︒稽古ノ力

則ノ嚴不嚴ト︑衆院ノ多寡ヲモテイフハ︑コレ猶欠一隻

林ト阿罵ス︒ユエハ︑縄墨ノ世間ニ別ナルヲモテ

コノ安居ノ遮箇ナルヲモテ︑遮箇ノ安居ヲ参究スル︑スナハチ

講ナルハ︑佛法ヲ学スルノ邪癖ナリ︒講習功夫ハ︑晩参アルヨ

十方ナリ︑敲出骨裡髓了也ナリ︒コレヲ古鏡ノ百

超越ノ五百生ナリ︒タレカ大修行ノ皮毛ナラサル︒作頂骨ハ安
円相

カ カ

リオコレルモノカ︒永平宗祖ノ五清規アリ︒而今ノ本録アリテ︑

遮箇ノ枚々ナル夏安居ナリ︒時々トイフ︑ハヤクコレ

居ナリ︒威音空王コレソノ挙頭 杖ナルヘシ︒命脈処分︑コレ
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クラ井ヲイフ宗旨ノミキクヘシ︒雖當已下︑スナハチナリ︒

コトカクノコトシ︒千歳一遇ト

俗語ナリトイヘトモ︑一時ノ

ラキ︑ソノウエ抜舌ノ罪ヲイトハス︑真龍ヲシラス︒筆点スル

シ︒コノユエニタヽ献茶バカリノ誠志ヲオモヒテ本録ヲ夏冬ヒ

ワ レ ラ モ ソ ノ 器 量 ナ ケ レ ハ︑ 宗 祖 ノ 法 水 ヲ 百 沸 ス ル ニ 風 骨 ナ

大小開靜等ノ法律コレヲオモハサルハ︑ナンノコヽロナルカ︑

トモ看讀兀坐晩参アルヒハ赴粥飯ノ儀規︑アルヒハ打坐打版︑

イマハ永平ノ千聖不傅ノ宗祖ナリト彫龍スルモノオホシトイヘ

心ナル古儀ヲハステヽカヘリミサルコト貪泉ノコトシ︒シカモ

究アラサルモノハ︑後時ノ規律ノミヲオモシトシ︑永平ノ一片

一隻眼ナリ︒徳山ノミシカアルカ︑三世佛モシカアルカ︑如何

曹溪ノ不覚ナル漆桶一箇ト︑子細觀来ノトキ︑マヌカレヌ只具

リ︒コノ無邊コレヲ泥水ト牛没馬回スル端的ナリ︒シルヘシ︑

ヘキナリ︒コレヲ只是トイフヘシ︒通身ハ︑百艸頭上無邊春ナ

蕉 杖ナリ︒入艸ハ無碍風ナリ︒求人ハ︑人求人トモ入艸入ス

覚ヲイフカ︑シカアルナリ︒通身泥水ニ與奪ナシトイヘトモ芭

リ︒老古錐ノ穿却ヲマツノミ︒シカノユエニ入艸通身ノ兄是不

ニ我宗ト獨歩乾坤スル徳山峨々ナリ︒スナハチ薬鑵ノ蚯蚓鳴ナ

生ナリ︒如是ノ汝吾亦ナル不染汚コレヲ一法ト亦無シ︒サラ

亦無ナリ︒コレスミヤカニ一法究徹ナルヘシ︒如何是ナリ︑作

法與人ハ︑不傅ノ一路頭ナレハ︑與受モノニアラス︒サキヨリ

カ

則尢嚴ハ︑單傅心印トイフナリ︒ユエハ︑或半夜已下ヲ参取ス

ナリ︒只具ハ︑不必ナレハ何必ナリ︒一隻眼コレ一法ノ亦無ナ

リ︒今大佛コレマタ希代ノ花開ナリ︒コヨ井ノ上堂︑コレ晩参

リ︒第八巻法語ノ中ハ︑永平寺ノ照堂ナリ︒コレ一遇ノ曇蘂ナ

照心 一︒カノ記下巻三十八上ニミルヘシ︒スナハチ天童ノ事ナ

リキ︒夜間ヲ玉女懷胎ノ時劫トスルニハアラス︒玉女懷胎ノ道

ナハチノ玄妙旨ナリ︒懷胎ハ玉女夜ナリ︒獨露真常ノ葛藤纒ナ

物不依

ナリ︒コノトキ不染汚ナルヲモテ︑剪不開ノ金力トシルヘシ一

ヤカナリ︒有語句コレ我宗ナレハ︑語句ニ我宗有スル盛雪一片

リ︒タトヒ丹霞ノ光景ナルニハ︑身不然ナル若是アルコトスミ

ヘシ︒希代之勝躅トシルヘシ︒照堂ハ後看讀寮ノコトナリ︒建
撕記ノ下巻ニイハク︑前衆寮額ヲ名 妙嚴 ︑後衆寮ノ額ヲ名

ノ最初ナリ︒記得ノユエニハ︑前後際断ノ公案現成ナリ︒タト

場︑カナラスコノ夜中ト究尽スヘシ︒コレヲ懷胎ノ本末トイフ

二

ヘハ︑徳山ハイマタ徳山ナラストイフトモ︑イマノ徳山ハ︑参

モノカ︒

一

究スヘシ︒無語句トアル我宗ハ︑寂滅ノ言辞相︑コレ作家中ナ

ハ︑ヨノツ子ナリ︑サラリサラリナリ︒照破笑殺没来由ナルヘ

二

リ︒アダニ未参究ニシテ︑語黙ハ我宗ノ毒ナリトイフコトナカ

シ︒多ヽ丹霞ノ恁 道ヲ標的スル獨竪ナリ︒大佛ノ兀坐ニハ︑

苴ハ︑子リアハズバサケタトイフ不染汚ナリ︒等閑

ノユエニ︑不動着ナルコレ剪不開ト参究セリ︒コレス

スルノミナルヘシ︒語話時闍梨不聞ノ佛向上ノコトシ︒亦無一
二〇〇七年三月

レ︒参究ノ今日ナル︑我宗ノ面現成ニハ︑無語句ノ輪ノ轉無等
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スルコト二老ノ頭上ニ

不然ノ若是光明スル懷胎ナリトシルヘシ︒アエテ二老ノ頭上
スルトハイフヘカラス︒タヽコレ

ルノミ︒

︵一二七︶
コノ上堂ハ︑参ナレハ晩ノ昏鐘鳴ノ後ニ入室スルナリ︒

スナハチ南泉問黄薜ヨリ︑無始是刀ニイタルスナハチ甚処去ナ

ニ

リ︑擇菜去ナリ︑將甚

参ナリトイヘトモ︑東方ニテリ︑マタ如来ヲテラス︑雲水是

擇ナリ︒イハクハ甚処去ハ足下雲生ノ

ニ瞎却スヘキ一句ナリ︒イハク我宗無ハ︑語句ナレハスミヤカ

得々ナルノミ︒良久ノ偈言︑タレノ汝モ見佛眼参開シテ︑サラ
ニシル︑無語句ハ︑語句ノ全乖ナリト︒コレ我宗ノ顛倒ナリ︒

影像ナル茄子ヲキリテ火中ノ蓮花トナシ︑一箇ノ蘿

闍梨々々是雲水ナリ︒狗カナツタカ︑戸カホヘタカ︑擇菜去ニ

現ナリ︑不現ナリ︒爲人不爲人莎訶︑シカモマタ大佛ノ真言ハ︑

胎コレスナハチナリ︒ソレコソソレヨ︑ミヤキノヽハラナル

ナレハ︑無語句ノ心與口ナリ︒スナハチ 胎與コレナリ︒與馬

ノ錯不錯ノ拈出爲人処ハ︑驢胎○胎ナリ︒拈出ハ︑相乖ノ我宗

相乖ナリ︒無語句ノ大隔ヲ通天徹地スル剪不開ノ金刀ナリ︒コ

ノ轉処ヲ絶却シ︑口秘ノ光景ニハ︑心王ノ公案未現ナル︑コレ

ナリキ︑客是什

ル︑コレ未参学ノナセルヤマイナリ︒作客作主︑コレ只解不解

句を看不破ナルモノアリテ︑竪起ノ皮毛ハ︑只解ノミトオモヘ

作

ナリ︒刀子ハ︑將甚

甚

親見南泉トオカムナリ︒コレ將甚

根コレヲ

相乖ハ︑一物不依 ナル十二時中ナリ︒心ナル時中ニハ︑口輪

コノ顛倒ナクンハ︑
コノ道環ナカルヘシ︒ユエニ心與○乖ナリ︒

丹霞ノ韻ヲ用得ストイヘトモ︑不開ヲ相乖スル有無脱落ナリ︒

相見トアルハ︑師資一般ノコトシ︑一着落在ノコトシ︒作家ハ

ハアシキモノトハ︑タレノ汝カオモヘルコヽロソヤ︒故是作家

ナリ︑主是什 皮ナリ︒主ノミヨロシク︑客

生ナリ︒泉日ノ只解不解︑コレ白日青天ナル一句ナリ︒文

ノ露靂風雷ナルヘシ︒使得正快ナルカ︑

ナリ︒コノ宗旨ハ︑
竪起刀子ニ打断始得ナリ︑
雲冊々水温々

擇ナリ︒擇ノ端的︑コレ將

リ︒所以重法也ノ五字︑コレハ覚母ノ梵文ナリ︑大佛和尚ノ眼

︵一二六︶ 昔唐虞ノ晩参︑コレ親切ニ参究スヘシ︒光明一枚ナ

解不解ノ甚処去ヲ將甚

スルモノカ︒八年ノ日月ハ南岳ノ道得

相見ナリ︒相見コレ作家ナル︑同時失不相見ナリ︒イマハ雖然
ス︑

晴ナリ︒末法時世ニハ起死ノ毒薬ナリ︒盡其衣服ハ︑俗法ナレ
ス︒犯宮ニハ

恁 トイフ︑語言三味ナリ︒別有商量ハ︑マヌカレス︒コノ只
形ヲ墨

ナリ︒嵩山安国師処来ノトキ︑是什 物恁

ニハ

若是大佛ナリ︒我王庫内無如是刀ハ︑
那ノ形段ヲ依摸セサレハ︑

ニハ赫衣ナラシメ犯

トモ︑シルヘシ︑其衣服盡五刑也トアリ︒犯墨ニハ象巾シ︑犯
ハ艸履ナリ︒犯大碎ニハ︑布衣無領ナリ︒所以輕法也ノ禅杖ハ

長短方円自依

ノ百雜了也ナリキ︒囗著月ノ枝々ハ︑コノ珊瑚

来トモ︑代語セシ︑

明ノ染汚スルニマカセテ礼拝看誦スヘシ︒扣齒シテ鼻液ヲスゝ

無量劫ノ糧食トスヘシ︒不可比︑コレ脱落身心ナリ︒次下ハ光
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樹林ナルヘシ︒竪起刀子︑コレスナハチナレハ︑是何形ノ宗旨︑
簸米三次ノ恁

ハ︑断臂シ︑
而立ノ依位ニハ︑
汝得吾髓アリ︒打三杖ノ打臼ニハ︑

際ナリ︒乖足ノ面皮︑コレ石頭大師ナルカトオモヘルニ︑而今

万里ナリ︒無寸艸ナリトイヘトモ︑荒田不擇拈来艸ナリ︒無涯

万里ナリ︒万里トイフ︑
スナハチ無寸艸ナリ︒鳥道杳々ナルハ︑

在水ノ安居一究ナリ︒コレ正當恁 時如何ナリ︒直須トアルハ︑

︵一二八︶莫認莫向打一円相ノ万里ナリ︒不染世間法︑如蓮花

有一無︑赤須胡ノ胡須赤ナルモノカ︒八九成ノ泥團子ナリ︒這

頭出頭没ナルアリ︒コレヲ是箇人ノ將謂トイフ︒與掌拍手︑一

アリ︒汝八檗師ノ天地ナルトキアレトモ︑マサニコレ百丈山ノ

對面不相識ナリ︒我ハ︑百丈ナル時節アレトモ︑黄檗ナル有時

汝是箇人ハ︑使得無神通菩薩ナリ︒我汝ハ︑將謂是箇人ナレハ︑

走ナルヘシ︒佛袖起座︑コレ孫子子孫ノ何必三味ナリ︒我將謂

アルモノカ︒シカアレハ︑檗師ノ問処ハ︑怒雷

スミヤカニ夢中説夢シイヅル参究一枚ナリ︒

ノ送行ハ︑空裡一片石ナリ︑住高山ノ以泥洗泥ナリ︒採花ノ蜂

兩箇老漢ハ︑唯老漢ノ参究ナリ︒兩箇ハ︑百丈黄檗ノミニアラ

ス︒從上面ナリ︑後代孫ナリ︒ユエニ兩箇ハ︑定形ナキナリ︒

︑コキマホレ︒

子︑スデニ拂子ニカクレヌ︑アタリニヨリテサヽルヽナ小僧タ
チサアハシレハシレ︑ 一

得ヲ老漢参究ト︑学シキタレルナリ︒爲甚恁

コノ宗旨ヲ只道得シ︑未道得シ︑又未道得スルナリ︒コノ得未

衆諦聴ナリ︒諦聴コレ聴諦ナレハ︑能所彼此ナキ大衆ナリ︒也

︵一二九︶コレハ未尽上堂ナリ︒進歩スラクハ︑未尽裡ニ從上︑

只是ナル從上爲人アリ︑據坐ナリ︒也便ナル後代為人ハ︑皈方

ノユエニハ︑大

レ道処ナルカコトシ︒ユエニ尽則未尽甚処未尽ヲイヘルナリ︒

檗ノ進歩ヲ獨立ナラシムル一句子ナリキ︑コレ如何埀手ナリ︒

丈ノミ便是ノ未尽ヲ参究一枚畫餅ト喫尽スヘシ︒何不問ハ︑黄

来セル間処道処ナリ︒タトヘハ︑問処ノ脱落ノ脱落コ

コノ提唱ヲ錯認セサルモノハ︑而今ノ参学ニ動着スヘキナリ︒

後代ヲ

古人問ナリ︒據坐ノトキ︑タヽ

カ

黄薜ノ問処ヲ究竟スヘシ︒閑看スルコトナカレ︒イマハ以何法
示人ノ從上古人ヲ進問スルコ

問時ナリ︒
恁

百丈ト恭敬ナルヘシ︒如何埀手ハ︑マヌカレズ︑恁

レハ︑サラニ道得面ナルヘシ︒今古自他渾家穿ノ鼻孔裡出息分

獨處ナリ︒生時面ナリトイヘトモ︑死皮肉半枚ナリ︒ユエニイ
フ

明ナリ︒全自コノ半他自ナルコレ関 子ト︑開閉スヘシ傅虚傅

問時ハ︑従上後代ノ有時面ナハ︑若是有人ハ︑未道得面ナ

薜據座スレハ︑百丈サラニ︑以我法示人ノ問処ヲ道得スヘキカ︒

實ハ︑一人万人ノ渾淪ナリトイヘトモ︑従上後代ノ或従ナリ︒

界不僧藏通身無影像トモシ︑若至ノ以何法示人ヲイハヽ黄

後代兒孫︑コレ從上諸聖ヲ呑尽スルカ︒四十佛︑四十祖ノ皮肉

傅實ハ︑如是法ナリ︒傅虚ハ︑吾亦汝亦ナリ︒

源コノトキ支

ハ︑將何傳授ノミナリ︒傳授ハマヌカレス︑將何ナリ︒ユエニ

二〇〇七年三月

キク︑傳衣ノトキ傳説法アリ︒拈花ノトキ拈鉢盂アリト雪中ニ
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裡入ニ方隔ナキナリ︑入々ナリ︑入ノ親切ナリ︒全提不錯ナル

トキ︑鏡清聞ナルヘシ︒水ノキクトキ鏡清キクナリ︒コノ從這

衝天無依ナリ︒果是得入ハ︑一任四方八面ナリ︒一任ハ︑コノ

流ニオクルヽ宗眼瞎却ナリ︒一人万人ハ︑何國人何姓ノ對面不
仙陀ナラシ︑虚ハ無依ナリ︒實ハ子ナリ︒コノ子ハ︑シバラク

四方八面ノ全現成ナリ︒北方ハ北方一任ナリ︒東面ハ東面一任

著スヘカラス︒タトヒ入未入ハ︑輙不得離劫這裡ナルヘシ︒大

能依ナリ︑虚ハ母ナリ︑父ナリ︒アルヒハ︑所依ナリ︒コノ虚

佛ノ光明ヲ一口呑尽スヘシ︒可惜○子ハ眞箇要得箇入処ナリ︒

コレヲ道環トイフ︒不犯ノ地ナリ︒實マタ別ノ影像ナシ︒今日

ナリキ︒速回頂骨ノトキ︑虚空粉碎スル︑コレ衝天無依ナリ︒

︵一三〇︶剔起眉毛ノホカ借々ナシ︒全提不借ナハ︑差過了也

可惜乎ハ︑トリサガスヘカラス︒ヨクヨクオシミテ大事ニスル

ナリ︒コノユエニ︑若也未熟ナリ︒アナカチニ得入未得入ニ動

木賊艸履ヲ著タル人ノ腰背ニハ︑オノガスリキリノコリタル頭

スルナシ︒頭々ノ没交渉ナリ︒コレ一口呑尽ノ

トナリ︒一

の無方隅コレナリ︒

扁ヲオヒタリトハ︑世話ニエダノサイタル無途轍ナリキ︒所以

干開ナリ︒一

子ハ︑茄帯一枚ナリ︑瓜實一粒ナリ︒餘物ノ交渉

ノ下ハ︑内外ノ動着ナリ︒渾淪ノ宗旨ナリ︒呑尽ニタレナシ︒

離ナキ

自眼ナ

クタラカス︒無依 三味ナルベシ︒ナホモ十紙下面ニ参取スベ

フナリ︒唯我獨尊トイフ︑オホシクジリナリ︒頂骨ヒトツデシ

ハ︑人ダマリノヨイヒトニハノオホハヂノカキアゲトイ

リ︒全口渾眼ノユエニ︑我 ノ拘牽ニアラス︒自他ノ

来而今トモニ懶干開口眼ナリ︑ 口是我口ナリ︑他眼

シ︑参︒

場

ナリ︒コノ雖然如是ハ︑錯對○命ナリ︑錯對ハ︑向上一句子ノ

キ上堂ナリ︒切々○蹤トアルハ︑破落戸ノモノアリテ︑從来ノ

︵一三一︶タヽ親切ニ合掌シテ︑三世ノ佛祖ヲ一口ニ呑尽スヘ

三世佛コレナリ︒照破ニモノナシ︒三千界ソレナリ︒ユエニ從

親切ナリ︒コヽヲモテ一句錯對ナリ︒コノ未免ナリ︒一句子ノ

外相ニカヽハルヘカラス︑ナンドイフヲイタク呵スルノ一言道

未免ニ︑人面馬面ナシ︒一句子ノミナリ︒シルヘシ︒喪身失命
ナリ︒一句イマ一句ナレハ︑不錯對トモイフヘシ︒コノトキマ

ナレハ︑一方クラキハ︑道尽一句ナリ︒柳緑ノトキ花紅ナキ︑

尽ナリ︒合掌ノトキ︑十箇ノ指頭ミダレザリキ︒一方アキラカ

コレ道尽一物ナリ︒老僧ハカナラス一句ナリ︑ ナリ︑我ナリ︑

リ︑スナハチ照破ナリ︒不錯無依ナルヘシ︒記得ハ︑作入 林

鉢盂ナリ︑袈裟ナリ︑蓮花ナリ︑古之今之ナリ︒イマスミヤカ

サニコレ全身保命ナリ︒錯對一句ヲ錯對スル︑スナハチ呑尽ナ
ナリ︒乍入ニ能入所入ナシ︒ 林入

ニ擲下拂子ナリ︒ノコリナク衆皆挙頭スル︑スナハチ一柄拂子

林ナル︑学道ナリ︒コヽ

還聞 ハ︑偃谿水聲コレナリ︒偃谿水聲ノ耳ヲ不現ナラシムル

ヲモテ乞指箇入路ナリ︒道得ナリトイヘトモ︑
問処ノ現成ナリ︒
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処去ナル

リ︑一物説似不中 ナリ︒置鉢而去ハタヽコレ須菩提ノ全皮肉

一片ナリ︒置鉢ノトキ︑大地粉碎ス︒須菩提イマ什

カレ︒染汚染汚ノミナリ︒千古ヨリ但言○義トノミシレリトモ︑

︑雲

ノ可惜乎ノミナリ︒コノナニモナキ︑
アバラボ子ノミナルヘシ︒
コレ在裡ナリ︑コレ裂破ナリ︒可惜乎一言未道尽ナリ︒

未道○義ナルノミ︑大佛ハシカアラス︒汝等ハ千古万古︑万今

ヘシ︒未知ハ是義ノ渾淪ナルコト而去スヘシ︒染汚スルコトナ

︵一三二︶コノ上堂︑コレ單傅皮肉ノ宗旨ナリ︒俗ヲイヒテ︑

千今ノ這皮袋撞入ノ狗子一頭ナリ︒還見也無︑コレ未知是義ノ

門佛是乾屎 ︒
イヨイヨ出塵ノ以心傅心ヲ劫火洞然スルナリ︒処々コレ道場ナ

熟脱ナリ︒ 有○休ニイタルマテ道得ナリ︒道聲如雷トキカバ︑

スミヤカニ如雷ヲキクヘシ︒イハク︑カクレザル

看誦スヘシ︒寧ハ胡也ノ訓ナルヘシ︒ナンゾドウシテナリ︒是
職已下ハ︑單傅心印ノ片々赤心ナリ︒職ハトウドリナントイフ

色塵ニハアラザルナリ︒コノエニ︑至今而未休ナリ︒ナホ委悉

レスナハチナリ︒道聲ハ︑言語ヲイハス︑眼裡聞声ノコトシ︒

ル︒居山好ナリ︒明知アリテ然則ノイシタヲクヽル宗旨ナリト︑

コトク︑不学ヲ主タツテヨリ︑踈怠ノウツソリノンキニツルサ
ヤ︒佛法ハツトムルニスミヤカナリ︒救頭燃ハ︑急ニトイフニ

シ︒不能聴得相似ナルヘシ︒維摩詰コレ一則語ノ片々ナルヲモ

之声也ハ︑凡佛ヲ超過スル而去之一則ナリ︒一則ノホカ耳根ナ

ニ宗祖ノ轉無等輪アリテ︑脱落聲ト雖然セリシヲシルヘシ︒等

有○去︑コ

レテ︑俗ニモオトルナリ︒トウシテ佛祖聖賢ノ大道ヲ得皮セン

ゲナリ︒ソロソロアユメナリ︒ヤマズスヽメバ︑金剛モ坐断ス

ハアラス︒タヽコスコシモマヲナクトノ義ナリ︒ソロソロカセ

スナハチ一劫ニ劫待ナルヘシ︒大佛已下︑マタコレ覿面ナリ︒

テ︑不能聴得相似ナリ︒又問ノ宗旨キクヘシ︒汝聴也無ハ︑如

コノ

奪取而直進ハ︑與奪コノ前後ニオチザル︑満鉢ノ泥團ノミナリ︒

ヘシ︒井ルトコロクボムベキ宗旨︑ワスルヽコトナカレ︒全道

不待ニシテ︑コノ宗ヲ参究スヘキカ︒持鉢コレ不染汚ノ行持ナ

コレ雖然如是ナリトアレ︑カクアレ︑オメシ一盃ノ僉儀ナリ︒

雷道聲ノ置鉢而去ナリ︒不染汚ノウリカメノコ一頭ナリ︒汝如

リ︑満飯コレ香積ナリ︒ユエニ汝能ノ三宝毀破ナリ︒入佛入魔

餘人ソレシラス︒他ノ老僧ニ参究スヘシ︒猫サラニシルヘシ︑

未聴ノ天地ハ︑須菩提ニ藏身シ︑須菩提イマ浄名ニ露角スル︑

ノ光々無碍ナルヲ︑満盛ト超越スヘキナリ︒未知○去トアル正

大佛代ハ︑タヽ大佛ニカハリ︑山河二代スルナリ︒ユエニ須菩

不中ナル亦如是ヲ記得ノ公案現成スルノミ︒宗祖ノ一言

法眼蔵ハ︑参究面一枚ナリ︒未知是義ハ︑満盛ノ端的ナリ︑毀

提ノ宗ヲヒロムル代語ナリ︒自他モロモロ置鉢シ︑取鉢スヘシ︒

ヲ單傅スベシ︒面目骨髓ハ︑不染汚ノ修證ニ得吾スルモノカ︒

処在ナリ︒聲色裡不妨安眠ナリ︑吾常干此切ノ阿那身洞山ナ
二〇〇七年三月

謗三宝ノ行乞ナリ︒檗師ノ常礼只如是トイヘル説細説麁ノ是什
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トルヘシ︒荷衣トイフ︑マタサマタゲス︒ソノトキハ︑キリヲ

イヘトモ︑イマハ開也︑分也︑散也ノ訓ノナカニテ開也ノ訓ヲ

カクレナキ宗旨ノ宛轉無窮コレ退骨披霧ナリ︒披ハ荷衣日披ト

褪トオナシヽ披霧ハ︑ノコリナクソノコトニ︑ウチナルナリ︒

昧スルノミ︒退骨ハ︑
モヌクルナリ︒ソレヌケトナル全皮肉ナリ︒

ト︒皈復自然スル一句ナリ︒コノユエニ物々頭々コノ變通ヲ三

ルナリ︒ソレガソレナラザレハ︑ヤカテソレトスルナカルヘシ

轉ナリ︒ソノコトノ恁 ナルニハ︑恁 トスヘキ恁

ノコラザ

︵一三三︶極而生窮而轉コレツマリノ法ハ︑キハマリナキ無等

ノナリ︒ユエニ盤裡明○轉トソレメカソレヘ︑ソレコロバリス

ナキ︑自他脱落ナリ︒ソコノコトソレトマチカハザルヲイフモ

ナリ︒ヨンテ諸禅徳トモ雅解スルナリ︒還會 トハ︑會ニタレ

子得其母ノ親切ヲイフ︒ユエニ我

復ノタヽチヲ我トイフ︒

買賎ハ︑陽生トモイフヘシ︒賣貴ハ昨短ナリ︒買賎ハ今長ナリ︒

升斗トオモヘルハアシヽ︒斗満秤 住トイフ句ヲミルヘシ賣貴

リ︒斗ハホシナリ︑秤ハハカリナリ︑サホナリ︒斗ヲアルヒハ

ノニ句ハ︑皈復自然ノ通塞ヲイフ︒斗満秤平ハ︑イハヽ陰極ナ

相似セルナリ︒マケルハ︑アチカラコチヘソウテクルナリ︒コ

タゝユルシテ︑スグニアツケザルナリ︒也輸ハ︑世還トイフニ

カトクナレバ︑モノヨクイソリタルナリ︒イリワタラサレハ︑

イツレノトコロナキナリ︒尽従者裡去ナルヘシ︒僧日ノ普請去︑

ルナリ︒甚処去ハ片心赤心ナリ︒イツレノトコロニアラサレバ︑

奪取底ノ皮肉コレ鉢盂ナラスヤ︒スミヤカナルヘシ︒合掌而去︒

變通ヲミカタキナリ︒コレスナハチ︑
要將○穿ナリ︒而驤而變︑

リ︑暗頭ノミナリ︒一口呑尽ノ宗旨ナルカユエニ︑眞箇日面月

タトヘハ︑世間ノツレツレニアラサル日時ナレバ︑明頭ノミナ

ルノ宗旨︑コレ乃畫乃夜ノ一百八ナルヘシ︒莫道明頭暗頭ハ︑

イフ︑語脈裡翻身ナリ︑不

普請去ハ︑無寸艸ノ万里ナルヘシ︒雪峯ノ去ハ︑不必ノ中央ヲ

タメテ不欺之カアルベシ︒者僧ノ口頭ニノミマカスヘカラス︒

マタコレ参究スヘキナリ︒タトヘハ一衆ノ作務ヲイフナリ︒サ

ノ拘牽ニトヽマラザル何必

ノ至極ヲシハラク トイフ︒コレ如

コレ先師ノ暖皮肉ナレハ︑吾人ノ活眼晴ナリ︒全機ニモアマレ

面ナリ︒コノ眞箇ハ︑日面月面ノ藏盛ヲイフ︒参同ノ莫虚度コ

ノイフコトヲモテ︑コノ人ヲシレルトニハアラス︒コノ語ヲモ

語人一等ノ功夫ナリ︒識人ニ影跡ナシ︒因語ノミナリ︒コノ人

莫動着ナリ︒モシアヤマリテ動着スルタレアルニ︑ムカヒテ莫

テ︑コノ人ヲシルトナリ︒一頭ノ水

自轉ノ珠盤同走ナリ︒因語識人ハ︑

ナリ︒日面月面ハ︑狗子中ニ佛性快便難逢ナル眼晴ナリ︒明頭ハ︑

レ光陰ナリ︒コノ光陰コレ要將穿作ノ一物ナルヲモテ︑不染汚
明頭ナリトモ︑暗頭ハ暗頭ナリ︒コレ莫道ノ眞箇ナリ︑日面ノ

ノ言語アルナドオモフヘカラス︒タトヘハ︑珠走盤ノユエニ︑

牛道吽々ナルヘシ︒コレ

ナリ︒コレ眞箇ノ莫道ナリ︒コレヲ トイヒ︑
我トイフ︒直鐃ハ︑

トキタダ日面ノ法界ノミナリ︒月面ノトキマサシク不夜ノ天地
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ノミナリトシルヘシ︒コノトキ動着三十棒ナリ︒三十棒ハ︑動

盤走珠ナルハ︑マヌカレズ︒動着ナレレトモ︑コノ莫字輪ノ轉

梅花明ノ雪裡ニハ︑別ノ来諭アルヘカラストイヘトモ︑更問ス

モチ一枚ナリトスレバ︑ハヤクコレ天地ヲ隔絶スル宗旨ナリ︒

時スル雷復アリキ︒恁

マヌカレズ︑コノ未是ナル親僧見アリキ︒コレヲ直超豈狗ト有

過ナリ︒爲什

ラクハ︑一陽至ナリ︒シレタルコトヲイヨイヨシレラント︑無

見得スヘシ︒一円相ハ︑モチボタホタ

如此トイフ︑宗旨アリ︒参究ノ面面コノ一句子

不動ノ親切ナリトシルヘシ︒動ノホカ動ナキハ︑三十棒ノ莫差
ヲアダニ拶語ナリトノミイフコトナカレ︒如此ノ法ハ︑爲什

二無二分無別無断スル一拂子ノ究通ナリト︑這邉︑那邉ノ歩々

︵一三四︶落艸ノ句偈ハ︑如浄和尚ノ成道ニモ︑臘八ナリ︒カ

蹈著スヘシ︒看ノミナル上堂ナリ︒

ノホトケハ︑大佛小佛ヲイハス︒タヽ吉祥艸座ヲ兀々地シタマ

ニ面目スルコト︑百千年ノ經歴ナリ︒皓玉○徳トイフ隨變而如
喪徳ハ︑マコトニ皓玉ノタメニハアシカリヌヘシトイヘトモ︑

ヘル具足コレヲ艸落艸ト︑唯我獨尊ナルヘシ︒コノトキサイワ

去ヲ兀々地ナルヘキナリ︒コレスナハチ︑一時ノ三摩耶ナリ︒

リナレル無其形ナリ︒ユエニ爲什 如此アリ︒三十棒ノユリヒ

彫文ノ功徳ハ︑無功徳ナル宗旨アラハレキ︒コレ無瑕ノ皓玉ヨ

イヒ︑喪徳トイフ︑ミナコノ無瑕ノ渾淪的ナルヲモテ︑スミヤ

喪徳ノ全面ヲイフ︑琢磨ナリ︒シカアレハ︑因語トイヒ︑去ト

面サラニ 々ニマカセタリ︒梅花ヨリノ春風ハ︑ 耐ナリ︒

艸ト︑箇中起スル相對ノ東西南北門ナリ︒箇中ニ方処ナシ︒四

ナリ︒不覚ハ︑前後際断ト老作家ナルヘシ︒入々ナルユエニ落

ルハ︑入之一字也不用得ナル︒スナハチ梅花入ノ渾的コレ夜来

井ニ老作家ノ日時︑コレスナハチ六年ナリ︒シカアルヲ落艸ト

カニ百雜碎了也ナリ︒雖是實乃ハ︑今日ノ参究一枚ナリ︒君子

耐ハ︑ヨコハラカヨレルホトオカシクテタマラレヌト︑箇中起

ヅマサル眼皮綻鼻孔穿ナリ︒師日ノ不然︑マタコレ日中ノ 石

トアル君子ハ︑陽生ヲイフトイヘトモ︑陽生ハ︑堯舜禹湯文王

風スルナリ︒シカノ箇中トハ︑紅ニ白ニ︑枝々染汚不得ナリ︒

ナリ︒誰解尋討ノ宗旨ヲ夜来ト︑不覚スルモノカ︒入梅花トア

孔丘︑コレナリ︒アルヒハ︑俗ヲモチヒサルトキアリ︒イマ雖

コノ無際限ヲ謾自誇トイフ︒謾ハ︑メツタヤタラトイフナリ︒

道得スル︑不言得ナリ︒モノヽユキトヽキイリワタルコレ落艸

是ト道スル︑スナハチノ慶祐ナリ︒生也死也數珠一穿ノ今日ナ

自ハ︑ソレメカソレナルナリ︒誇ハオノレメカオノヅトサウナ

ナリト諦聴スヘキナリ︒善思念之ハ︑
諸法聴法ノ唯我能ヲイフ︒

ルコト︑一線ノ短長ナリ︒喇々ハ急々トイフ︑ 不得ナリ︒聒々

ル六年ノ老極ナルヘシ︒ワケモ拍子モナク︑ソレナルハ︑夜来

コノ十方佛前ヲ亦如是ノ不染汚ト雖恁 道スルモノカ︒増輝ハ︑

ハ︑衆多ノ頭々物々コトオビタダシクオコルナリ︒唱拍舞蹈︑

二〇〇七年三月

コレ一線ノ藏身露角スルモノト兀坐功夫スヘシ︒雖爲ノ天地ハ︑
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ノ見明星ナリ︒箇中起ノ春風ハ︑ソコラヘ誇言シテフキヌケル
也︒

或奪ハ︑同時成道ノ宗旨ナリ︒諸人ト金剛座ト︑非異非同ナリ︒

通智慧化度衆生トイフ︒忽見ハ︑
明星コレナリ︒別ニ瞿曇ナシ︒

レノミナランヤ︑スヽミテ典座ノ功夫アルヘシ︒

ナントシテカカクノコトク廣大無邊ノ最大功徳アルヤ︒アニコ

スルノミ︒ヨロシクコヽロヲシタテテ拜スヘシ︒一典座ノ職︑

ヘシ︒實是已下︑タヽ典座ノ法界ハ︑佛皮肉ナル光明ヲ東方照

︵一三六︶前来未曽有ハ︑大佛初傅ニアリ︒典座教訓等ノ五箴

カミノ忽見ヲ︑コヽニハ把放一明トイフ︒コレ藏身露角ノユエ

ソノコトヲナサザレハ︑ソノコトナキヨシヲ︑有無ノ鼻孔子ニ

ソワカコレ成道和尚ノ永平真言ナリ︒要知ノ一由二由ハ︑瞿曇

ニ︑一擧相見ナリ︒把捉ハ︑諸人渾身ナレハ︑放行ヲマタス︑

與奪スルナリ︒與モ奪モヒトシク

カアラハ︑典座ノミナラス︒生前辨肯︑乃最大功徳也トイハル

夢幻空花ナリ︒マサンニシルヘシ︑一明ナルコトヲ︑相見マタ

鼻孔ナリ︑
典座ノ皮肉ナリ︒ユエニ者箇是ノ不奪不與底ヲイフ︒

規アリ︒遠孫タルモノ︑拜讀シテ︑古風ヲ一興スヘシ︒モシシ

シカリ︒三十三人コレ世尊ノ一擧眼ナリ︒三十三人ハ︑法ノ皮

拂子ハ鼻孔半片ナリ︒不被瞞トシルヘシ︒モシ瞞ハ︑鼻孔ノ瞞

有晴非成ノ成道スルトキ︑世尊ノ成道アルヨシナリ︒コレヲ神

肉ヲイフトイヘトモ︑迷人悟人ノイクゾバクナリ︒ユエニ︑爲

ナルヘシ︒ユエニ鼻孔換却ナリ︒無孔笛コレヲ換却鼻孔トイフ

比丘ノ前後際断成道ナリ︒師資ノ超越ノコトシ︒得入○裡ハ︑

甚却在トイハルヽハ︑世尊命根ナリ︒擧起挙頭ハ︑獨尊佛ナリ︒

ナリ︑我ナリ︒我 ハ︑全

有ノ下ハ︑

カラコブシナリ︒開竪五指ハ︑唯我尊ナリ︒カラテトイフナリ︒

ナリ︒シカアレハ︑而今ノ鼻孔ナリトイヘトモ︑不得依 掛ト

臼ヲツギ︑下ニ欲奏便落トトクナ

リ︒大食調ハ︑カノツヒヨクリン拍子ナリ︒如是將錯就錯ハ︑

キコフルナリ︒コノ法ノ没

諸人ノ諸人ナルコレ已相○也ナリ︒相見セサレハ諸人ニアラス︒
智ト︑自他脱落ノ拜アルヘキモノカ︒端的失

今ノ二句ハ端的セリ︒コヨ井喫粥スル︑
コレ見明星悟道ナリ︒
便是如来應供正

ルヲ︑吹気光開ト︑轉無等輪スルナリ︒

今ナリ︒三十六旬ハ︑

信得及トハ︑ソノコ

典座鼻孔ノハテナキ宗旨ナリ︒
コヽヲモテ還依○掛トアルナリ︒

トソレナルナリ︒諸佛祖師ハ︑同一作家ノ

却白亳光ナリ︒
成ナリ︒労務ノホカ︑叉手ナシ︒功不失ハ︑更把蒲團ニヨルモ

一年十二月ナリ︒日円月満コレ功皈道成ナリ︒ヨクミソシホカ

モトノマヽヲマサシクモトノマヽニスルナリ︒コノ彼此脱落ナ

ノナリ︒ソノ位階ヲ完全スルナラシ︑佛祖大衆トモニ一二ノ量

ヘルナリ︒忽然ノ下ハ︑厨庫如来ノ光明轉法輪ナリ︒頻々念来

︵一三五︶兩年六百ハ︑鑑寺ノ年月ナリ︒許多労務︑コレ叉手

各各謝トシルヘシ︑無二無二分無別無断ノ謝他ナリキ︑閲八歴

ヲコエタリ︒コノユエニ︑鑑寺ノ労務︑コレ佛祖ノ皮肉ナリ︒
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記用来新ト︑日時展鉢スル端的ナリ︒アニ法喜禅悦ヲマツヘケ

粥足飯足トモイフヘキカ︒コレ填溝塞壑ノ超脱ナレハ︑世尊授

レ食轉法輪ナリキ︒満桶満鉢コレ頭々ノ擔来ナリ︒雲足水足︑

レ三昧現ノ塵々ナリ︒能轉ハ︑所轉ヲ待スルニアラス︒タヽコ

レソレナル宗旨ナリ︒等食等法ハ︑典座訓ノ互換投機ナリ︒コ

トシルヘシ︒ユエニイフ︑無廻避処トソレソレハ︑マコトニソ

ノユエニ驚起法身ナリ︒渾牆 全築着ナルヘシ︒別ニ法身ナシ

アジハフヘキナリ︒房ハ房室ナリ︒人境両倶奪ナリ︒逢人作佛

ル志気ヲオコスヘシトイフニ相似シテ︑サラニ佛作佛ナル意味

漢ハ︑能処彼此ナキ︑ソレコソソレナルナリ︒鉄石ノコトクナ

セザレトモ︑作佛マタシカリ︒佛作佛ナルヲシルヘシ︒須是鉄

人トイフヘシ︒人逢人ナレハ︑未得錯挙ナリ︒コノナニヲ錯挙

ナリ︒獨立ノユエニ︑跳出不管ナリ︒処々ニアトナキナリ︒逢

リ︒職得人ノトキ︑不求諸聖ナリ︒賓中主ナレハ︑不重自己

鉄漢底︑一摸脱出午後飯ナル一口呑尽ナリ︒

道シサラニマタ未有世界等ノ一句アリシナリ︒本録中巻ノ初紙

ンヤ︒スミヤカニコレ不受食ナリ︒處世唄ヲトナヘテ下牀ス︒

ニアリ︒参スル宗旨ハ︑早有此性ノユエニ︑未有世界ナリ︒此

イハク︑僧問ハ︑趙州大師アルトキ上堂ニ︑三佛不度ノ一句ヲ

テ世尊ノ俗弟子ナレハ︑法弟ナリ︒沓婆尊者︑王舎城埀竹園寺

性ニ形象ナシ︒早有ナルハ︑ミナソレナリ︒早有ハ︑世界ノ未

︵一三八︶コノ記得ハ︑水長船高︑泥多佛大ナリト上堂スヘシ︒

ノ典座師ナリ︒四分律ノ第三巻二十一号ニミルヘシ︒艸創ハ︑

所護念ナルコト︑ウタコフコトナカレ︒難陀ハ︑孫陀羅難陀ト

俗ニイフシバキリナリ︒クサカリソメテトイフコトナリ︒土木

有ナリ︒未有ハ世界ノ獨立ナリ︒シカノユエニ︑尽十方世界ノ

︵一三七︶コノ上堂マタコレ知事清規ノ光明ニ昧却セラルヘシ︒

ハ︑土事木事トテ殿堂ヲ修造スルトキナレハ︑土事ノツチモツ

中央ニ︑未有世界ナル獨処一方アルヘシ︒世界壊時此不壊ハ︑

ルコトヲエン︒ユエニアマレルモノナキハ︑
不壊ナリ︒此性ハ︑

三佛不度時眞佛坐屋裡ナリトシルヘシ︒壊時ニコノナニカノコ

ツブレルバカリカツブレキルナリ︒世界ト此性トハ︑壊不壊ナ

事蕭踈トモノコト不自由ニテアル︒ 踈トハ︑サビシクサラリ
トシタルナリ︒無人堪忍ナルコト︑必然ナリ︒シカアレハ︑発

リ︒此性不壊トカ見損ジタソ︒今日ハ︑世界トトモニ壊シサツ

コトモ︑木事ノキヲカサリヌルコトモ︑未満足ナリ︒ユエニ万

林ノ客ナ

佛法海中ナリ︒今日ノ知事︑コレ釣得底ナリ︒不離

タソ︒ナカナカ作者カ不壊性モ︑劫災トトモニトビサリモフシ

心種艸ノ漢ニアラスンハ︑知事等ニ充スヘカラス︒清浄海中ハ︑
リ︒拈来底ナリキ︒コノ六知事︑コレヲ牛馬トイフ︒佛祖ノ消

タ︑シカノ眼藏ハ︑不壊性コレ作

生是ナリ︒トウシテモソレ

デハツルトイフ︑
問処ノ道得ナリ︒コレ而今趙州下ノ参学ナリ︒

シ︑啣負スルユエニ︑披毛○頭︑コレ知事ノ脱落皮肉

ナリ︒知事ノ修證不染汚的ナリ︒禹問○已下︑スナハチ宗旨ナ
二〇〇七年三月

息ヲ
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ノ自然ナリ︒万事ハ︑喫茶喫飯ノイクソハクナリ︒ヒトツフタ

ツニカキラサルナリ︒ユエニニ心々ハ︑絶待ヲイフ︒松ナリ︑

四大五蘊ハ︑名目ハ他日ニ付ス︒イマハヘチマノカハナリ︒天
地風雲ナリ︒ヤケバハイ︑ウヅメハ︑ツチナリ︒麻谷和尚ノ扇

竹ナリ︒
サラニナイモノヲマタス︒
狗子ノミナリ︒野狐ノミナリ︒

コレ現前セルハ︑佛々トオカムナリ︒別ノ面孔ヲミザルナリ︒

生ナリ︒ソノクラ井︑ソノトキデハテタル

子ナリ︒サルモサルナリ︒ムマモムマナリ︒ホカナキソレナリ︒
壊底不壊底猶是作

円足︑ソレソレナルモノカ︒江上雪ハ︑十分清白ノミキコフル

タレワレミナヽカラ粥足飯足ナルヲモテ︑清白十分トハイフヘ

ナリ︒コノ消息ハ︑釣魚船上ノナレタル人カ満意トキママニ︑

ヨシナリキ︒コノ僧ニマカスルコトナカレ︒四大五蘊ハ︑サラ

ミ只知不能セルモノカ︒大佛サラニ道マタコレ把放ニヒマナキ

今日ヲスコスノミナリ︒コレ莫差過ノ参究ナレハ︑参ト能祐ス

フ︒十分ハ八九成ヲ忌諱スルニアラス︒アルニマカセテ︑欠缺

ナリ︒水長船高︑泥多佛大ハ︑所能此彼ナキ單傅ノ皮肉ナリ︒

ルモノンラン︒天童山ハ︑元旦ノ今夜モ入室ナリ︒マコトノオ

シ︒清白ナレハ︑カラハラテ︑ソレキリナリ︒コレヲ十分トイ

有早未有トモニ一等ノ大火聚ナリ︒壊ノトキ不壊ナリトモ︑不

メデタイコトナリ︒喜坐禅ハ︑今朝ノ不染汚ナレハ︑大吉ナリ︒

ニ四大五蘊ノミナリ︒只知ハ不能ニ依摸シ︑放行コレ把住ナリ︒

壊ノトキマヌカレスコノ壊ナリト︑下座スル上堂ナリ︒拈挙頭

應時納祐ハ︑ソノヒソノトキノモノモフ︑ドレイオメデトウゴ

シカアレトモ︑イクバクノ進歩アリテモ︑四大五蘊ノ壊不壊ノ

呑蝦麻︒

ザルトイフ自天然ナリ︒ソウヨリホカハ︑ナニトシテモナキマヽ

ノトキ︑虚空崩壊スルモノカ︒阿呵︑シカモタマケタコト︑蛇
︵一三九︶而今ノ汝亦五亦ハ︑マヌカレス︑呑尽三世諸佛ナリ︒

ニ天然トイフ︒ステオキテトイフニハアラス︒喜躍シテ坐禅ス

立スル︑スナハチナリ︒心々ハ而今ノ人人ナレハ︑慶快笑春面

ル︑コレ自然天眞ナリキ︒ナニコトナリトモ︑一時ノ法界ヲ兀

ナリ︒エメルカホバセハ︑自他ノ通塞ナリ︒牽牛ニ皮毛ナシ︒

モ︑三世佛ノ鼻孔ヲカリテ︑今日ノ消息ヲ圓成ス︒コノ圓成ヲ
出氣ノ眞實人体トイフ︒コレ師ノ公案現成ナリ︒モシ資ノ脱落

タヽ佛々ノミ前後際断スルナリ︒ナニモカモツカイカハナレス

タトイ末世ノ果子盆上モ師資面授ハ︑超越三世佛ナリトイヘト

葉破顔ナリ︒コノユエニ至今猶未瞥地トハイヒシナリ︒シルヘ

ハ︑百千万劫ノ未来世ニモ師面皮ヲ拜スルモノハ︑ミナコレ迦

前ナリキ︒入ハ葛藤ナリ︒絶待ナル宗旨ナリ︒ユエニ盈尺雪ト

ツヽクナリ︒牽牛ハ牛牽牛ナレハ︑佛々入ナリ︒コレ眼前入眼

キコヘキ盈尺ハ雪ノ天地ノミ呈瑞覆山スル一句子ナリ︒雪ハ豊

シ︑師資ノ纒葛藤ナリト︑皮肉骨髓ノ汝得吾ノミナリ︒参ハ︑
法ヲ法ニ

籠スル︑無始無終轉法輪ナリ︒

︵一四〇︶歳朝ハ︑物々頭々ノ兀立スル端的ナリ︒坐禅コノ日
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年ノ瑞ト︑山ノコトクソレソレナリニフリヌケタルナリ︒シカ
アルヲモテ︑釣人○船トイハル︒人己魚ノ一一ハ︑マヌカレス︑
釣自釣ナリ︒唯獨自明了ノ餘人所不見ナリ︒ツルメガ︑ヤガテ
ソノマヽツルツルツラルヽナリ︒コヽニシル牽牛ハ︑佛々ノタ
︒謝答話︒

メニハ︑眼前ノ他人ナリトイヘトモ︑呈瑞ノ親切ナルコトヲ日
出一場ノ
ゆうき・本学非常勤講師︶

二〇〇七年三月

︵すがわら
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児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（４）
−発掘の論理と倫理−
Notes on the Excavations of Ainu Skulls by Kodama Sakuzaemon（Part4）:
Ethical and Socio-political Problems

植
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ABSTRUCT
In the fourth and last part of our notes we will explore ethical and political
aspects of Kodama's excavations. The problem of what made it possible for
Kodama to consider himself ethically permitted to excavate Ainu graves will be
discussed and Kodama's rationalizations criticized.

（1）
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「児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（1）
；背景と概要」１
１

はじめに

２

墓地発掘の背景

３

アイヌ墓地の発掘調査

４

発掘人骨数

「児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（2）
；研究の諸問題」２
５

研究の概要

６

研究成果の公表

「児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（3）
；大後頭孔の ｢ 人為的」損傷」３
７ 「人為的損傷」の研究
頭骨の損傷への注目

７−２

児玉の損傷研究

７−３

人為説の撤回

７−４

損傷問題のその後

８

７−１

発掘の倫理と論理

８−１

児玉作左衛門の倫理

８−１−１

小金井良精と清野謙次の逡巡

1888年にアイヌ墓地の大量発掘を行なった小金井良精は、北海道旅行
から帰った直後の講演でアイヌ頭骨の損傷について論じた。その際、小
金井は持ち帰った頭骨について、
「開墾の際偶然発掘したるもの」であり、
「予は現に静内郡開墾地に於てアイノ墳墓に掘り当りたることを聞き込
みたれば、直に同処に到り、其状況を詳しく検するの好機会を得た」と、
１

『苫小牧駒澤大学紀要』第14号、2005年、1-27
『苫小牧駒澤大学紀要』第15号、2006年、（119）-（52）
３
『苫小牧駒澤大学紀要』第16号、2006年、（1）-（36）
２

（3）

植木哲也

児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（４）

あたかも偶然に手に入れたかのように語った（小金井1888、543）。
彼は実際の発掘に際しても、
「アイノがまだ附近に居る様なところは
避けて、成るべく古い無縁の墓場を探し求めるのが最も大切であると考
へ」、アイヌの目を盗みながら、
無断で行なった。アイヌの留守を確認し、
見張りを立て、発掘を見とがめられないように注意したのである。余市
では発掘中にアイヌが近づいてきたため、いそいで祭壇を設けて供養を
装い、アイヌの眼をごまかそうとさえした（小金井1935、55、56）。
大正時代に樺太アイヌの頭骨を発掘した清野謙次も、「アイノの目前
で骨格を集めたならば彼等は如何に喫驚するか分ら無い」という理由で、
内淵や白濱といったアイヌの大集落をさけ、無人になった集落を探し、
栄浜から２里ほど離れた魯禮で発掘を行なった（清野1943、217-8）。
小金井も清野もアイヌの眼前で発掘することをためらった。彼らは墓
地発掘がアイヌたちにとって犯罪であることを意識し、自分たちの行動
が咎められないよう十分な注意をはらっていた。
８−１−２

児玉の理解

小金井や清野とは異なり、児玉作左衛門はまったくアイヌの眼を気に
することなく、時には大勢の注視の中で公然と発掘を行なった。もちろ
ん、発掘がアイヌに対して持つ意味を知らなかったからではない。むし
ろ彼は研究者としてアイヌ墓地の特性をよく理解し、これを人に説く立
場にあった。
たとえば、死者に対するアイヌの考えを、次のように語っている。
「由来アイヌは死者を極端に忌み恐れる民族として知られてゐる。
人が死ねばその持ち物を全部一緒に埋葬したり或はまた家長の死ぬ
時にはその家を焼き払う。埋葬が済んで帰る時には左回りをなし、
帰途には決して後をふり向かないし、また再び訪れる事は絶対にし
ない。のみならず死者の事を口にする事すら好まない。更にまた墳
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墓を発くに至っては部落に海嘯が襲来し、噴火を起して部落が全滅
するものと信じてゐた。故に墳墓に近寄る事すら危険視して居たの
である。然し乍らその半面にはこの墳墓を犯す犯罪のあったことは
事実であって、斯う云ふ犯罪に対する厳重な制裁があったことを見
ても分るのである。即ち北海道アイヌでは墳墓発掘の場合は棍棒で
強打をうけ、部落を追放せられ、また墳墓に対する不敬の所為の場
合はアシンベ（罰金）の刑があった。また樺太アイヌではアシンベ
又は犯人の最も大切にせるセダ（犬橇の先頭犬）を殺し、之を犠牲
として神に供へ、
以て其の罪を償はなければならなかったのである」
児玉（1939、88）
。
アイヌが人の死を悲しむあまり、
墓に立ち寄ることさえ忌避すること、
したがって、墓から人骨を取り出すことが重大な犯罪であることを、児
玉は強調していた。
こうした事情を踏まえたうえで、なお児玉はアイヌの感情や倫理に逆
らった行動をとったと言える。学術研究はもはや逃げかくれする必要の
ない力を手に入れていたのである。
しかし、児玉が民族差別をあからさまにしていたわけではない。むし
ろ和人との接触によってアイヌにもたらされた状況について、一定の理
解をもっていた。発掘の開始された1930年代、大半のアイヌは貧困や疾
病に苦しみ、その生活は破壊され、アイヌの「救済」が問題となってい
たが、当時の研究者や行政担当者の多くはその原因がアイヌ自身の「無
知」や「無気力」にあるとして、明治以来の開拓政策そのものを見直そ
うとはしなかった。開拓政策や同化政策を批判することはなかったが、
児玉は窮状の原因がアイヌ自身でなく、和人の大量移入と傍若無人な振
る舞いにあることを強調していた。
「海の幸、山の幸は豊富であり、それに風光はよし、いたるところ
に温泉があり、美しい山々、神秘的な湖と川、雄大な原始林にとり
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かこまれていた彼等の生活はどんなに楽しいものであったか想像に
あまりあるものがある。しかるにひとたび和人がこの土地に来るよ
うになってからは、彼等の平和は乱され、生活が脅かされるように
なった。或いは天然痘、結核、性病等の蔓延、経済的圧迫、生産物
の掠奪、過激な労働使役、婦女子の過労による妊娠力減退、和人と
の関係による堕胎等のため精神的肉体的に荒んだ状態になったので
ある。こうして蝦夷ヶ島の楽園におけるアイヌの生活は昔の面影を
失って一変してしまった」
（児玉1961、8）４。
児玉作左衛門は、他の大半のアイヌ研究者と同様に、アイヌ文化の理
解者を自認し、その惨状を嘆き、
「滅び行く民族」を学術的資料として
保存する必要性を訴えていた。
「一人児玉作左衛門だけが特別だったわ
けではない」のである（現代企画室編集部1988、65）。
８−１−３

児玉の研究者批判

児玉は、これまで研究者たちが行なってきたアイヌ墓地発掘について
も、激しく批判を行なった。
児玉によれば、慶応元年の英国人による「盗掘」は、「如何に学問の
ためとは云へ、あまりにも非人道的の事であって、殊にアイヌ研究の将
来を考へる人々には、
到底忍び得ない事である事は云ふまでもない」（児
玉1936、3）。したがって、
「現行の墓地の発掘は、たとえ学術研究のた
めであっても、人道上、宗教上の諸問題に関係するところが大きい」の
で、民族の「信仰・習俗をよく理解して、慎重な儀礼をつくさなければ」
ならない。この事件でアイヌの訴えを取り上げ英国側と交渉した箱館奉
行所の対応を、児玉は「真に敬服すべきこと」と讃えた（児玉1953、
４

もちろん、このことによって児玉がアイヌの立場に立ち、アイヌを支援してい
たということではない。単にこうした事情を理解しないと、アイヌの反発や抵抗に
あって研究の妨げになるという、あくまで研究中心の発想からの指摘だったことは、
以下における清野謙次批判などにも明らかである。
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41）。
しかし、児玉によれば、こうした事件があったにもかかわらず、「北
海道にアイヌ調査にくる学者の中には、こういう感情問題などは顧慮せ
ず、ただ地位を利用して研究を遂行することだけを考えるものがあるの
で、現地の学者たちはその後始末のために非常な迷惑をこうむったり、
また研究上おもわぬ障害をうけたりすること」があった（児玉1969、
146-7）。特に清野謙次の発掘を、児玉は激しい口調で非難している。清
野は「アイヌたちに無断で新しい墓を五十数個掘り返して持ち去った」
ため、アイヌたちが激昂し、当時の樺太庁に訴えた。これに対して樺太
庁は、清野には天罰がくだり、帰りの船が遭難して全員が行方不明にな
ったと偽って、アイヌたちの怒りを静めたという。清野だけでなく、樺
太庁のこうした態度も、児玉は「卑劣な行為」だと糾弾している（児玉
1959、さらに1953、39、1969、147など）
。
のちに児玉が魯禮の墓地に出かけてみると、事件から5年経過しても
墓は荒らされたままで、割られた骨が散乱し、棺の蓋は開いて横倒しに
なり、「副葬された鍋、鎌、アイヌ玉が放り出されて乱雑きわまる状態
であった」。児玉は「同行のアイヌに本邦の研究者の不道徳な行為を深
く詫び、かれらの協力をえて現場をきれいに片付けて引きあげた」とい
う（児玉1969、147）
）
。また「こういう無責任な研究者の所業を見て、
自分の将来のいましめ」としたとも語っている（児玉1953、39）。
児玉は幕末の事件と清野による発掘をともに「盗掘」と形容し、「現
行墓地の発掘」を激しく非難していたのである。
８−２

児玉作左衛門の論理

８−２−１

発掘「許可」の取得

では、なぜ児玉は自ら大量の頭骨を発掘することができたのだろうか。
研究による力の行使は、どのような論理を用いて正当化されたのだろう
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か。
児玉は英国人や清野の発掘を「盗掘」と形容した。その意味は、彼ら
が発掘の許可を取らず、アイヌの眼を盗み、密かに人骨を持ち出したと
いうことである。一方、児玉は土地所有者から発掘許可を取り、アイヌ
の「協力」を取り付けた上で、墓を掘った。
実際、八雲ユーラップでの最初の発掘に際しても、了解を得るために
直接現地へ出向いて説得に努めたことを、児玉は強調している。時には
アイヌたちを饗応し、診療の相談にも応じ、然るべき手当を出し、漁に
出かけた老人を迎えにいって説得に努めた。それでも一部の老人たちは
なかなか説得に応じなかったが、最終的に「
〔…〕アイヌ部落の人々は、
吾々の仕事に対して、甚だ理解ある考を持って呉れ」、「祖先の屍をその
儘放置して、牛馬の蹂躙にまかせ」たり、
「将来建築工事によって、破
壊せられる様な事」になるよりは、
「之等を大学に移して供養して貰ひ、
同時に研究資料として、
学界の為めに貢献したい、と云ふことになった」、
と児玉は語っている（児玉1936、2-3）５。
こうして児玉らの発掘はアイヌの見守る中で公然と行なわれた。それ
だけでなく、多くの地元の関係者の「協力」も取り付けた。象徴的とも
いえるのは教育関係者の協力である。八雲では八雲中の教諭や生徒たち
が、また戦後の静内の発掘でも静内高校郷土研究クラブの生徒たちが発
掘を手伝っている（児玉1936、13-4、中田1957）。静内では、「女子部員
がちゅうちょせず穴に入り、遺骨を手ずかみに」して研究者を驚かせた
という話が、あたかも武勇伝のように記録されている（北海道地方史研
究会1957）。
また行政権力も発掘に協力した。児玉は十勝の発掘で北海道警察の協
力があったことを語っている（後述）
。
５

1959年３月16日の北海道新聞紙上では、土地所有のアイヌから「発掘を依頼さ
れた」とも述べている（児玉1959）。
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８−２−２ 「遺跡」の発掘
児玉がそれまでの発掘を批判したもう一つの理由は、それが「現行墓
地」の発掘だった点である。一方、児玉は自分の発掘を墓地ではなく、
墓地「遺跡」と形容した６。現在も死者が葬られ、弔いの場として認知
されている「墓地」からの発掘は違法だが、すでに忘れられ放棄されて
いれば、それは単なる「遺跡」であり、発掘に倫理的問題はないという
趣旨だろう。
発掘地について、児玉はこう弁明している。「これらは現行の制定墓
地以外のところにあったもので、アイヌが昔各自随処に埋葬したもので
あり、現在は畑地、牧場、魚粕干場または学校の運動場となっていると
ころから探しだしたものである」
（児玉1969、148）。たとえば八雲ユー
ラップ浜でも、児玉は発掘場所が現行墓地と無関係な雑種地であること
を強調し、老人たちさえその場所が埋葬地だったことをまったく知らず、
大量の人骨発見に驚いていた、と報告している（児玉1936、3、9-10、
18）。
当時すでに刑法上も、墓地からの遺骨の発掘や持ち去りは犯罪とされ
ていた。実際、ユーラップでの発掘が報道されると、児玉は北海道警察
から呼び出しを受け、事情聴取を受けた。犯罪として処罰されないため
には、何としても発掘地が「現行墓地」と見なされることを防がなけれ
ばならなかったのである。
８−２−３

研究の「緊急性」と研究者の「責務」

こうして犯罪への懸念を振り払ったうえで、児玉は発掘の緊急性を唱
え、学問の意義を強調した。
アイヌ民族は古くから研究者の注目を浴び、風俗、習慣、言語など民
６

英文では「放棄された墓地 abandoned graves and cemeteries」という言い方を
している（Kodama1970、163など）。
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族学的観点と、体質を研究する人類学的観点から研究がなされてきた。
しかし、「近年北海道及び樺太の開拓が進展すると共に、和人との混血
が広く行はれ、純粋なアイヌは次第にその数を減じ、またその固有の風
俗習慣も漸くその影を没せんとしてゐる。そこで吾々の携はってゐる体
質人類学的方面に於ける目下の急務は、出来る丈広く純粋なアイヌに就
て計測記載して置く事である」
。そのためには、当然「その骨格の蒐集
に努力しなければなら」ない。そして、こうして「遠い往昔の石時代の
ものから近代に至る迄の多数の骨格を蒐集して比較研究し得れば、実に
アイヌ研究のみならず、わが日本民族の体質研究に非常に大なる貢献と
なるものである」（児玉1936、1-2）
。だから、
「大学の本務がゆるすかぎ
り〔…〕アイヌの人類学的研究を行ない、
かたわら後世に残すべき資料、
観察記録および写真撮影に努力」してきたのである（児玉1969、152）。
アイヌは「滅びゆく民族」だから、
「絶滅」の前にその文化や言語や
体質を調べ、その記録を残しておかなければならない、というこの論法
は、古くからアイヌ研究者たちによって用いられてきた説明である。そ
の典型は、アイヌ民族が滅びた跡の「落ち穂を拾う」と語った金田一京
助だろう（たとえば金田一2004、66、77、138-9など）。発掘当時の新聞
も、「吾々の眼前から次第に姿を消しつゝある」「亡びゆくアイヌ」につ
いて研究することを、当時の北大医学部の研究者たちが「本道に居を占
むる北大の当然の責務」と考えていると報道している（『北海タイムス』
1933年８月27日（田口2006、103）
）
。
アイヌの「文化」や「人種」の学問的保存は学者の「責務」とみなさ
れ、発掘の非人道性よりも研究の推進が研究者の規範と考えられた。研
究の権力は研究者の権利へと姿をかえていたのである。
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和人社会の反応

８−３−１

新聞報道

児玉らの発掘を、周囲の社会はどのように見ていたのだろうか。まず
は和人社会の反応、とくに当時の新聞報道を見てみよう。
当時の北海道の主要紙には、早い段階から学術振興会のアイヌ調査に
ついての報道が現れる。先に触れた1933年８月27日の北海タイムスの記
事は、「北海道農民及びアイヌの医学的並に衛生学的共同研究」のテー
マで北大医学部が日本学術振興会1933年度後期分の補助申請を行った旨
を報じ、｢ 滅び行く民族 ｣ についての研究が「急務」であるという研究
者たちの主張をほぼそのままの形で受け入れていた。
北大による申請が取り上げられ、第八小委員会によるアイヌ調査団へ
と展開する模様も、紙上で逐次報道された。たとえば、北海タイムスは
1933年10月19日に「アイヌ総合研究」の見出しで、申請が取り上げられ
補助金の支給が決定されたことを報じ、さらに同年12月16日には学術振
興会小委員会のメンバーが来札し北大側の研究者と会合したこと、1934
年７月22日には「人類学を研究」の見出しで、学術振興会の調査団が日
高平取村に入り、調査研究を実行中である旨が報じられている（田口
2006、105、115、118）
。また小樽新聞に大規模なアイヌの戸籍調査につ
いての報道（1934年５月９日）や、
「アイヌ人種究明に／平取村へ調査隊」
（同年６月24日）の記事が見られる。
児玉の発掘を直接扱った記事としては、
1934年６月18日の小樽新聞が、
「八雲町の古墳を掘当て／アイヌ骨格の大量発掘／北大児玉博士一行の
収穫」という見出しで、
「アイヌの骨格は人類学上世界的至宝で本邦医
学者は勿論世界各国の医学者達が蒐集に努力してる」と報じた。アイヌ
が発掘を嫌うことや土質が悪いことなどから、蒐集は進んでいなかった
が、児玉作左衛門らは「八雲ユウラップのアイヌ部落において百年乃至
百数十年前の大古墳を発見し現在まで約五十数個のアイヌの骨格を発掘
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した」と解説した後、この発掘を「学界における驚異的真に空前絶後と
もいふべき大発見」と形容し、成果の「発表の暁は世界的に大センセイ
ションを捲きおこすものとみられる」と喝采した。また最終的に百数十
体の収容が見込まれるだけでなく、数多くの副葬品も発見されていると
も記されている。
発掘は社会的に賞賛され、倫理的問題は言及されなかった。アイヌが
墓地発掘を嫌っていることに触れてはいるが、あくまで研究を妨げる要
素としてであって、発掘の持つ人道的問題が指摘されたわけではない。
新聞報道を見る限り、和人社会は児玉らの発掘を学術研究として批判す
ることなく受け入れていた７。
８−３−２

北海道庁の対応

墓地発掘は刑法上の犯罪である。1933年当時の刑法によれば、墳墓の
発掘は２年以下の懲役、発掘によって死体や遺骨を傷つけたり持ち出し
たりした場合は、３月以上５年以下の懲役とされていた（現行法制資料
編纂会1984）。司法権力は児玉たちの人骨発掘にどう対応したのだろう
か。
先に触れたように、八雲ユーラップでの発掘が新聞で報道されると、
児玉は北海道庁の刑事課から呼び出しを受け、事情聴取を受けた。現行
墓地からの発掘でないこと、またアイヌから「依頼された」発掘である
７

小金井良精が北海道でのアイヌ墓地発掘の様子を雑誌『ドルメン』に公表した
のは、発掘から実に40年以上たった1935年のことだった。晩年になって昔の思い出
を振り返ったとも言えるが、それまでは発掘の状況をつまびらかに語ることがはば
かられた、とも解釈できる。1930年代になって学術振興会によるアイヌ研究がスタ
ートし、児玉らが大々的に発掘を行なうようになって、はじめて発掘を咎められる
心配がなくなったということだろう。
なお、1936年秋に行なわれた陸軍特別大演習で来道した昭和天皇が10月9日に北
海道帝国大学を訪れ、理学部や医学部などで「天覧品の陳列」が行なわれた。その際、
医学部では児玉作左衛門「「アイヌ」の頭蓋骨」など、10名の教授が14のテーマで
、有馬英
説明した。アイヌ研究としては、さらに山崎春雄「「アイヌ」の生体写真」
二「北海道「アイヌ」の衛生学的研究」の天覧が行なわれた（大野1936）。
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ことを説明したが、取り調べは厳しく、刑事課はなかなか納得しなかっ
た。
結局、新しい人骨発掘規定を作り、それ以後は刑事課から許可を受け
ることになった。児玉によれば、最終的に刑事課は取り調べの際の「い
きすぎ」を釈明し、発掘への協力を約束したという。工事などでアイヌ
の骨が出た場合は、刑事課長を通して児玉に連絡することになった。十
勝での集団発掘などを含め、こうした協力によって400体以上の骨格が
収集されたと児玉は述べている（児玉1959、1969、148）８。
1934年10月19日の道庁令第83号で、
「人骨発掘発見ニ関スル規定」が
公布された。この規定によって、
「古墳及墳墓以外の場所に於て人骨を
発掘せんとする者」９は、目的、場所、月日、人骨の処分方法、発掘地
の所有者管理者又は占有者の承諾書、の５項目を北海道長官に報告し許
可を得なくはならないこと（第１条）
、古墳や墳墓以外の場所で人骨を
発見した場合は、発見の経路、月日、所在地、現状の４項目を長官に届
けること、また人骨を処分する場合は長官の許可を得ること（第２条）
が規定された。またこれらに違反した場合は拘留または科料に処すると
いう罰則規定も明記された（第４条）
。
先に述べたように、児玉は自らの発掘が「現行墓地」の発掘と一線を
画すことを強調し、事情聴取に対してもこの観点から反論していた。児
玉らの発掘はこの規定によって「古墳及墳墓以外の場所」からの発掘と
８

取調べの中で「非常に亢奮」した刑事に、たとえ学者であろうと人骨への尊敬
を忘れてはいけないと説教され、「内心ムッとした」と児玉は述べている。これに
対して児玉は、自分を取り調べたこの刑事について「私の研究内容のことなどわか
らなかった」らしい、迷信を信じていたらしいと断じ、その一方で協力を約束した
刑事課長を「名刑事課長と信望が高かった」としている（児玉1969、146）。研究に
対する協力／非協力が、知／無知ないし有能／無能の二分割と結び付けられている
のである。学術研究の推進のために知と無知の落差が生み出されていく様子が見て
取れる（植木2004）。同様な分割は、発掘に同意した「指導的地位にある」
「先覚者」と、
あくまで反対し続ける「迷信深い故老」との対比（児玉1936、2）にも見て取れる。

９

原文のカタカナをひらがなに改めた。
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して扱われ、北海道庁長官から合法的発掘として許可を得ることが可能
になったと推測される。北海道庁が事後的に法整備を行ない、児玉らの
発掘にお墨付きを与えたことになる。
1935年６月16日の北海タイムスは「北大医学部各教室から成るアイヌ
の医学的綜合研究」を次のように報じている。
「アイヌの古墳其他の発掘については先に道庁令を以て禁止する旨
公示されたが今回のアイヌ研究は未だ学界嘗て見ざる大規模のしか
も綜合的のものでありアイヌの頭蓋骨其他骨格等の解剖学的研究は
是等古墳のアイヌ骨格発掘研究に俟たねばならぬので道庁では特に
学者の為に禁を解き発掘を許可した〔…〕
」
（田口正夫2006、138）。
「道庁令」とは先の道庁令第83号と思われるが、ここでは児玉らの発
掘を「古墳のアイヌ骨格発掘」と呼び、道庁令で禁止された発掘が「例
外的に」認められたという記述になっている。おそらく道庁令に例外が
認められたのではなく、
「古墳及墓地以外の場所」からの発掘として許
可されたということだろう。いずれにせよ、児玉らの研究は司法や行政
の力をはねのけ、その強制にとらわれない権限を獲得したのである。
８−３−３

戦後社会の反応

戦前からの国家総動員体制が崩れ、学術研究が全体主義的な後ろ盾を
失っても、児玉らの研究に対する社会的評価は変わらなかった。児玉は
アイヌ墳墓とともに戦中から網走モヨロ貝塚の発掘を行なっていたが、
そこから出土した「モヨロ人」頭骨の研究を発表したことで、むしろ社
会的評価はいっそう高まっていった。児玉は1948年にモヨロ貝塚の民族
の研究によって北海道新聞文化賞を、1965年にはアイヌ民族の研究で北
海道文化賞を受賞、また1960年には北海道先住民族の研究により紫綬褒
章を、1966年には勲二等旭日重光章を受章している。
1948年の直接の受賞理由はモヨロ貝塚に関する調査研究とされたが、
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北海道新聞は「モヨロ貝塚の研究は児玉教授が過去二十年継続してき
た北方民族の研究の結晶であり、この研究の背後にはアイヌならびに石
器時代人の民族学的研究が六十余編あってこれが基礎となったものであ
る」（1948年11月８日、2）と報じ、受賞がアイヌ研究と一体であるとい
う立場であった。新聞報道を見る限り、児玉のアイヌ墓地発掘が戦後社
会から咎められた形跡は見られない。
こうした和人社会による評価に関連して、興味深い文章がある。菅原
幸助は、1962年から朝日新聞にアイヌの現状に関する記事を連載した。
その中で墓地発掘の非人道性や研究者たちの差別意識を語り、「アイヌ
が研究資料として学者にもてあそばれてきた」と指摘した（菅原1966、
102、さらに32、99-108、164-6など）
。しかし、そうでありながら、児
玉ら具体的な研究者たちについては、むしろ肯定的に描き出しているの
である。たとえば、そのころ旭川で開催された「北海道アイヌ祭り」
を、アイヌを見世物にしているとして批判しながら、その一方で祭りの
中で講演した金田一京助を「アイヌ文化の権威者」と賛美し、児玉作左
衛門に「満場の拍手がおくられた」と追従の言葉を記した（菅原1966、
89-98）。
特に児玉については、
「民族の大ロマン」と題した一節で、「北海道大
学医学部児玉作左エ門名誉教授は、これら北方民族のナゾと一大ロマン
を解明するための研究を続けている」と紹介し、児玉を北大に訪ねた時
の模様を説明している。児玉が案内した地下室は、天井まで棚が作られ、
「人間の頭骨がずらりと並んでいた」
。児玉はこれらを「" 宝石 " でも鑑
定するような手付きで」取り出し、
「目を輝かせ」ながら「たっぷり二
時間」にわたって菅原に説明したという。菅原は、児玉の話に「これは
想像するだけでも胸の躍る人類の一大ロマンではないか」と感嘆してい
るのである（菅原1966、253、256）
こうした菅原の語り方について、東村岳史は、「それは「アイヌ文化」
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は貴重なものであるという研究者の語り口を著者自身も内面化し」、
「研究者の論理に取り込まれて」しまったためであり、「研究者の権威
の影響力と罪深さを思わざるをえない」と指摘している（東村2006、
59-60、65）。研究が、社会的に認定された知としてその力を発揮し、ア
イヌ研究に批判的な人間の感覚や言動さえ抑え込んでしまう様子が見て
取れる。知の社会的力は人びとの内面を支配することで、その威力を最
大に発揮するといえるだろう。
８−３−４

研究者たちの反応

和人研究者たちが児玉の発掘をどう理解していたか、という点にも触
れておく。
児玉の発掘に疑問を抱いた研究者がいなかったわけではない。たとえ
ば、アイヌ肖像権裁判の被告人尋問の中で、高倉新一郎は、「私はどっ
ちかと言えば、当時の人類学ですか、あれの方法について、ことに、児
玉さんあたりのやり方というものに対して、非常に大きな疑問を持って
いました」と語った。特に発掘については、
「医学部でそれをやる方法
としては、私は、そういうことしか仕方ないんだと。いやな学問だなと。
こういうふうに思っていました。それで、墳墓の発掘も、もちろん、私
は、あまり、賛成しません」
（現代企画室編集部1988、203、204）。
しかし、高倉は「積極的に、これはいけないんだということは、申し
あげることは」なかった。
「それらによって、そちらのほうの研究はぐ
ーっと、進んだ」のであり、
「真理を探究する上においてはやむをえな
い手段だと言えば、それは門外漢としてはとやかく言え」なかった、と
いうのである（現代企画室編集部1988、205、231）。真理という研究の
理念と専門の壁とが、外部からの批判を遮断した。
児玉の研究内容に立ち入った批判もあった。その一つは、1953年８月
に札幌で開催された日本人類学会・日本民族学協会第８回連合大会のシ
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ンポジウムでのやり取りである。このシンポジウムでは、最初に児玉の
共同研究者だった伊藤昌一が、
「アイヌ頭蓋について」講演をした。全
員の講演が終わった後の総合討論の場で、児玉らの生体計測について、
小浜基次が「純粋と混血をどうして決めたのか」と質問した。これに対
して児玉は「多年の経験によって」解ると答えた。
生体計測に限らず一般に計測によってアイヌの形質的特徴を明らかに
しようとするなら、計測対象がアイヌであることが事前に確定されてい
なければならない。対象があいまいなら結果は不正確になる。児玉は顔
の特徴など「いろいろな要素を総合して」
「非計測学的特徴」から判断
できると答えたのだが、他の参加者たちは満足しなかった。討論の中で
他の研究者から測定対象者の家系調査の必要性も説かれたが、これに対
しても戸籍の信頼性が薄いことが指摘された。
「純粋」と「混血」という、
児玉たちの研究が前提している二分法の不確かさが指摘されたのである
（日本人類学会・日本民族学協会1953、157-60）。
しかし、こうした批判があったものの、児玉が学界で一定の地位を占
め、多くの研究者たちからアイヌ研究の第一人者に奉られていたことは
確かである。先の連合大会でも児玉は大会委員長を務め、北海道大学で
は解剖学第二講座の教授として、医学部長、北方文化研究室主任を歴任
し、定年後は名誉教授の称号を得た。また周辺の研究者や数多くの「門
下生」たちは、児玉の北大赴任25周年を祝い、記念の冊子を発行した。
祝賀式に招かれた長谷部言人は、児玉が集めた頭骨類を「国宝と称すべ
き大蒐集」と称揚し、当時の医学部長は「児玉先生を有することは、全
北大が大いに誇とするところ」と賛美したという（北海道大学医学部解
剖学講座1954）。すでに触れたことだが、児玉によるアイヌ関係資料の
収集は「児玉コレクション」と呼ばれ、研究者や公的機関から依然とし
て肯定的に評価されている（長谷部2000）
。管見の限りでは、和人研究
者たちが児玉の発掘の倫理的・人道的問題を正面から取り上げることは
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なかった10。
９

アイヌたちの反応

９−１

発掘現場のアイヌたち

では、発掘のもう一方の当事者であるアイヌたちは、これをどのよう
に受け取っていたのだろうか。果たしてアイヌたちは、児玉の語るよう
に発掘を本当に了解していたのだろうか。あるいは、その「了解」とは
いったいどのようなものだったのだろうか。
これは学術研究と社会との関係を考える上でもっとも重要な問題の一
つであるが、しかし研究者側の弁明が論文や報告として記録されている
のに対して、当時のアイヌたちの思いや行動はほとんど残されていない。
たとえ残されていたとしても大半が研究者側から書かれた報告の一部で
しかない。しかし、そうした記述からも、当時のアイヌたちの発掘に対
する思いや感情を読み取ることはできる。実際、児玉作左衛門自身の文
章からも、発掘に直面したアイヌたちの様子を窺うことが可能なのであ
る。
慶応元年に英国人たちが森と落部の墓地を発掘した際、これを聞いた
アイヌは奉行所に犯罪として訴え出た。実行者たちは処罰され、領事は
罷免になった。この盗掘に対する反感がその後もアイヌの人びとに受け
継がれていたことが、児玉自身の論文に述べられている。児玉作左衛門
によれば、慶応の盗掘事件は、
「アイヌの伝説となって、今日なお彼等
10

研究者以外からは、アイヌ研究一般についての批判的記述が若干見られる。た
とえば、小信小太郎や鳩沢佐美夫よるアイヌ学者批判を取り上げた記述としては、
新谷行（1972、224-30、263-85、1979、54-81）がある。新谷は「人骨一千体以上が
ずらりと陳列されて」いる「児玉コレクション」にも言及したほか（1972、266）、
1972年に札幌医科大学で開催された日本人類学会・日本民族学協会の第26回連合大
会での研究者たちの対応について批判的に論じた（新谷1779、103-24）。
近年になって日本学術振興会のアイヌ調査について論じたものとしては、藤野豊
（1998、216-59）や丸山隆司（1997）がある。前者は児玉の発掘にも触れている。
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の記憶に残って」いた。そのため、アイヌは学者たちの発掘を憎んでお
り、「アイヌ部落で、研究上の不徳義に対する彼等の不平を聞かせられ
る事」がよくあったという。また「長く住んで居た処から他の場所に転
住」したアイヌが、
「後に残して置いた同胞の墓が掘り発かれて荒され
た」ことを知り、
「今尚恨んでいる」といった事もあった（児玉1936、3）。
アイヌたちが発掘を快く思っていなかったことは、児玉の文章からも確
認できる。
このことはさらに児玉自身が語る「苦労」話にも現われている。児玉
は八雲ユーラップで最初の大規模発掘を行なうにあたって、「承諾」を
得るために現地に出向きアイヌを説得して回ったが、アイヌの老人たち
が反対して話がなかなかまとまらなかった。その情況を児玉は次のよう
に語っている。
「即ちアイヌは全部落民の相談の上でなくては、些事と雖も個人的
には決める事の出来ない習慣であるから、彼等の怖れ且つ嫌悪して
ゐる墓地を発掘したり、或は屍体を解剖に附したりする等と云ふ重
大な事は、無論部落全体に謀らなければならぬ。吾々は種々医学研
究に必要な事を述べて、部落でも指導的地位にある若い先覚者を説
き伏せて、彼等の慣例である酋長宅で催される相談会を開く迄に事
を運ぶのであるが、迷信深い故老は、色々な昔からの不祥事を、神
に背いた結果で恐るべきものである事を、縷々説いて若い者の注意
を促すのである」
（児玉1936、2）。
アイヌにとって墓地は禁忌の対象であり、まして発掘となれば住人全
体にはからなければならない重大事だった。児玉らの説得にもかかわら
ず、年配のアイヌたちは神に背く恐るべき行為として反対し続けた。
児玉たちは「辛抱強く説得に努め」たが、それでも承諾を得られない
こともあった。あるいは、
「老婆達が頑固に反対して、雨降ればその祟
りであるとしたり、風吹けばその音が常より変って居て恐ろしい等云っ
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て、吾々を困らせた事もあった」
。墓地の発掘はアイヌたちに恐怖の念
さえ呼び覚ます行為だった（児玉1936、3）11。
児玉は、最終的に墓地の発掘に理解が得られたと述べている。しかし、
それはアイヌ全員の積極的な協力というより、あくまで発掘した私有地
の所有者や地方行政機関の承諾にすぎなかった。しかも、その「承諾」
でさえ、容易に得られたものではない。児玉は八雲での発掘の合間をぬ
って落部に出かけ、土地所有のアイヌに発掘の相談をもちかけたが、
「即
座に拒否されてしまった」
（児玉1939、19）
。
児玉らが1934年５月に八雲で本格的発掘に取り掛かると、アイヌ「部
落の人々が大勢見物に来て非常に邪魔になった」。なかでも３名の老人
は、
「静かに眠ってゐるものを妨げるのは好ましくない」と児玉に抗議し、
発掘の現場に供え物をしてアイヌ語で供養を始めたという。結局、児玉
らも「部落の人々と相談して」供養せざるをえなくなり、当時の八雲町
長に相談してアイヌ墓地の中央に木製の墓標を建て、アイヌ関係者20数
名を招いてイチャルパを行なった。
「この供養によって、之迄部落の中
で多少疑惑の念を懐いてゐた人々も、全くそれを捨てゝ、好意を吾々に
寄せる様になった」と児玉は述べている（児玉1936、13-4）。いずれに
せよ、発掘に対するアイヌ側からの反対や嫌悪が強かった様子がうかが
われる12。
先にも述べたように、児玉の語るところでは、一部のアイヌが埋葬さ
れた遺体や人骨を「大学に移して供養して貰ひ、同時に研究資料として、
学界の為に貢献したい」と考えるようになった。しかし、開拓の進展に
11

ユーラップで発掘を手伝った榊原徳太郎も、多数のアイヌが現場を訪れ、質問
を繰り返し、不安に怯えていた様子を語っている（榊原1936、77）
。
12

児玉の発掘との関係は不明だが、菅原幸助（1966、99-100）によれば、大学教授
と学生約20名が人骨を求めて静内川上流のコタンで墓地や畑を発掘した際、コタン
の若者たちが怒って抗議したが、人骨発掘は中止されず、翌日からは町役場の職員
や警察官が立ち会って発掘は進められた。このことを語ったコタンの青年たちは、
非人道的な学者の行為を非難したという。菅原が「近年」と述べていることから、
1950年代後半の出来事と思われるが、正確な場所や日時は不明である。
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よって墓が維持しがたくなっており、人骨が「牛馬の蹂躙にまかせ」ら
れ、「将来建築工事によって、破壊せられる」という状況も考慮する必
要があるだろう。実際、隣村の山越内や長万部で鉄道工事によってアイ
ヌ墓地が掘り返され、多数の骨が廃棄されたことを、児玉自身が指摘し
ている（児玉1936、3、15）
。
９−２

遺骨の返還要求

1937年と38年のシュムシュ島での発掘が新聞で報じられると、色丹島
のアイヌから札幌のハリストス教会の司祭を通して、シュムシュ島ベッ
トブで発掘された遺骨は「われわれの祖先のものであるから返してもら
いたい」という要求があった。
これに対して児玉はいったん返還を受け入れた。その状況を児玉は、
一方で「ながい間親しみ且つ尊敬してきたアイヌの要求を礼儀をもって
受諾すべきであると考えて」喜んで返却する旨を伝えたと述べているが
（児玉1953、42、さらに1969、149-50）
、別の文章では「思いがけない大
問題がぼっ発した」と述べ、
「八方手を尽してみたがなんら効果がなく、
涙をのんでこれを返さざるをえなくなった」
という語り方をしている（児
玉1959）。
さらに札幌のハリストス正教会で慰霊祭（パニヒダ）を行なうことに
なり、色丹アイヌの代表が札幌を訪れた。彼らは北大で解剖学教室の遺
骨を調べ、発掘状況などを聴取してから、慰霊祭に参列した。慰霊祭に
は児玉やその家族のほか、解剖学教室関係者が参列した。慰霊祭後、ア
イヌ側から返還要求を撤回し、遺骨を大学に保管したいという申し入れ
があったという。その後、
色丹島の墓地に
「ささやかな石碑」が建てられ、
札幌でのパニヒダはその後、三年間続けられた（児玉1953、42、1959、
1969、149-50）。
アイヌの代表は戦後ふたたび北大を訪れ、
「あのとき北大にあげてお
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いたことが、本当によかったと思う」と述べたという（児玉1959）。児
玉はこれを感謝の言葉として語っているが、千島アイヌはすでに日本の
敗戦によって帰るべき故郷を失っていた。遺骨を返還されても持ち帰る
場所がなかったのである。
９−３

アイヌのことば

発掘当時のアイヌたちの言葉は残されていないが、後になって発掘を
振り返った証言は数多く存在する。それらは一様に発掘を厳しく批判し
ている。いくつか実例を挙げておこう。
1985年にチカップ美恵子は更科源蔵らを相手に、いわゆる「アイヌ肖
像権裁判」を起こした。それは単にチカップ個人の肖像権の侵害だけで
はなく、アイヌ研究全体の非人道性を訴えるものだった（植木2006）。
そうした非人道的研究の典型として裁判の中でしばしば言及されたの
が、児玉らによる人骨の発掘である。特に原告側証人として裁判所に出
廷した萱野茂は、子供のころ学者が墓を堀りに来ていたことを「よく知
って」いると述べ、児玉の人骨発掘を次のように評した。
「堀りに来たのは、はっきり言いますけど児玉作左衛門先生。その
時私の父はまだ四十代のほんとに酒の好きな男だから、そういうと
こへ行けば酒の一っぱいも飲めるし、日当も多少もらえたらしいん
ですけども、絶対近寄りませんでした。父は、恐ろしいことだと、
墓あばくというのは、アイヌにとってはこんなおそろしいことはな
い、絶対にそこへ行ってはいけませんと。覗きに行っても、そばへ
近寄ってもいけませんと。エアラキンネアシトマプネナ

イテキ

エウンエアラパプネナ、本当に恐ろしいことだから、遊びながらで
もそばへ行っては行けません、そういう言い方でした。」（現代企画
室編集部1988、85）
さらに、発掘の承諾はあったかという質問に対して、「まったくあり
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ません」と答えている（同86）
。児玉の言うアイヌの「承諾」は一部の
人間たちに限られたものだった。
同じ裁判の証人質問の中で、石狩生振コタン出身の豊川重雄も、児玉
の発掘を目撃していた。
その印象を聞かれて、
「私は児玉先生に対しては、
たいへん怒りを持っています」と述べた。また北大に保管されている人
骨に発掘地が不明なものの多い点について、
「児玉さんは黙って持って
きたから」だと語った（同146-7）
。
小川隆吉は、北海道大学の古河講堂人骨問題に関する対談の中で、北
大医学部の人骨収集にも触れ、次のように語っている。
「いや研究というより研究以前の問題ですよ、北海道大学医学部動
物実験室がアイヌの人骨を集めて研究や実験をしたというのは。ま
さに人道以前ですね。日本の研究者を「冷血動物」といった方がい
いでしょう」（山本・小川1996、14）
。
これらはあくまで一例に過ぎない。人骨発掘に対して、アイヌ側から
は厳しい批判が繰り返されてきた。アイヌたちの心からの「了解」や「承
諾」を得ていたとすれば、こうしたことはありえなかったはずである。
発掘に限らずアイヌ研究者一般の行動に対してであれば、批判は無数
といえるほど存在する13。児玉にかかわりのある文章として、再び萱野
茂から引用しておく。彼は1953年に父が大切にしていたトゥキパスイが
なくなっているのに気づいた。その当時の学者たちに対する感情を、以
下のように語っている。文中の「北大のＫ教授」とは、児玉作左衛門と
理解するのが妥当だろう。
13

アイヌ側からの研究者批判としては、違星北斗、小信小太郎、鳩澤佐美夫など
の名がしばしばあげられてきたが、このほかにも数多く存在する。あくまで管見の
範囲であるが、本文であげた以外にも、貝澤正（1993、47、54ほか）、萱野茂（1972、
1997など）、金成利男（1971）、佐々木利明（1971、364、1972、146）、高橋真（小川・
山田1998、248）、チカップ美恵子（1991、16-8ほか）、戸塚美波子（1971、102-5）、
豊川重雄（1992、303-4）、向井喜美恵（1971、207）、結城庄司（1997、139-244ほか）
などに見られる。また知里真志保による金田一京介への批判は、丸山隆司（2002）
にくわしい。
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「わたしはこのころ、アイヌ研究の学者を心から憎いと思っていま
した。彼らは、アイヌのことをよく知っている父のところにやって
来ましたが、わたしはその人たちに毒づき、寝た子を起こすような
ことはやめてくれ、もう来るなと追い帰したことがたびたびありま
した。北大のＫ教授などにはずいぶんかみついたものです」（萱野
1990、127）。
もう一つ、こうした反感が21世紀になっても解消していないことを示
す文章を、一つだけあげておく。北米民族について研究しようと思いた
った若いアイヌは、母たちから聞かされた研究者批判の言葉によって、
自分の研究の方向転換を図った。
「私は、長いこと母からだけではなく、その他のアイヌの人から、
「

研究対象にされている ｣｢ 民族研究を利用して稼ぎ、そして大学教

授になっている ｣ といったアイヌ民族研究者批判の声を直接聞いて
いた。それにもかかわらず、自分が同じことを別の民族に対してし
てしまう可能性があったのだ。「研究対象にされる」という体験は、
大きなトラウマになるようだと強く感じた。それを内側から分かっ
ている自分が、新たに誰かを傷つけるべきではないと思った」（多
原2006、3）。
10

発掘の論理への反論

10−１「遺跡」発掘への反論
アイヌたちの反応は墓地発掘に対する反対や抵抗にとどまるものでは
ない。そこには研究者側の主張に対する理論的批判も存在する。それら
は児玉が発掘を正当化するために用いた論法をくつがえすものなのであ
る。
まず、児玉が自分の発掘地を「遺跡」と呼んだ点を検討しよう。児玉
は、発掘した墓地が長いあいだ放置されていたことをしばしば強調した

（24）

苫小牧駒澤大学紀要

第17号

2007年３月

（たとえば、児玉1936、9-11）
。しかし、児玉自身も述べていたように、
アイヌは死者を恐れ、いったん埋葬した後には墓に近づくことはない。
したがって、誰も近づく者がいないとしても、これは墓として放棄され
た理由にはならない。むしろ近づくのを禁じられていることこそ、その
場所が依然として墓所として認識され、死者への弔いの感情が維持され
ている証しとも言える。実際、ユーラップの老人は発掘場所への立ち入
りを両親から禁じられていたと証言していた（児玉1936、10）。
この点についてアイヌの立場から、
小川隆吉は次のように論じている。
「アイヌの場合、
祖先が埋葬されている所には、近くに住んでいても、
また家族といえども、普段ばかりか盆、暮にも行ってはいけないし、
来なくてよい、という死生観があるのです。｢ ここにくるのは埋葬
した今日だけだよ、明日からはここへ来るな ｣ という教えがある。
埋葬した所がジャングルになろうが沼地になろうが、行ってはいけ
ない。それを他民族から見ると、アイヌは残酷であるとか、怠け者
で無責任であるとか言うけれど、死生観が違うのです。だから、無
縁仏という発想はない。｢ 無縁 ｣ って何ですか、人は無縁じゃああ
りませんよ、有縁ですよ」
（山本・小川1996、19）。
ところで、児玉自身の論文からも、発掘地を「遺跡」と呼びがたい
ことが理解される。児玉は1970年の著書 Ainu に発掘地別の発掘頭骨数
一覧表を掲げ、そこに各墓地の推測上の埋葬年も記載している。それ
によれば、各発掘地の埋葬時期は以下のようになる（Kodama1970、
163-5）。
八雲

1800-1870年

落部

1830-1879年

森

1870年頃

長万部

1870年頃

浦幌

1870-1910年
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北見常呂

1870年頃

サハリン

1890-1910年

クリル諸島

1870年以前

日高

大半1870-1910年、一部1920-1930年

ここに見られるように、大半は19世紀末から20世紀初頭に埋葬された
ものである。発掘が1930年代から開始されたことを考えれば、遺骨は埋
葬されて数十年しか経っていないことになる。関係者にしてみればわず
か一、二世代前の遺骨にほかならない。児玉自身、発掘された遺骨の「新
しさ」を強調することさえあった（Kodama ＆ Kodama1967、239）。一
般的に考えても、これを「遺跡」と呼ぶことは難しいだろう。アイヌ墓
地の発掘は石器時代人骨の発掘とはまったく事情が異なるのである。
10−２「学者の責任」論への反論
先に述べたように、児玉作左衛門はアイヌ民族を研究することの緊急
性をあげて、自己の発掘を正当化しようとした。しかし、アイヌを「滅
び行く民族」とみなすこの論法は児玉作左衛門ひとりに限られたもので
はなく、明治以来の大半の学者や研究者たちに共通するものだった。こ
れに対してはすでに多くの批判がなされているので14、ここでは代表的
反論を記すにとどめておく。
すでに1931年に貝澤久之助は次のように学者たちを批判していた。
「〔当時のアイヌの〕社会的の存在は日々に衰退し、アイヌよ、保護
民よと、動物にも等しい待遇を受けてゐるのみならず、近来は其影
すらも漸次薄らいで行く。夫れに伴って、骨董品と履き違へて、人
類学の標本として保存するとか、或は血液検査をするとか、兎も角
14

念頭においている研究者は異なるが、たとえば新谷行（1972、59）、村井紀（2004、
166-224）、丸山隆司（2002、63）などが、「滅び行く民族」という前提のもとで研究
に従事する学者たちを批判している。さらに Siddle（1993）、木名瀬高嗣（1997）、
モーリス = 鈴木（2000、50-63、177など）坂野（2005、179-225）なども参照。
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学者の研究材料になってゐる事は、苟も人格を有する人間として慨
嘆に堪えぬ」（貝澤久之助1931、179）
。
周知のように、鳩沢佐美夫は民族の滅亡を傍観する学者たちを害虫に
たとえた。すでに繰り返し論じられてきた文章ではあるが、あえて引用
しておく15。
「〔…〕アイヌ学者、研究者という連中は、ど い つ も こ い つ も、純
粋な植物に寄り襲ってくる害虫の一種でしかないと断言したい！
――。対象が素朴であれば素朴なほど、
朽ち枯れる度合も多いんだ。
しかもだ、その屍も、彼たちにとっては格好の糧なのだ――。」
「〔…〕アイヌ！という固有名詞が、厳然として存在していたんだ。
それが、滅びゆくの名のもとにね、｢ ほら、今のうち、今のうち――」
と、希少価値のみを狙いとして、踏み荒らすこと奪うことに専念す
る。とるだけとると、あとは、死のうが、偏見の吹きだまりでスラ
ム化していようが、観光地で猿真似踊りをしていようが、まるで彼
たちは関知しないというふうだ。なぜ、それほど価値ある民族文化
なら、たった一つでいい、ね――史蹟保存、民族文化伝承という形
の保護育成の手段を、
学者の名でとってはくれなかったのか！」（鳩
沢1972、35）。
佐々木昌雄は、「アイヌ研究は世界の学者に対する日本の学者の責任
である」という倫理と、
「すぐにもアイヌ文化は滅びてしまう」という
認識が、研究を推進する上で強力な役目を果たす合言葉だったと指摘
し、「学者の責任」という観念のもつ「錯倒」を論じた（佐々木昌雄、
1974）。彼の議論は、学者たちへの反論としてだけでなく、学術研究の
価値と社会の規範とのかかわりを考える上でも、重要な問題を指摘して
いる。
15

佐々木昌雄は「自らの論理だけで自らの主張の正当性を確保できないために」
「鳩
沢の発言を援用しようとする」者たちを批判している（佐々木昌雄1973、241）。
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佐々木によれば、
「学者の責任」という「倫理」には三つの「錯倒」
がある。
１）まず学者が学問に従事するのは、
「あくまで個人の恣意」であり、
そうした恣意をもつ人間が集まって成立しているのが学界であるから、
学界も恣意の集団にすぎない。学者や学界といっても特別なものではな
いのに、それを素人と区別された特別なものと思い込んでいる。
２）学界が恣意の集団にすぎないとすれば、世界の学界に対する日本の
学者の責任といっても、それは「自分たちの願望から生まれた思い込み
に対する責任であるにすぎない」
。つまり学者の責任とは学者の個人的
幻想を集団の幻想に置き換えたものに他ならないのである。ここまでは、
学者たちの内部問題である。
３）ところが、彼らが外部に向って行動を起すとき、第三の錯倒が生ず
る。「それは、学者たちだけのものであるはずの責任や使命が、それ以
外の者にも強要されるようになることである」
。
アイヌ研究が「責任」や「使命」の遂行であるとすれば、この研究の
対象となるアイヌにも、この研究を速やかに進めるために、「調べられ
る」責任や使命や義務が生じる。したがって、和人の研究に協力し、こ
の「責任」や「使命」を果たすアイヌは、
「学問の理解者」「真理探究の
協力者」として賞賛され、
一方でこれに抵抗する者は、
「無知」で「野蛮」
な民族として貶められることになる。
そうした話法の一例として、佐々木は金田一京介の言葉を取り上げて
いる。金田一は、「いまやらないと、アイヌ語を話す人たちが死んでし
まう。だからいまやらなければいけないと、打算を超越した純粋な精神
から」「一文の収入にもならないアイヌ研究に打ち込んで」いる福田ス
ズを賞賛した。しかし佐々木によれば、これは自分自身アイヌ語研究に
一筋に打ち込んできたと自称する金田一の自画自賛にすぎない。
もしも金田一がアイヌ語を本当に滅びさせたくないなら、アイヌ語が
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自由に話せる地域を作るなど、他にやるべきことはあるのであって、滅
び行くことを傍観し、その前提の上で研究の対象とすることが正当化さ
れるわけではない。佐々木の議論は、学術研究が社会全体を支配できる
普遍的価値ではなく、それ自体社会の中に位置づけられ、さまざまな価
値との折り合いをつけられなければならないという観点、すなわち真理
は相対的で個別的な価値の一つにすぎないという、最近になってやっと
研究者たちに自覚され始めつつある観点を、すでに明確にしていたので
ある。
10−３「純粋アイヌ」という問題
佐々木はもう一点、アイヌ研究の基盤について重要な批判も行なって
いる。それは研究者たちの出発点にあるアイヌ像の問題である。佐々木
は1972年に刊行された『シンポジウム・アイヌ』（埴原ほか1972）の議
論を取り上げ、対象を漠然としか把握できていないアイヌ学の現状を指
摘し、そこにアイヌに関する「固定的な観念、先入見」があると論じた。
研究者たちが捉えようとしているアイヌとは、結局、「われわれが絵葉
書でみるアイヌというもの、一般にアイヌ的といっている顔や身体つき
という形質」に他ならない。
「要するに、現在なお < アイヌ学 > 者たち
のいう < アイヌ >、即ちテクニカルタームとしての < アイヌ > とは、
一般でいう < アイヌ > と何の変わりもないということである」。
その結果、研究者たちはアイヌの人体をさまざまに計測して、その中
から自分たちの先入観によって形成された < アイヌ > 像に合うものを
「純粋な」アイヌとして選りだした。
「そして、その純粋な < アイヌ >
とは是々然々であるという数値を次々に作りだし、一般の人々が抱く
< アイヌ > のイメージを科学的という名でもって固定化し、権威づけ
てきたのである」。そして、研究者たちの掲げるデータの信頼性の薄さ
を具体的に示したあと、こうした研究の混乱の背後には、アイヌを同質
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的なものとみなして、
「アイヌの定型的容貌」を見ようとする、アイヌ
学者の安易な発想があると批判した（佐々木昌雄1974、2）。
先に触れたように、研究者たちも児玉作左衛門の「純粋アイヌ」の観
念を問題視した。しかし、研究者たちの批判はあくまで判別方法につい
ての技術的議論であって、
「純粋アイヌ」という観念そのものを問い直
すものではなかった。
それに対して佐々木の批判は、アイヌの均質性や「人種」の同一性と
いう、研究を背後にあってそれを支える基本的観念そのものに異議を唱
えている。研究者が到達することのできなかった、学術研究の基盤にま
で及んでいたのである16。
11

最後に

以上、不完全ではあるが、児玉作左衛門らによるアイヌ墓地からの頭
骨持ち去りについて、その概要を見てきた。1980年代になって北海道ウ
タリ協会を中心に、遺骨の返還運動が起こり、北海道大学との交渉が行
なわれた。発掘の全体像を明らかにするためには、この問題にも立ち入
る必要があるだろうが、今回は果たせなかった。こうした運動が生まれ
るまでの経緯、特にアイヌからの研究者批判についても、さらに検討が
必要と思われる。人骨と一緒に収集された副葬品の行方も重要な問題で
ある。これらは今後の課題としたい。
最後に、学術研究の社会的力に関連した問題に一点だけ触れておく。
児玉の発掘は日本学術振興会の調査研究活動の一部として、国家権力を
背景にはじまった。その意味で、当事者であるアイヌの反対や抵抗を無
視し、政治的権力を背景にして、なかば強制的に実行に移された面があ
ることは確かである。
16

湊正雄によれば、知里真志保もまた同様な疑念を抱き、
「Ｋ教授」をはじめとす
る形質人類学者たちが、幕末以来の急速な混血の過程に無頓着であることを指摘し
ていた（湊1982、38-9、82-3）。
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しかし、学術研究の「社会的力」とは、こうした強制力だけを意味す
るものではない。この力を国家的・軍事的な研究外の力と同一視するこ
とは、問題の真相を見誤ることになるだろう。権力が研究の外部から付
与されたものであるなら、その外部的力の消滅とともに消え去るはずだ
からである。
たとえば、戦前から中国大陸で行なわれてきた生物兵器の研究開発や
それにともなう人体実験は、日本の敗戦とともに実行不可能になった。
これらを可能にしていたのは、日本の植民地支配であり、関東軍の軍事
力だったからである。軍事的強制力なしに人体実験を行なうことは、学
術研究という名目だけでは、不可能なのである。
しかし、アイヌ墓地の発掘は戦後になっても実行され続けた。時には
教育活動の一環として高校生を動員して行なわれさえした。これを可能
にした力を、国家や軍隊など外部的な力によって説明することはできな
い。人々は強制されなくても、自ら進んで研究に協力した。それは、学
術研究そのものが身にまとった権力なのである。
児玉は一部のアイヌたちが進んで人骨提供を申し出たことを強調して
いた。これは自分たちの発掘を合法化するための児玉の弁明ともとれる
が、しかし、たとえ実際にアイヌの自発的協力があったとしても、この
ことによって児玉たちの研究が権力的でなくなるわけではない。むしろ、
物理的強制や政治的な力ではなく、学術研究の社会的力そのものがアイ
ヌたちの心情を抑え込み、反対を封じることに成功したという意味で、
より強力な力学的作用が生み出されていたと考えられるのである。
学術権力は物理的な強制力としてよりも、むしろ内面的な説得力とし
て働く。そのために、それは「力」として認知されることなく、しばし
ばその作用は見逃されてしまう。
「真理」の名のもとに「責任」が説かれ、
暗黙のうちに強制が働いても、それにしたがうことを人びとは自由で知
的な判断と思い込んでしまうのである。
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こうした思い込みを促す要因は、研究者たちの言動の中にもちりばめ
られている。たとえば、児玉は発掘にとって抵抗となる人びとを、真理
や学問を理解しない「無知」な者として扱った。発掘に同意しないアイ
ヌの老人たちを「迷信深い」
「頑迷な故老」と邪魔者扱いし、自分を取
り調べた次席刑事を「研究内容のことなどわからなかった」おろかな人
間として描きだした。その一方で、発掘に同意したアイヌを「先駆者」
と呼び、発掘への協力を約束した刑事課長を「名刑事課長」と持ち上げ
た（児玉1936、2-3、1969、148）
。
「真理」をめざし、「学識」を尊重す
るという「普遍的」価値によって、
「知」と「無知」が切り分けられ、
その落差のエネルギーが発掘を推進する力へと転換されたのである。
したがって、反対を押し切って実行された発掘よりも、表向きはアイ
ヌの人びとの「了解」や「協力」を取り付けた研究のほうが、その外見
に反してより巧妙に「知」はその力を発揮していたといえる。それゆえ
にこそ、その力に人々は抵抗しがたかった。和人たちが誰も表立って児
玉を批判できず、しばしばそれを賞賛し続けた背景には、こうした力の
働きがあったのである。一方で、アイヌたちは研究の対象とされ、差別
にさらされたことで、むしろ学術研究の力学的作用を正しく見抜き、研
究の持つ権力的性質を批判し続けることが可能だった。この力の働きを
さらに詳しく検討する必要があるだろう。
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大学の英語教育におけるディベートの効用

Robert Carl OLSON

ロバート・カール・オルソン
KEY WORDS : Assessment

Qualitative verbs

Quantitative verbs

Objective adjectives Subjective adjectives

Abstract
The 21st Century has simultaneously proven to be a time of creation and
destruction; never before has Mankind appeared to encounter the abundance
of ideas in today's world and never before has Mankind seemed so willing to
fight and kill over them.

Now, maybe more than ever, debate is a necessary

component of second-language teaching.

The speed of today's world guarantees

that information deemed significant by one party will reach other concerned
parties across the globe and a lack of ability to discuss it can have drastic
consequences for all involved (1).

Language teachers now must prepare

students to share and defend ideas in a second language on some level.
This paper has two purposes; 1.) to oﬀer and explain practices that have proven
effective in my Debate 1 class at Tomakomai Komazawa University and 2) to
oﬀer my insights as to why debate should be a part of the English conversation
curriculum.
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Part One: Strategies for Teaching Debate
What is Debate?
My students are often intimidated by the word "debate" and I
believe there are two reasons for this; 1.) for some students the word
conjures images of judges, and timers and winners and losers and 2)
for others the word is a euphemism for arguing.
While both traits certainly have a role in debating, I believe their
role is peripheral at best and misses the true purpose of debate which
I deﬁne as the presenting and discussing of ideas for the purpose of
increased understanding for all those involved in the conversation.
At Tomakomai Komazawa University, I teach Debate 1 with the
focus on the above-mentioned criteria. Debate 1 is one of the highertier English courses at TKU and is viewed as a cumulative activity
for four years of study by many of the students who take it. Based
on comments from the students, the class has been successful with
"success" being deﬁned as students increasing their ability to express
their ideas and opinions about a topic while also being able to
understand the ideas and opinions of others. What follows is a list of
four practices that have proven successful in my Debate 1 classroom.
How can we teach Debate?
Step #1: Assessment.
On the ﬁrst day of class, I assess the English ability of each student
who wishes to take Debate 1 to ensure that the class isn't impossibly
beyond their grasp. Assessment vehicles vary considerably; in some
cases past student performance is sufficient while in other cases,
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a TOEIC or EIKEN score is used. If neither is an option, I give
the student an approximate 10-minute interview. A more-detailed
explanation of the assessment interview I use can be found in the
endnotes section (2). If students simply do not have the ability to
negotiate the class, they are refused entrance with the option of
attending a lower-tier class.
Step #2: Basic Vocabulary and Sentence Structure.
After assessment is complete, I teach the following qualitative verbs:
feel, believe in, trust, like, agree with, disagree with and hate. A qualitative
verb diﬀers from a quantitative verb in that the former is more closely
aligned to emotion or belief than an objective action. To further
illustrate, imagine you have been given the task of making ﬂashcards
for an elementary school English class. One of the verbs you must
illustrate is "run." This verb is objective and can be expressed below
C.
by my character Spike ○

This is a simple task because "run" is an activity that most people
agree upon with little exception.
a ﬂashcard for "trust."
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Who or what would you put into the frame that Spike is looking at?
Your answer will depend upon a number of factors, including but
not limited to your nationality, religious beliefs or lack thereof, your
political affiliation, etc. This influence of subjective criteria is the
deﬁnition of a qualitative verb.
After teaching these verbs, I begin work on the following sentence
pattern:

I (verb) ̲̲̲̲̲̲̲̲.
I have each student give an example of each of the qualitative verbs
studied earlier. Examples for the verb hate included food (I hate
vegetables), sports (I hate baseball) and people (I hate Kim Jong Il).
Fortunately my name did not come up during this conversation. I
make no eﬀort to have students defend their statements as I choose to
focus on the language acquisition and increasing conﬁdence in sharing
ideas.
Step #3: Qualitative Adjectives.
After I am conﬁdent that the students have a working knowledge
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of the qualitative verbs earlier mentioned, I introduce the following
subjective adjectives to the class: fun, boring, safe, dangerous, easy,
difficult, kind, mean, fair and unfair. I call these qualitative adjectives
because they depend on the opinion of the speaker. For example, if I
were to show a picture of a shark to you and ask you to select one of
the adjectives to describe your feelings, dangerous would most likely
be your choice. However, scuba divers familiar with which species
are approachable and enjoy diving with them might use fun while
ﬁshermen who lose signiﬁcant catches to sharks would probably use
difﬁcult or mean. By contrast, an objective adjective stands on its own:
the adjective "cold" in the sentence "ice cream is cold" requires little if
any explanation.
After these adjectives have been introduced, I show a variety of
pictures to the students and ask them to use adjectives to describe
them. After a few pictures, I begin to ask the students to explain
why they chose that particular word. Here is where I introduce
the question of "why?" and begin to push students to explain their
positions. Most often, students will speak of a personal experience
while some will cite some information they found in a book or on the
Internet.
Step #4: Words and Phrases.
After the students have a working understanding of the adjectives
listed above, I begin teaching from a list of words and phrases with
special emphasis on the small but important section titled "In my
opinion"

(Appendix 1)

. I choose between ten and fifteen for each class

then follow the same pattern of introduction followed by discussion
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The key point about teaching words

and phrases I want to make is that I make zero effort to create
artiﬁcial conversation models or role play. Rather I teach each phrase
as a tool and let the students decide when and where to use them.
Step#5: Debating Format
By the time our class has reached this stage, I follow a pattern
of beginning each class with the question, "Any special news from
last week?" This is an invitation for students to talk freely about
any subject they wish. Some students talk about stories from the
newspaper or TV news while others talk about personal experiences
from the previous week.

I let the conversation run as long as

interesting dialogue is taking place. I explain new vocabulary as it
arises and may interject an occasional question but basically I stay
out of the way.
After the "weekly news" conversation, we choose a topic. Previous
topics have included crime, global warming, genetically reproduced
food, etc. Our class chooses topics by me first asking students for
their preference. If there are none, I chose a topic and then ask for
student opinion. This in itself has become an excellent vehicle for
giving the students a chance to express approval and disapproval and
the entire process takes less than ﬁve minutes.
After the topic has been chosen, we create a "map" of our
information and opinions about the topic. Here is an example of a map
created by one of my classes during a discussion of global warming.
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As you can see, the map is not intended to be a work of art and it
follows no discernable pattern. Rather, the map serves as a recording
device for shared ideas while inspiring new ideas. After the map
was ﬁnished, I asked the students if there were any questions they
wanted to ask and discuss. The class came up with two: 1.) Could
people signiﬁcantly increase their use of "green activities" to save the
environment? and 2.) Could people make the transition from fossil
fuel to alternative forms of fuel? I threw in a third question; Is global
warming the result of mankind of just a cycle of nature?
Our discussions rarely proceed in order of "Question #1 followed
by Question #2." Instead, I open the ﬂoor for comments and let the
conversation go where it leads, explaining new vocabulary as it arises
and asking people to clarify or repeat what they have said when I
sense the members of the group have missed important information
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or are having problems following the conversation. Points from this
conversation included:
＊

convenience would have to be sacrificed in order to move to
alternative fuel,

＊

we have responsibility to the following generation to leave a
world that is livable,

＊

the introduction of alternative fuel would be met with
resistance from those within the fossil-fuel based industries,

＊

reduced dependence on fossil fuel would probably mean a
reduction in conflict in many areas of the world, particularly
the Middle East,

＊

evidence such as drastically hot summers suggests global
warming is not a natural cycle.

OTHER POINTS
＊

Pacing.

I generally allow each class to proceed at their

individual pace. Some classes breeze through Steps #1 through
#4 in one of two lessons while some need one to two months.
＊

Topic return. I allow for and encourage students to do followup research on topics we have discussed and give opportunities
for people to report on what they have learned in each class by
asking "Does anyone wish to return to an earlier topic?" after
we ﬁnish discussing news.

＊

Student censoring.

With the exception of correcting

information that is blatantly wrong (an example of which is
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when one of the students said President George Bush was
born in New Hampshire), I make no eﬀort to temper of defend
students say and I have never felt the need to. Conversations
have sometimes become heated but never nasty and at the
end of most classes, we all leave a little more informed then we
were when we arrived.
This teaching format is not a definitive plan for teaching debate;
rather I hope the teaching practices I have written will encourage
other teachers to take what may be useful and leave what is not while
they consider how to create debate curriculums in their classrooms.

PART TWO: Reasons for Teaching Debate
This is the second part of this paper and its purpose is to explain
why I believe debate is a necessary component of English language
teaching. For those who already see debate in this light, you can stop
reading because I will be preaching to the converted. If, however,
you believe that debate is "too diﬃcult" or "there is no real need for
debate" and that resources previously allocated to debate would "be
better spent on beginning classes," I urge you to keep reading.
My argument for the importance of debate has two points; the ﬁrst
being that students must be sufficiently challenged to reach their
linguistic potential and the second being is my belief that debate will
be one of the tools necessary to stave off the possibility of another
Dark Age.
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The first point is relatively simple to argue; top-tier classes are
necessary to create top-tier speakers. Many of the schools in Japan
I have taught at---ranging from kindergarten to university---seem
to have an aversion to anything that may prove to be "too diﬃcult."
But while I agree that there are age and ability considerations to be
factored into curriculum planning, I believe that being "too easy" is
at least as detrimental as being to "too diﬃcult." TKU lecturer Seth
Cervantes made an interesting point in a report when he wrote "when
incentives are not clearly stated, or are inappropriate, troublesome
behavior becomes more widespread" (Cervantes, 2006).

While

Cervantes was referring to action research involving his beginnerto-intermediate classes, I see applications to advanced classes in
regards to the lack of challenge and reward (who wants to succeed
at something where almost everyone succeeds?) that are the result
of trying to shield students from diﬃculty and failure. Granted, toptier class such as Debate have comparatively few students---most
top-tier classes are small in number---but they provide the necessary
springboard for that minority to jump into greater challenges that
benefit both them and society. I believe that without such classes,
learning institutions risk falling into the "beginner-bakkari-datta" cycle
(3).
The second point I wish to make requires a brief look at the reputed
ignorance of the Dark Ages. There are many reasons for the period of
approximately 500AD to 1000AD being labeled the "Dark Ages"---and
many of those reasons are now being reconsidered by contemporary
scholars---but the point I wish to focus on is Voltaire and Immanuel
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Kant's criticism of the religious fervor during that period that led to
a decline of society, partly due to the fear of questioning the religious
powers of those times (Wikipedia). During this period, religious rule
was powerful and decisions arising from these organizations---such as
wars---were questioned only at great risk.
I am now editorializing and I acknowledge it may appear extreme
to suggest we are entering another Dark Age, but I believe that
there are similarities; a fundamental religious fervor seems to be
sweeping the globe with the aid of current technology and decisions
of enormous importance are not being thoroughly discussed due to a
combination of fear and ignorance.
But this is not the time to for timidity.
Our civilization is on a collision course with various national and
global issues that have the potential to forever change our way of life;
genetic manipulation and reproduction, depletion of various resources,
euthanasia, a declining birthrate, etc. and we neglect to debate this
issues at our peril.
Some people may argue that we are debating too much and what
debate we have is largely ineﬀective while pointing to organizations
as the United Nations or various political groups or even the current
shouting-fests that are so rampant on the television. But that is not
the type of debate I am referring to; rather I believe that sincere,
well-reasoned discourse based on research between parties who are
willing to listen as well as talk is what we should be striving for. I
know that this is diﬃcult. The current political environment seems
more interested in "being nice" than in telling the truth---as suggested
by the John Kerry gaﬀe regarding a military membership among the
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lower class (4) while the current social environment appears to favor
emotional tirades over well-reasoned arguments if for no other reason
that they are more entertaining. But while it is diﬃcult, I believe that
it can be done.
And university debate classes are a good place to begin.
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ENDNOTES
（1）On September 30th, 2005, the Danish newspaper, Jyllands-Posten,
published twelve cartoons that depicted the Muslim prophet
Mohammed in various situations that Muslims around the world
found insulting and contributed to a "Day of Rage" on February
4th, 2006, that saw violent protests, including the torching of the
Norwegian Embassy in Damascus, Syria.
（2）These are the questions I ask for the assessment interview.
＊

What is your name?

＊

Where are you from?

＊

What are your

hobbies?
＊

Do you have any brothers or sisters?

￥ What do you think about (topic)?

＊

Do you play sports?

￥ What is your opinion about

(topic)?
￥ What is your source of news? ￥Where do you get your news?
￥ When do you watch TV news? ￥ When do you use the Internet?
￥ Who is your favorite music performer? ￥ Why do you like him or
her?
Questions marked with an（ ＊ ）represent basic English conversation
questions and can be answered with a "yes" or "no" or a few simple
words. Questions marked with（￥）are more complicated and require
more complex answers. I want to see if the student can negotiate
the basic questions of what, where, when, who and why. I give each
answer a score of 0-3 with a "3" symbolizing strong understanding and
communication while a "0" represents an inability to understand and
answer the question. To gain admittance into this class, the student
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must have an average of "2."
（3）"Beginner-bakkari-datta" ("nothing but beginners") is a slang term
coined by one of my students to refer to classes that teach lowlevel English to all students regardless of age or level of ability.
（4）On October 31st, 2006, Presidential candidate John Kerry told
an audience that if you don't get a good education, you could
"get stuck in Iraq." The meaning was interpreted to be that the
majority of the ﬁghting ranks of America's military are from the
lower economic classes. Various commentators have said that
while there is truth to that statement, Kerry shouldn't have said
it (Dyer, 2006).
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Appendix 1: List of words and phrases taught in TKU Debate 1
He is (personalities)
warm
friendly
kind
easy-going
eccentric
exciting
fun
boring
creative
moody
shy
selﬁsh
unique
strange

Social problems/crime
racism
sexism
discrimination
poverty
violence
crime
terrorism
war
famine
drought
bullying
extortion
global warming

"Responses" to problems
protest
complaining
form committees
satire
run for public oﬃce
rioting
refuse to pay taxes
strikes

Descriptive words and phrases
It's a waste of time.
It's easy to use.
It's important for my job.
It's necessary for school.
News sources Problems in the workplace/school It's a good investment of money.
Internet
burn-out/stress/pressure
It bothers my studying.
newspaper
sexual harassment
It gets in the way of driving.
radio
bad/low pay
It takes to much energy.
TV news
lack of beneﬁts
It makes traveling easier.
blogs
over-work/over-time
It costs more.
busy work
It works better.
It lasts longer.
Experiences
Suggestions and recommendations
It was exciting.
I (don't) suggest it.
I (don't) recommend it.
It was boring.
I think you should try it. You should study it.
It was easy.
I think you should discuss it. You should check it.
It was diﬃcult.
I think you should follow your heart.
It was incredible.
You should trust him. You should consult with him.
It was terrifying.
You should question him.
It was the best thing I've ever done.
I'm hooked on it.
In my opinion
I mean no oﬀense. This is just my opinion.
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Abstract
The changes brought about by globalization have been intense. These changes
have made communication across borders and oceans an aﬀordable and accessible
reality. English as a global language has taken a central role in this process. For
quite some time, there has been a push to reform and even do away with the old
grammar-based approaches like juken eigo or "exam English" in Japan's schools.
A brief look at the rise of the communicative approach, however, reveals two
realities. The ﬁrst is that grammar-based approaches do serve valid educational
and social ends. The second is that treatment of English as a dead language
ensures that English will not threaten Japan's own identity as the forces of
globalization continue to make the world smaller. This makes any real challenges
to the exam English/Communication English dichotomy in Japan unlikely. Finally,
the teaching of English communication in this context has undergone some
changes as result of research that shows teachers incidentally focus on form as
they help students negotiate meaning.
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The English teacher's task is not an easy one. For starters, when
someone says they can communicate in English what does that person
actually mean? There are those that view English communication
in the monochrome colors of speaking, and there are those that
argue for a more inclusive description that includes all four skills of
communication (writing, reading, speaking, and listening).
This is especially important as globalization and the spread of
technology is increasingly becoming more of an equalizing factor in
intercultural relations. In his influential book The World Is Flat, New
York Times journalist Thomas Friedman argued that with the fall of
the Berlin Wall and the "convergence" of new ideas and technology-technology that is accessible, user-friendly, and affordable--, the
world we now live in is much smaller with fewer barriers to hinder
communication than in the past.1 For better or worse, more and more
people are becoming aware of what goes on across their borders and
beyond.
To illustrate, take the cell phone. In the past the cell phone was
very expensive and very big. The battery of the old cell phones lasted
only for about an hour and had to be recharged continuously. As
the cell phone got smaller, the battery lasted longer and the price of
keeping a cell phone continued to drop. Soon every one from kids to
the elderly and from the poor to the rich owned and used virtually
the same cell phones. In the past families who did own cell phones
usually only owed one, but now it's not unusual for each member of
the family to have their own cell phone.
１

See Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century
(New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005)
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People now use their cell phones as alarm clocks, voice recorders,
calendars, appointment books, and the list goes on. You can now
use your cell phone as a debit card to make purchases at stores
and at some specially equipped vending machines. This is the
type of "convergence" that Friedman says is ongoing and having a
tremendous impact on our world. I was especially surprised when
I saw students in my English communication class using their cell
phones as a dictionary!
This paper explores a number of issues related to the teaching
of English communication in an era of globalization. First, I discuss
how the current description of English communication in the
Japanese context needs to be more inclusive. This can be done by
recognizing the need to include the four skills of communication
(reading, writing, listening and speaking) in the description of English
communication. Second, I situate English communication as part of
the push and pull forces that fuel the acceptance of and resistance
to globalization. Third, to provide some historical perspective to my
description of English communication, I show how the rise and spread
of communicative approaches arouse out criticism of the traditional
grammar-based and empiricist-based approaches. Finally, I oﬀer some
descriptions of the communication class. I do this to show how the
test/communication English dichotomy has convinced students and
teachers alike to avoid any focus on form while encouraging them to
maintain their narrow description of English communication. Although
the topics of this paper vary, they do provide a general description
of some of issues shaping the teaching and learning of English
communication.
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DESCRIPTIONS OF ENGLISH COMMUNICATION
The Japanese Context
Many Japanese ﬁrst experience English in bits and pieces as they
work their way through junior and senior high school. As in other
places, with the need of foreign language ability on the rise more
and more Japanese have started to question whether the old ways
of teaching should be replaced by more efficient ways ways. In
response, the Japanese Ministry of Education now invites thousands of
assistant language teachers (also called ALTs), mostly from countries
where English is the primary language (e.g. the U.S., UK, Ireland,
Canada, New Zealand, and Australia) to help teach "real" English
communication. The task of teaching English communication was also
taken up by the business sector in the form of the eikaiwa or English
conversation school. The eikawa schools have been criticized for over
idealizing the role of the "white" native speaker and Western culture2
while cultivating an image of English conversation that is unrealistic.
Why then, do Japanese feel the need to spend the time, effort, and
money learning English communication?
Of course there is no simple answer. In a questionnaire I give my
university students each year, I ask "Why do you study English?"
About one-third answer that they just want course credit, but for the
other two-thirds answers vary. Many respond that it was important
for their future. Speaking English, it is assumed, will give them a leg
up in the job market. Some have foreign friends that they want to
２

Braj B. Kachru, Asian Englishes: Beyond The Canon (Hong Kong: Hong Kong
University Press, 2005) pp. 76-78.
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keep in touch with. A few study English because they want to study
abroad. While most of my older students, many retired, study English
as a pastime or because they frequently travel abroad. Though their
reasons may very, they all generally endeavor toward the same goal
of being able to communicate eﬀectively in English.
Exclusive Descriptions of English Communication
I asked my wife one evening what images are conjured when she
hears the phrase "English communication." She answered: "Being
able to have a conversation...You know, talking...Daily conversation."
Somehow this description left me somewhat puzzled--it just wouldn't
ﬂy. I could not shake oﬀ the feeling that there was more to "English
communication" than just "talk."
I thought for a moment about the word "communication," and its
general meaning. In this era of globalization, when information is
as instantaneous as a click of a mouse, the word alone offers a far
broader image. Let me provide some examples from my own life.
Back when I was in graduate school in 2000, my wife was in Japan
while I was in California. Having been married only the year before
and having a new baby girl to fret over, I needed to find a way
to communicate. So, I got plugged in! Each day we got online and
communicated by sending text messages back and forth in real time-no wait, and it was (and still is!) free. A few times a week, I would
make a direct international phone call to my wife in Japan using an
Internet phone. At 10 cents a minute it was that much easier to stay
in touch. Prior to the spread of the Internet, a person in my situation
would have had to send letters through the mail and would have had
to wait days and maybe even weeks to receive a reply. Almost daily
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international phone calls from the U.S. to Japan would have cost a
small fortune. In such a situation I wonder if my wife and I could have
stayed together.
When a person does learn how to communicate in English how
do they show competency. If English communication were limited
only to being able to speak, then only face-to-face conversations
or telephone conversations would be considered real forms of
English communication. This is too narrow a description of English
communication. When someone does actually communicate in English
they do so through a variety of means that go beyond the simple
notion that English communication is solely the ability to talk.
Inclusive Descriptions of Communication
When I was a teacher at a private language school in Japan, I was
told by my instructional supervisor that students don't pay 8,000 yen
a lesson to listen to a teacher talk. They pay for the chance to talk.
What is the role of the language teacher, then? Is it simply to get
students to talk as my former supervisor suggested? To a greater
extent, I believe my supervisor was right. Speaking a language
usually means you can speak the language, but it is only one aspect
of communication. It is also an aspect of language that is full of
complexity and nuance. By viewing English communication mostly
through the lens of "being able to speak" teachers and students miss
out on opportunities to fully realize their potential. Linguists David
Freeman and Yvonne Freeman, in their book ESL/EFL Teaching:
Principles for Success, observed that successful lessons "should develop
both oral and written fluency." 3 They also noted that approaches
３

Yvonne Freeman and David Freeman, ESL/EFL Teaching: Principles for Success
(Portsmouth, NH: Heinemann, 1998), p. xvii.
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based on structural linguistics were orientated on the belief that
communication was speech, and had noting to do with writing or
reading.
English communication classes should include activities that allow
students the opportunity to speak, listen, write and read. When a
student reads something interesting that student probably wants to
talk about. When students write their ideas on paper it helps them
organize their thoughts and ideas before they speak. And of course,
when people speak there needs to be someone else there to listen.
English communication is always a social act. Sending text messages
in English to a friend is a social act. Even reading a book is a social
act--the reader interacts with the author to create meaning. Spoken
and written English do diﬀer, but both are equally vital when it comes
to English communication.
GLOBALIZATION: RESISTENCE AND ENGLISH COMMUNICATION
Where does English communication fit in the new era of
globalization? How does this affect the teaching and learning of
English communication? First, English is the sole global language, this
despite the spread and popularity of Chinese.4 Globalization is often
viewed negatively despite, as Friedman illustrated, it leveling the
playing field. The push towards globalization in non-native English
speaking countries, current editor of the TESOL Quarterly A. Suresh
Canagarajah notes, does "encourage the learning of English," but
along with it comes on an undercurrent of "nationalism" that "would
４

See "Mandarin soars outside of China," BBC (Jan. 9, 2007)
http://news.bbc.
co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6244763.stm; Tony McNicol, "Students spread
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motivate resistance to" it.5
While globalization is viewed as a push towards a hegemonic center
deﬁned by Western cultural assumptions, those on the periphery, with
their own powerful ethnic, linguistic and cultural indentities will ﬁght
against this push towards the center. In Japan, many are worried
that the younger generation is not able to use chopsticks properly
and blame Western inﬂuence. "The westernization of Japan's eating
habits means that use of the knife and fork is increasingly common,
while a growing number of children with working parents eat alone,
leaving them less well versed in chopstick etiquette" the Agence
France Presse (AFP) reported. 6 Even in the United States, there
are those who feel the "American identity" is threatened by outside
forces. Attempts to make English the oﬃcial language, commentators
complaining that the younger generation has only a half-baked
understanding of its own national history, and the ﬁerce battles over
the role of religion in public and private life illustrate the fear many
have that the American identity is being pushed aside.7
THE COMMUNICATION APPROACH: BACKGROUND AND ISSUES
The Rise of the Communicative Approach
Communicative approaches basically arose when people had
their wings" Japan Times (Dec. 12, 2006）http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/
ﬂ20061212zg.html; "Get ahead, learn Mandarin," Time Asia Magazine http://www.
time.com/time/asia/covers/501060626/story.html
５
A. Suresh Canagarajah, Resisting Imperial Linguistics in English Teaching (Oxford:
Oxford University Press, 1999), pp. 76.
６
AFP, "Japanese students face chopstick test," (Jan. 10, 2007) Accessed Jan. 18, 2007:
http://news.yahoo.com/s/afp/20070110/od̲afp/afplifestylejapan̲070110142849
７
See Samuel Huntington, Who Are We? The Challenges to America's Identity (New
York: Simon & Shuster Paperbacks, 2004), and Victor Davis Hanson, Mexifornia: A
State Becoming (San Francisco: Encounter Books, 2003)
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the need to actually use the language in communicative settings.
Traditional grammar-based approaches were pedantic and full of
useless rules that were difficult to understand and even easier to
forget. When people actually needed to learn a foreign language they
started to view language as serving the purpose of communication.
Although communication was mainly considered an act of speaking,
the value of the written language was also aﬃrmed. What teachers
and students didn't want, however, was a return of the pointless and
diﬃcult learning situation in which learning was nothing more than a
endless series of drills and practice that didn't lead to acquisition.
In the past, when behaviorist-based teaching methods were in
vogue, such as the audiolingual method, language was viewed as a
product of a Stimulus-Response-Reinforcement process of learning.
The stimulus was in the form of structural patterns made by
linguists who believed language could best be learned by drilling
correct forms endlessly while studiously correcting errors. Inspired
by behaviorist research, the field of contrastive linguistics came to
fore. Contrastive linguists of that era produced research that focused
on the comparative similarities and differences between languages.
For instance, American linguist Robert Lado in his well-known book
Linguistics Across Cultures (1957) hypothesized that it was possible to
"predict and describe patterns that will cause difficulty in learning,
and those that will not cause diﬃculty, by comparing systematically
the language and culture to be learned with the native language and
culture of the student (vii)."8 From here, curriculum designers viewed
linguistic content from a "buttom-up" or "part-to-whole" orientation.
Once problem areas were extracted they were systematically graded
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concern for

meaningfulness and comprehension was pushed aside. As Howatt and
Widdowson conclude,9
Just as the emphasis on traditional grammar had led to an excessive
preoccupation with sentences and their parts a century or more ago,
so too had its twentieth century replacements, structural linguistics.
'Structures' were identified with sentences or their components in
isolation rather that with utterances in context, and they had been
pushed to extravagant extremes in teaching techniques like 'pattern
practice' or 'structure drills' in the audiolingual language laboratory"

The Issues
The obvious problem with behaviorist orientated approaches to
language instruction was the total lack of connection to anything
even resembling a normal conversation. In their book Psychology for
the Language Teacher Willams and Burden found that the behaviorist
school of psychology arouse from positivistic philosophy.10 Positivists
assumed, as Canagarajah explains, that we inhibited "a closed world
which possessed the complete answers to its laws and principles."11
The only way one could discover these "laws" was through empirical
models of research. It inevitably led to the belief that only knowledge
that can directly be observed by the senses was worthy of being
considered knowledge. This, according to William and Burdern, was
their "path to acceptance and respectability" in academia.
Having already noted some of the similarities between the
８

Robert Lado, Linguistics Across Cultures (Ann Arbor: University of Michigan Press,
1957)
９
A.P.R. Howatt and H.G. Widdowson, A History of the English Language (2nd edition)
(Oxford: Oxford University Press, 2004), pp. 330-331.
10
Marion Williams and Robert Burden, Psychology for Language Teachers (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), p. 8.
11
Canagarajah, 1999, p. 18.
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traditional and empiricists-based approaches, Howatt and Widdowson
found "language teachers and textbook writers" in the late 19th
century "ape[d] the methods of the classics. French had to be made
as 'demanding' as Latin, and German as 'intellectually disciplined' as
Greek. Textbooks had to be 'thorough,' i.e. exhaustive in their listening
of expectations and peculiarities, and based in the selections from the
best authors.'"12
In their own attempt to achieve "acceptance and respectability,"
English teachers in Japan decided to make English systematic and
more "academically rigorous." They created what some observers
have called "exam English" (juken eigo). "Exam English" has pushed
many Japanese to enroll in conversation schools or pay for private
lessons from a native English speaker. Japanese English teachers, who
have in the past been known for not being able to speak English,13 are
often very "reluctant" to work with ALTs.14
It is the role of the ALT to teach how to use English whereas it
is the role of the Japanese English teacher to teach about English.
The former is supposed to teach communication while the latter is
supposed to prepare students for university entrance exams. Why this
distinction?
It seems counterproductive because their purpose(s) of teaching
12

Howatt and Widdowson, 2004, pp. 154-155.
I've actually never met an English teacher in Japan that actually didn't speak
English. It's my opinion that most Japanese English teachers are very concerned
about their perceived deﬁciencies. They are often reluctant to make mistakes in front
of native English speakers and, more importantly, their students or fellow teachers.
14
Satoshi Fukushima, "Reluctant teacher: Why should English be taught?" Kyodo
News (Dec. 9, 2004)
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20041209f1.html
13
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differ widely despite their both being English teachers. If Japanese
teachers of English want their students to get into good universities,15
they must spend time teaching to the test. The stakes have become
so high that some high schools decided not to teach such required
subjects as world history to concentrate more on the "subjects needed
for university entrance exams."16
This led Gregory Clark, vice president of Akita University in
Japan, to argue in the Japan Times that English should only be
taught as an elective.17 Clark added that "Without the need to focus
on English, students would have much more time to study not just
the compulsory subjects being avoided, but also other subjects like
math and science, which would do much more good both for the
students and Japan than the three years of bad juken (entrance exam)
English education they are currently being forced to undertake."
Test English is apart of the Japanese educational system. It serves a
purpose that escapes Clarks' criticism. Clark is correct when he writes
"..in [a] monolingual society where careers usually do not depend
on foreign-language ability, students are bound to be unmotivated."
There is also an aspect of test English that provides it with immunity
to some of the much needed and reasonable changes Clark argues for.
Grammar-based approaches view language learning as an opportunity
to learn more about one's own native language, while expanding one's
15

In Japan, high schools are judge by how many of their students are able to get
into the nation's top universities.
16
Kyodo New, "Seniors at 7.1% of schools falling shy of required credits." (Oct. 31,
2006)
17
Japan Times, "English should be an elective." (Dec. 30, 2006)
http://search.japantimes.co.jp/print/eo20061230gc.html
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intellect.18
Actually speaking the language is not necessarily the goal. This
is the very reason why many Japanese students and their teachers
make the distinction between "communication" English and "exam"
English. It is also why English "communication" has assumed the
limited description of being able to have a conversation in English. As
I mentioned before, English communication needs to be viewed more
broadly to include the four skills of communication while being ﬁrmly
situated in the globalized and wireless context.
THE COMMUNICATION CLASS
The ﬁrst assault on the behaviorist orientation came from cognitive
psychology.

Relaying heavily on comparative linguistics and analysis,

curriculum designers chose linguistic content according to what
they perceived would be problematic and thus more beneﬁcial to the
learner. The focus was of form rather than on function. Critics began
to point out that meaningfulness and purpose could not be ignored,
additionally arguing that language acquisition was an internal process
and bound to a so-called "internal syllabus," what Krashen would later
expand upon in his Natural Order Hypothesis.19
Krashen noticed that past research into morpheme (the smallest
element of meaning in which a word can be analyzed) order indicated
that all learners acquire grammatical points in a predicable order.
Such was the weight of evidence in favor of the existence of a "natural
order" that linguists Diane Larsen-Freeman and Michael Long, in their
18

Freeman and Freeman, 1998, pp. 6-7
See Stephen Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition (New
York: Pergamon Press, 1982)
19
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book An Introduction to Second Language Acquisition Research concluded,
"Contrary to what some critics have alleged, there are in our view
too many studies conducted with signiﬁcant methodological rigor and
showing suﬃciently consistent general ﬁndings for the commonalities
to be ignored."20
So what did this all mean for language instruction? First it
seemingly showed that language was acquired rather learned. Studies
attempting to show that grammar could be acquired "out of order"
failed to produce any results.21 This proved to be difficult because
knowing the exact level of development in a student's interlanguage
was and still not possible.22 Also, teaching grammar systematically
based on the natural order hypothesis does not ensure acquisition.
Even though lessons progress from grammar to grammar point the
students don't progress along similar lines. If a language course has
progressed to point 5 on the internal syllabus, some students may be
stuck at point 2 while others may be at point 8. Obviously, students
learn at their own pace and not according to a contrived grammatical
syllabus, regardless of research ﬁndings that support the existence of
a natural order.
With this as background, the practical issue of designing a course
curriculum for the language class was tackled by Stephen Krashen
and Tracy Terrell in their inﬂuential (and some would say notorious)
book The Natural Approach.23 In it they argued, as the title of their book
20
Diane Larsen-Freeman and Michael Long, (An Introduction to Second Language
Acquisition Research. London: Longman, 1991). p. 92.
21
David Nunan, Second Language Teaching and Learning (Boston: Heinle & Heinle,
1999), p. 43
22
David Freeman and Yvonne Freeman, Between Worlds: Access to Second Language
Acquisition (Portsmouth, NH: Heinemann, 2001), pp. 84-85.
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suggests, that language classes should ﬂow from our natural ability as
humans to acquire languages (a nod to Noam Chomsky's earlier work
on universal grammar). Since we learn languages naturally there was
little need, Krashen and Terrell argued, to teach grammar directly.
In fact, they believed it was counter productive, a conclusion that has
given theoretical salience to the current conversation class, and has
encouraged many teachers to focus solely on meaning. The refrain, "I
don't teach grammar" or "Grammar is boring" were and are still to this
day maxims of the conversation class. Soon a debate between those
who argued we should focus on meaning and those who believed a
sort of convergence between approaches that focus on form24 in the
context of meaning negotiation occupied the minds of the academic
and language teaching community.
Those who believed a convergence of approaches noticed that
language teachers and students alike often reacted to mistakes by
either direct or indirect means, even when the focus is not on forms
but on content. See Example 1 and 2.
Example 1: Direct Reaction to Form
Ｓ : I'm f**king tired.
Ｔ : You shouldn't use that type of language in class.
Ｓ : Why?
Ｔ : Well, that's not the type of language you use in class.
23

Stephen Krashen and Tracy Terrell, The Natural Approach: Language acquisition in
the classroom, (Hayward, CA: Alemany Press, 1983)
24
"Focus on form" is the incidental attention that teachers and students give to
forms during meaning-focused lessons.
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Besides, others ﬁnd it oﬀensive.
Ｓ : What's oﬀensive?
Ｔ : Rude.
Example 2: Indirect Reaction to Form
Ｔ : What does she look like?
Ｓ : She is black hair.
Ｔ : Yeah, she HAS black hair. Do you HAVE black hair?
Teachers and students also preemptively focused on forms that
they perceive as a gap hindering the comprehension of content. See
Example 3 and 4.
Example 3: Preemptive Focus on form by Teacher
Ｔ : Is hair a noun or adjective?
SS: Noun.
Ｔ : How about tall?
SS: Adjective.
Ｔ : Very good. Now, if it's a noun you use this pattern
(the teacher writes "I have (a/an) ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲." on
the blackboard). Now, if it is an adjective you use this
pattern (the teacher writes "I am ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲." on the
blackboard)."
Example 4: Preemptive Focus on form by Student
Ｔ : Now, I want you to practice ordering a meal at a
restaurant using "I'd like..." with your partner.
Ｓ : Are "I'd like a hamburger" and "Can I have a
hamburger?" the same.
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Ｔ : Yes, they are.
*(Note: T = teacher; S = student; SS = students; CAPITALS = stress)

Rob Ellis, Helen Basturkmen, and Shawn Loewen25 argue that a
focus on form in the language class can happen in one of two ways.
The first way teachers and students focus on form is by reacting
to gaps in the students' knowledge about English. This can be done
directly or indirectly as examples 1 and 2 show, but it has been shown
that teachers tend to do so indirectly. They also found that teachers
focus on form by predicting what problems students may encounter.
Linguist Constance Weaver suggests giving what she calls mini
grammar lessons.26 These are short grammar lessons given to students
individually or to the whole class. The language teacher during a
lesson observes that a student is repeatedly making the same mistake.
The teacher then reacts to the mistake by focusing the student's
attention on that mistake. How the teacher decides to react can very
but it does show that grammar can and usually is taught even in
content-based language classes.
Another problem area is the blurred distinction between syllabus
design and methodology.27 Under more traditional approaches to
language instruction, syllabus design (a listing of course goals) and
methodology (the activities used in the language class to achieve the
goals stated in the syllabus) were clearly differentiated as distinct
components by curriculum designers. The second problem to emerge
25

Roy Ellis, Helen Basturkmen, and Shawn Loewen., "Preemptive focus on form in
the ESL classroom," TESOL Quarterly, 35, 2001), pp. 407-435.
26
Constance Weaver, Teaching Grammar in Context (Portsmouth, NH: Heinemann,
1996).
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concerned the third and final component of curriculum design:
evaluation. The communicative approach is squarely orientated in
humanistic notions of knowledge acquisition. Such notions as schema
or back-ground knowledge began to shape how teachers perceived
the planning and implementation of evaluation. Ann Ching-Shyang
Chang and John Read questioned whether listening comprehension
tests could accurately measure listening comprehension.28 They felt
little if any concern was given to what the students actually know
and what kind experiential factors could shape outcomes on listening
comprehension tests. They argue that listening comprehension tests
should be apart of the teaching process by previewing questions,
repeating input, and topic preparation. So, the evaluation of students
should not only serve the more general purpose of assessing
foreign language proficiency (in the researchers' case listening
comprehension), but should serve the students' development in the
long run as well listening comprehension ability.
Again, there is strong evidence that suggest that English
communication teachers do use direct and indirect approaches to
teaching. This is done communicatively because the focus on form is
usually done to enhance meaning. The focus on form is meaningful
because it is orientated in the here and now. In grammar-based
approaches forms are practiced because it is assumed that students
will need them at a later date. This orientation towards the future
27

See David Nunan, Design for the Communicative Classroom (Cambridge: Cambridge
University Press, 1989), pp. 14-17, and Syllabus Design (Oxford: Oxford University
Press, 1988), pp. 4-7.
28
Anna Ching-Shyang Chang and John Read, "The Eﬀects of Listening Support on
the Listening Performance of EFL Learners," TESOL Quarterly (40), 2006, pp. 375-397.

（71）

Seth E. Cervantes Teaching English Communication in Japan in an Era of Globalization

ensures that the students will eventually forget.29
The communicative-based approaches are meaning-focused.
The student must create meaning through a process of meaning
negotiation. The teacher plays a vital role in this process. Although
meaning-focused instruction is vital to acquisition and a central
component of the English communication class, the research also
seems to suggest that a focus on form has merit as well.
CONCLUSION
This paper explored issues related to English communication.
In Japan, English communication in the era of globalization should
be described in broader terms that go beyond the over concern
with speaking. The danger and fear that underpin the spread of
globalization is coupled with the convergence of new technologies
that have made communication cheaper, easier, and more aﬀordable
for even those in developing countries. Communication in this context
is further proof that English communication should evolve with the
changes that globalization bring, while English teachers should take
a more critical view of how resistance to globalization is undoubtedly
apart of that frustration. The seemingly contradictory exam/
communication English dichotomy in Japan is demystiﬁed when they
are viewed along side the push and pull factors of globalization.
Finally, the focus on form is usually associated with grammar-based
approaches, so it's not suppressing that teachers and students prefer
not to include any direct instruction of form as part of their syllabus.
Nonetheless, as the research indicates, teachers do focus on form
29

Frank Smith, The Book of Learning and Forgetting (New York: Teachers College
Press, 1998)
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even when the lessons are meaning-focused. Teachers support their
students learning by facilitating and assisting in the negotiation of
meaning. While it's generally agreed that grammar instruction cannot
directly lead to acquisition, helping students negotiate meaning by
focusing their attention on certain forms and functions of language
may.
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