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とならぬよう、奮闘努力するつもりである。
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発展させていきたいと念じている。
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巻頭言

ると見えて部屋の真中あたりにイーゼルが立ててあり、どう見ても星
空としか思えない絵が一つ架けてありました。「先生、これはやはり星
空の絵でしょうか」とお聞きすると、「そうだ。私は夜の星空を見上
げながら絵を描き、物理学の将来のことを考えている」と申されまし
た。実はこの少し前、ジュフの浜という所で学会のレセプションがあ
り、その会場で以前から顔見知りのエミール・アルティンという整数
論の先生とお話しする機会があり、その先生からお聞きしたギリシア
の天文学の話も加えてお話しすると、バーバー先生は古代インドにも
独自の天文学があり、そこでは夏至点・冬至点と春分点のあたりの星
の配列は特に詳しく観察されており、それを基準にして太陽・月と五
つの遊星の運動が正確に記述されており、その外に、
「ラーフ」と言っ
て日食・月食を引き起す「暗黒の遊星」「影の遊星」の観測もなされて
いたという大変興味ある話もして下さいました。また、黄道に沿った
星座名も現在一般に広く使われているギリシア・ローマ起源の名称よ
りはずっと古いサンスクリット語起源の星座名があることも話されま
した。また古代インドでは天文学と数学あるいは実際的な計算法との
境界が明瞭でなく、知識がのべつなく繋がっていたという話もされ、
こんな状況にもかかわらず、現在我々が使っている算用数字が二〇〇
〇年の年月を経てもほゞ一定しているのは、古代インドの人々の見上
げた空の星の配列に原形があるからだという話もされました。
また、この帰りの際、インドを知ろうと思うと、どうしてもサンス
クリット語の知識が必要になるので、いい文献が見つかったらすぐに
買って伝票を回して欲しいということを付け加えられました。
私は先生の考えの大らかさ、語られる言葉の意味の深さと言葉自体
の重さに大変感銘を受け、その後も星空を眺めながら、それを何度も
思い出して、それを心に刻み込みました。

RYOICHIRO KAWAI［ 京都大学名誉教授 ］

星空を眺めながら真夜中の語るを聴く
河合良一郎
これは昭和三五年一月のことですが、インドのタタ研究所で国際函
数論シンポジウムがあり、それに招かれてインドに行くことになりま
した。当時、私は整数論の研究に専念して居りましたが、その分野に
現われる解析函数の構成法が多変数の解析函数の一般理論の研究にも
役立つといった話をするためです。
当時、日本はまだ戦後の状態であったため、このインド行きは渡航
費・滞在費などの経費は総べてタタ研究所が立て替え、学会を含めて
二ヶ月間、私がそこの所員として働き、その給料の中からかかった費
用を支払うという条件で実現したものでした。
さて、この時のインドという国の印象ですが、すべて日本とは非常
に異なって唯々驚きと言うほかはありませんでした。それに大変暑い
国でした。そのためにと思うのですが、インドの人々の活動時間帯が
午後の四時頃から夜中の三時頃までとなっていました。そのためにホ
テルで朝食を済ますとそれから後は空時間となって何もすることがな
く、スケッチブックを持って街の写生をしたり、郊外へ出かけて田園
風景の写生をしたりして時間を過ごしました。こんな暑い所ではとて
も数学の研究など出来ないと諦めていたわけです。また、夕食後は、
海岸に出て涼むということになりました。海岸は少し風があってホ
テルの部屋より涼しかったからです。ここで見たインドの夜空は、日
本で見る夜空とは大変違い、じかに宇宙空間を見通すといった感じで、
夜の空が何かを語りかけている感じでした。
こんなことをやっている中に、私がやっていることが所長のバー
バー先生の耳にも入ったと見え、ある日、先生から私のスケッチを見
せてほしいと思っているので家まで来てくれんかという連絡がありま
した。それで翌日の夕食後、早速先生のお宅まで出かけましたが、す
ぐに書斎へ通され、そこで絵の話をいたしました。先生も絵を描かれ

エイズ）もパンデミックだが、いまやパン

染症（その終末像は後天性免疫不全症候群、

ているヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）感

態をパンデミック（ pandemic
）と言う。
用語の定義に従えば、私が研究対象とし

デミック（ epidemic
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陸や地球全体の広い範囲で起こっている状
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生している状態をエンデミック（ endemic
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ＨＡは一六（Ｈ１～Ｈ１６）、
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ンフルエンザ（流行性感冒）を起こす。Ａ

三つの型があり、このうちＡ型とＢ型がイ

ンザに罹りうる。つまり、毎年冬になると

にはあまり働かず、我々は毎年インフルエ

した我々の感染防御機構は今年のウイルス

る。そのため去年のウイルスに対して確立

多数になり、ウイルスとして存続してい
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孫ウイルスは感染性を示さない不良品とな

原連続変異、 antigenic drift
）。複製エラー
はランダムに導入されるので、大多数の子

「免疫学的に未知」のウイルスとなる（抗

元とは異なる抗原性を与え、我々にとって

情報は産物としてのウイルスタンパク質に

入ったゲノムを元に転写、翻訳された遺伝

そのエラーに基づく変異である。エラーの

る酵素が複製エラーを起こす傾向があり、

が自らのゲノムを複製するために持ってい

とが知られている。第一の機構はウイルス

疫系にとって「未知」のウイルスとなるこ

のウイルスは二つの機構によって我々の免

五十嵐樹彦（いがらし たつひこ）
一九六五年札幌市生まれ。大阪大学大学院終了。現在、京都大学ウィ
ルス研究所教授。人間・環境学研究科協力教員。専門分野はウイル
ス学。

デミックと言えばもっぱらインフルエンザ

フルエンザに罹らなくなる、または罹って

我々は「未知」のインフルエンザとの「遭

五十嵐樹彦

を連想するのが普通だろう。そこでまずイ
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パン
パデ
ンミ
デッ
ミク
ック
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感染症などがある地域で常に低い率で発

遇」に関して考えてみよう。

る。

で、「未知との遭遇」と朗らかに言ってし

インフルエンザウイルスの粒子は直径一
〇〇 で円柱状に長く伸びた格好をしてお

スタンパク質が突起状に多数生えている。

ラミニダーゼ（ＮＡ）という二種のウイル

との遭遇」というのはおかしな話だが、こ

い付きあいがあるにもかかわらず、「未知

インフルエンザウイルス自体は人類と長

きな変化を起こすことがある。インフルエ

横滑り的な変化に加えて、第二のもっと大

インフルエンザウイルスはこの抗原性の

まうのには抵抗がある。

インフルエンザウイルスにはＡ、Ｂ、Ｃの

り、表面にヘマグルチニン（ＨＡ）とノイ

nm

同じでちょっと違うところがあるだけなの

インフルエンザウイルスは二つの
インフルエンザウイルスは二つの機構で
機構で「未知」のウイルスになる

TATSUHIKO IGARASHI

ウイルス感染症・パンデミック

2

特集：未知との遭遇

未知との遭遇

ンザウイルスのゲノムは八分節に分かれて
おり、子孫ウイルス粒子はこの八本の分節
ゲノムを取り込んで細胞から出芽する。二
種の異なるインフルエンザウイルスが同じ
細胞で同時に複製した場合、確率的に二五
８

六（ 2＝ 256
）通りのゲノムの組み合わせ
を持つ子孫ウイルスが出現しうる。この現

過去のパンデミック
過去のパンデミック
︱スペインインフルエンザ
歴史を顧みると、パンデミックインフル

と言われている（図２）。

北半球で毎年冬になると流行する季節性

のインフルエンザ（ seasonal flu
）と違い、
パンデミックインフルエンザは冬以外の季

流行があることが知られている。スペイン

節でも発生し、断続的に第二波、第三波の

五
―〇年に一度の頻度で発生
しており、二〇世紀には三回のパンデミッ

る。ヒトに馴化していないウイルスのＨＡ

ンインフルエンザは人類史上最も致死的な

六八 一
―九六九年の香港インフルエンザ）。
これら三度のパンデミックのうち、スペイ

一九五八年のアジアインフルエンザ、一九

弱層や老齢者であるが、スペインインフル

フルエンザに感染して死に至るのは主に幼

していた。それだけでなく、一般的なイン

た第二波は致死率が第一波の一〇倍に上昇

らしい。ところが、その年の八月末に始まっ

の時のウイルスはヒトからヒトへの伝播力

エンザは一〇

月にアメリカとヨーロッパで発生した。こ

遺伝子を取りこんだ再集合体の子孫ウイル

いる。スペインインフルエンザによる死者

感染症アウトブレイクであったと言われて

エンザでは少年〜壮年の健康な者が標的と

インフルエンザの第一波は一九一八年の三

クが記録されている（一九一八 ―
一九一九
年のスペインインフルエンザ、一九五七
―

スができた場合、感染防御免疫の点でヒト

は全世界で四〇〇〇万人と推計されており、

なった点が疫学的に際立った特徴であった。

が強かったものの、病原性は強くなかった

にとってまったくの「未知」のウイルスで

同時期に起こった第一次世界大戦の前線に

象（抗原不連続変異
antigenic shift図１）
はそう簡単に起こるものではないだろうが、

あるため、地球上の人口の圧倒的大多数が

おける戦死者八三〇万人を遥かに凌駕した

実際に起こっていることが確かめられてい

からヒトに伝播しやすく、且つヒトに重篤

感染標的となりうる。このウイルスがヒト

図２ スペインインフルエンザパンデミックの際、米国カンザス州
Camp Funstonで設営された救急病院の様子。（NCP1603）Courtesy of
the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute
of Pathology, Washington, D.C.

な疾患を起こすようになったとき、世界的

抗原不連続変異、antigenic shift
図１

な大流行、パンデミックとなる。これが本
格的な「未知との遭遇」である。

3

病理学的には季節性インフルエンザと比較
して細菌の二次感染による肺炎が圧倒的に
見られた点が特徴であった。
なぜスペインインフルエンザが季節性イ
ンフルエンザや前世紀の他の二度のパンデ
ミックインフルエンザウイルスよりも病原

急性の細菌性肺炎が起こった。当時抗生物

ンザはトリインフルエンザが連続抗原変異

再集合体であったが、スペインインフルエ

の末にパンデミックウイルスになったと考

（図３）、肺全体で細菌が一気に増殖して甚
質は未だ発見されておらず、この細菌性肺

えられているので、このようなシナリオは

条件を満たすようになるとパンデミックウ

十分考えられる。あるウイルスが以下の三

炎が致命症となったと考えられる。

高原
病性
原ト
性リ
トイ
リン
イフ
ンル
フエ
ルン
エザ
ンウ
ザイ
ウル
イス
ルス
高病

１．ヒトへの感染性

イルスとなりうると考えられている。
パンデミックインフルエンザは一〇 五
―
〇年に一度は発生してきたことから、最後

２．ヒトにおける高い病原性

性が強かったのか明らかにはなっていない。
て、スペインインフルエンザ関連肺炎の病
のパンデミックから四〇年あまりが経つ今

３．ヒト︱ヒト間の高い伝播能力

この問題を解明するひとつの手がかりとし
理所見には、以下の四点の特徴があるとす
日、次のパンデミックインフルエンザが出

．細菌の肺への侵入が甚だしいこと

が高いこと

気道の細菌の混合感染による肺炎の頻度

と連鎖球菌の混合感染）および他の上部

から、このＨ５Ｎ１亜型

さらに感染が確認されたヒト症例における

死的な感染をすることが明らかとなった。

り抵抗性と考えられてきた水禽において致

ンデミックを起こし、本来の自然宿主であ

ザは過去一〇年の間にニワトリにおいてパ

たＨ５Ｎ１亜型高病原性トリインフルエン

る。一九九七年に香港で死亡例が報告され

気道上皮細胞上に発現している糖鎖の先の

ヒトインフルエンザウイルスはヒトの上部

率よく利用できるようになる必要がある。

得には、ウイルスがヒト細胞の受容体を効

と２をすでに獲得している。３の条件の獲

性トリインフルエンザウイルスは条件の１

現在までのところ、Ｈ５Ｎ１亜型高病原

現してもおかしくないと考えることができ

る報告がある。

．大
 葉性肺炎ではなく、ウイルスによる
細気管支の瀰漫性の傷害が背後にある気

ンザウイルスが次のパン

高病原性トリインフルエ

．疾
 患を起こしうる一般的な細菌による
二次的な肺炎の割合が非常に高いこと

管支肺炎および小葉性肺炎が圧倒的であ

2

（１）

致死率が極めて高いこと

デミックウイルスになる
のではないかという観測
アジアインフルエンザ

が頻りにされている。

至らない。スペインインフルエンザでは気

で、適切な時期に治療を始めれば肺炎には

）、細菌の二次感染が起
cytolytic infection
こるが、現在では抗生物質を利用できるの

エンザウイルスの遺伝子

で流行していたインフル

エンザとその当時ヒト間

亜型）は、トリインフル

Ｎ２亜型およびＨ３Ｎ２

や香港インフルエンザの

管支のさらに先の細気管支や肺胞でもウイ

原因ウイルス（各々Ｈ２

ルスが複製し、その結果組織が傷害され

れらの細胞が傷害され（細胞溶解性複製、

支の上皮細胞で複製し、その結果としてこ

は鼻粘膜、咽頭、喉頭、気管、及び気管

季節性インフルエンザでは、ウイルス

4

．肺
 炎原因菌の混合感染（特に肺炎球菌

ること

1
3

図３
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（ １ ） 国 連 機 関Ｗ Ｈ Ｏ の ウ ェ
ブサイトではＨ５Ｎ１亜型ト
リインフルエンザのヒト感染
症例報告数の二〇〇三年から
現在までの累積を見ることが
できるが、それによると二〇
〇九年四月八日の時点で総報
告数四一七例、うち死亡二五
七例という高い致死率になっ
ている。

未知との遭遇

に存在する連続する塩基性アミノ酸である

を決定するのはＨＡタンパク質の解裂部位

高発現している alpha二・三結合型シアル
酸を受容体として用いる。受容体の指向性

リインフルエンザウイルスはトリの腸管に

ガラクトースに alpha二・六結合している
シアル酸を受容体として用いる。一方、ト

「未知との遭遇」に備えておくべきであろ

来るのを監視し続ける必要がある。我々は

野鳥から新たなウイルスがヒトに侵入して

もちろん大事だが、それだけでなく今後も

Ｎ１亜型ウイルスへ目を配っておくことは

うに進化するか分からない。つまり、Ｈ５

存在していて、いつヒトに感染性を持つよ

くとも一〇あり、それらは野鳥のプールに

アフリカで病原性の株が出現していたらし

えられてきたが、一九九〇年代なかばに北

しており、病原性は非常に弱いと長い間考

ジア、中央アジア、中東及び地中海に常在

標本から分離された。アフリカ大陸、西ア

ダ西ナイル州で熱性疾患を患った人の血液

もと一九三〇年代にアフリカ大陸のウガン

ヒトへの感染はない。このウイルスはもと

い。九〇年代後半に地中海沿岸諸国でウマ、

家禽、ヒトでアウトブレイクが頻発した。

一九九九年にはイスラエルで二度目の家禽

ルスとならない可能性も否定はできない。

このウイルスがついにはパンデミックウイ

かに関して参考とならない。しかし同時に、

Ｎ１ウイルスがいつ、３の条件を獲得する

したかは不明であり、現在の高病原性Ｈ５

時間をかけてパンデミックウイルスに進化

インフルエンザウイルスからどのくらいの

ペインインフルエンザウイルスが元のトリ

下に比較的多くの人の記憶にいまだ新しい

だった感染症も新興感染症と言われる。以

ののほか、ある集団にとって今まで「未知」

いう種にとってまったく「未知」であるも

い。新興感染症というのがそれだ。人類と

染症との「未知との遭遇」も避けられな

我々はインフルエンザ以外のウイルス感

うこれ以上は結構と言いたいところだが、

いろいろな問題に日々追われており、も

そうでなくても我々は自身が抱えている

である蚊を駆除する為に夜間オレンジ色の

クでのウイルス脳炎の大量発生、媒介昆虫

当時米国に留学していた私はニューヨー

染が広範囲に広がっていたことが判明した。

ク市で数千人の抗体陽性例が見つかり、感

た。大規模な抗体調査の結果、ニューヨー

報告があり、うち七例（一二％）が死亡し

発生、高齢者を中心に五九例の脳炎症例の

のウイルスによる脳炎のアウトブレイクが

らしい。一九九九年北米ニューヨークでこ

大西洋を渡り、新大陸への上陸を果たした

の感染も報告されている。そのウイルスが

イフ
ンル
フエ
ルン
エザ
ン以
ザ外
以の
外ウ
のイ
ウル
イス
ル感
ス染
感症
染症
イン

う。

が、現在までのところ、ヒト型受容体に親
ンフルエンザウイルスが分離されているも

和性の高いＨＡを持つＨ５Ｎ１亜型トリイ
のの、ヒト型受容体にのみ指向性のあるＨ

現代は過去には想像もできなかった高度の

ウエストナイル熱／脳炎を例にウイルス感

におけるアウトブレイクが発生し、ヒトへ

インフルエンザ監視体制が地球規模で整備

染症における「未知との遭遇」のもうひと

Ａを持つウイルスは見つかっていない。ス

されており、その下でこのウイルスの発生

街路灯を浴びて走るトラックの荷台から殺

（２）

と進化が観察され続けている。過去におい

つの例について考えてみる。

て、薄気味悪く思ったものである。私が住

ス科フラビウイルス属に分類されるウイル

やデングウイルスなどと同じフラビウイル

ウエストナイルウイルスは黄熱ウイルス

すぐ近くで回収された鳥の死体からウイル

んだ鳥を見掛けるようになり、また、家の

年から蚊が発生する時期になると道端に死

んでいたワシントンＤＣ地区では二〇〇〇

一方で、Ｈ５Ｎ１亜型以外のウイルスが

ウス
エト
スナ
トイ
ナル
イウ
ルイ
ウル
イス
ル感
ス染
感症
染症
ウエ

虫剤が散布される映像をテレビの報道で見

て同じように１、２の条件を満たしながら
監視体制がなかったために認識されなかっ
たウイルスは存在したのではないか。Ｈ５

新たにパンデミックウイルスとなる可能性

ウエストナイルウイルスがやって来たのだ

Ｎ１亜型トリウイルスもまた、そのような

がある。すでに散発的にヒトで感染報告の

スで、自然宿主は鳥類と Culex
種の蚊であ
る。ヒトは蚊の媒介によりウエストナイル

と実感した。ウエストナイルウイルス上陸

ウイルスのひとつではないのか。

あるＨ７およびＨ９亜型のほかに、現代の

ウイルスに感染する、すなわち、ヒトから

スが分離されたことを新聞で知り、本当に

我々が出会ったことのないＨＡ亜型は少な

5

（２ ）国立感染症研究所感染
症情報センターのウェブサイ
トに新興感染症という項目が
あり、主にどのような感染症
が含まれるかリストされてい
る。それによると、ウイルス
感染症としては高病原性トリ
インフルエンザの他に
・ＳＡ
 ＲＳ（重症急性呼吸器
症候群）
・ウエストナイル熱／脳炎
・エボラ出血熱
・クリプトスポリジウム症
・クリミア・コンゴ出血熱
・後天
 性免疫不全症候群
（ＡＩＤＳ）
・ニパウイルス
・マールブルグ病
・ラッサ熱
等が挙げられている。
又、ＷＨＯの定義によると、
あるヒトの集団に初めて出現
した、またはかつて存在して
いたが、その発生や地理的分
布が急速に上昇または拡大し
ている感染症を言う。

カコガラ、ミソサザイ、コマツグミ等の観
は未だ到達していない。今後ウエストナイ

が、幸いなことに日本を含む極東アジアに

しまい、パンデミックの様相を呈している

らに備えるしかない。今まで知られている

ある。したがって我々はできる範囲でそれ

言わば地震や洪水などと同じ天災の一種で

れないことであり、パンデミックの発生は

後、アメリカガラス、アオカケス、アメリ
察数が過去の観察数の推移から予想される
ルウイルスは日本に到達するのか？

大陸を南北に通過する際、主に七つのコー

割を演じたと言われている。渡り鳥は北米

劇的なウイルス分布の拡大には渡り鳥が役

アラスカを除く全ての州に広がった。この

四年にはアメリカ合衆国においてハワイと

大陸における分布は毎年西に拡大、二〇〇

ストナイルウイルスに近縁の日本脳炎ウイ

の蚊と鳥類の存在があるが、日本にはウエ

件として、自然宿主であるウイルス感受性

エストナイルウイルスが日本に定着する条

ため、そこで感染環は断絶、終結した。ウ

述べたようにヒトからヒトへの感染はない

た人が帰国後発症した例があるが、すでに

日本でも二〇〇五年にアメリカで感染し

れるべきである。これだけ科学技術が進歩

抗ウイルス薬等の開発）は今後更に進めら

の生態、病原性・病態の解明、ワクチン・

生動物における発生状況の監視、媒介昆虫

て）、すなわち人獣共通感染症の研究（野

ウイルス（直接、または昆虫などを媒介し

になる。特に、野生動物からもたらされる

ウイルス感染症から学ぶことは大いに参考

九九年の上陸以来、このウイルスの北米

数を有意に下回ったという報告もある。

スを経由するが、鳥は別のコースを経由し

し、いろいろなことが分かってしまっても

いくらい小さなウイルスである。そう考え

ルスを媒介する蚊がおり、感受性の高い鳥

このように見てくると、我々はウイルス

ると、知らぬ間に大きくなって行く「人類」

ても同じ地点に到着する。渡り鳥は到着地

感染症との「未知との遭遇」には事欠くこ

枠の中の一生物種として収まる気がする。

に対する虚像が縮まって、地球環境という

人間はいまだに無防備であり、それを否応

とはなさそうである。ここに述べたよう

類もいるため、いつ定着してもおかしくな

うである。さらに厄介なことに、このウ

に「既知」のウイルスがある日突然「未

点でウイルスに感染し、それぞれの渡りの

イルスは宿主域が非常に広いのである。ア

知」の病原性を獲得して新たな脅威となる

無しに認めさせるのが、時には目に見えな

メリカ大陸上陸以来、ウエストナイルウイ

ほかに、まったく「未知」のウイルスが出

いと考えられる。

ルスは六一種の蚊、三〇〇種を超える鳥類、

現してくることもあろう。今でもときどき

中東から中央アジア、西アジア、南アジ

ルゼンチン、アフリカ及びヨーロッパ諸国、

ルウイルスは、現在、北米大陸、南米のア

このように厄介で恐ろしいウエストナイ

イルスの北米大陸からの排除はほぼ不可能

の種も多いだろうが）、この適応
dead end
性の高さを見るにつけ、ウエストナイルウ

（つまりウイルス遺伝子の保存の点からは

感染症における「未知との遭遇」は避けら

らカナダに移動してしまった）。ウイルス

たときは、感染者が飛行機に乗って中国か

てしまうかもしれない（ＳＡＲＳが発生し

そのようなウイルスを一気に世界中に広げ

り得る。ヒトやモノの地球規模での往来が

ルスが運悪くヒトに病気を起こすこともあ

を貰い受けることがあるだろう。そのウイ

物種から我々にとって全く新しいウイルス

めてまれにしか接触することのなかった動

我々と接触の機会のなかった、またはきわ

を含む七五カ国で感染の報告があり、全世

ブレイクが最初に起こったメキシコ、米国

ヒトへの感染は、六月一二日現在、アウト

れた。ブタ由来インフルエンザウイルスの

り、インフルエンザパンデミックが宣言さ

げ、六月一二日には最高の六とした。つま

をそれまでの三から四、次いで五に引きあ

世界保健機関はインフルエンザの警戒水準

のヒト ヒ
︱ ト間感染が急速に広がっている。

由 来 イ ン フ ル エ ン ザ Ａ ／Ｈ １ Ｎ １ （ 図 ４ ）

ブタ由来インフルエンザウイルス、ブタ

リインフルエンザではなく、Ｈ１Ｎ１亜型

私が原稿を提出してからＨ５Ｎ１亜型ト

ア、インドネシア、パプア・ニューギニア、

と考えられる。

オーストラリアとほぼ地球全域に広がって

留鳥と蚊の間で感染環が成立して行ったよ

三〇種以上の非鳥類（哺乳類や爬虫類）の

哺乳類の新種が見つかるくらいなのだから、

後記

が感染環の維持に重要ではないだろうが

種から分離されている。これらの種の全て

コースに沿ってウイルスを播種して地域の
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て感染者が見つかり、五四九人の感染例が

死亡している。日本でも五月九日にはじめ

界では二九、
六六九人が感染、一四五人が
また、つい先日まで話題の中心であったＨ

種内で維持されるかを考える上で興味深い。

が続くのかは、ウイルスがどのようにヒト

デミック以来、我々は新たに抗ウイルス剤

るための努力である。前世紀の最後のパン

とはパンデミックによる被害を最小限にす

報告が最近出版された。同時にこのウイル

集合の過程を経て誕生したことを示唆する

かつて知られていなかった複雑な遺伝子再

公衆衛生上大きな問題となる。

性を獲得する可能性は存在し、そうなると

模でヒト ︱ヒト感染が維持される間に病原

のウイルスの病原性は強くないが、地球規

感染が容易に起こっている。現時点ではこ

比べ、このブタ由来ウイルスはヒト ︱ヒト

５Ｎ１亜型トリインフルエンザウイルスと

もしれない。

えるのか、「未知との遭遇」の日は近いか

ミックインフルエンザとどれくらい渡りあ

された。二一世紀の人類の英知はパンデ

役にたつウイルスの遺伝子改変技術も確立

を手にいれた。また、ワクチン製造の際、

報告されている（六月一二日現在）
。

スがブタ以外の未知の宿主で長い間保持さ

ブタ由来インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１は、

れていた可能性も示唆されている。新型イ

が起こるかをシミュレーションできる良い

スのパンデミック発生時にどのような問題

今回のアウトブレイク（四月から六月ま

北半球のインフルエンザシーズンは終わ

機会となったとも考えられる。マスクや手

ンフルエンザ発生を監視する上で、このウ

り（六月現在）、代わりに南半球がシーズ

洗いが励行されたが、マスクはすぐに払

で）はウイルスの病原性が当初懸念され

ンに入ったが、すでに南米、オーストラリ

イルスは新しい視点が必要なことを物語っ

アで数百人規模の感染例の報告がある。北

底し、一時的に手に入らなくなってしまっ

たほど強くなかったために、強毒ウイル

半球の次のシーズン（九月以降）にこのウ

た。我々の研究室では病原体を扱っており、

ている。

イルスはまた戻ってくるのか、つまり、北

使い捨て手袋や手指の消毒剤は研究遂行

はできない。我々にできるこ

ザは天災であり、避けること

パンデミックインフルエン

である。

理的な対応をする姿勢が必要

た。状況を冷静に分析して合

が、これは妥当な判断であっ

学は休校措置をとらなかった

１の発生があった際、京都大

る。また、京都でＡ／Ｈ１Ｎ

今後良い教訓になると思われ

れ、急いで備蓄した。これは

通状態からこれらの払底を恐

上必須であるが、マスクの流

半球と南半球でウイルスのキャッチボール

インフルエンザA/H1N1ｂの電子顕微鏡像
photo credit, C. S. Goldsmith and A. Balish, CDC.
図４
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小木曽 哲
はじめに

TETSU KOGISO
いる軽元素の割合はどのくらいなのか、と

士がどんな影響を与え合っているかまでも

らず、その物質がどのように流れて物質同

小木曽 哲（こぎそ てつ）一九六七年、岐阜県瑞浪市生まれ。京
都大学大学院理学研究科博士後期課程（地質学鉱物学専攻）修了。
京都大学博士（理学）。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科
（相関環境学専攻）准教授。専門は岩石学・地球化学。主に高圧実
験と放射光Ｘ線分析を用いて、岩石（特に火成岩）から地球内部物
質の動きと進化を読み解く研究を進めている。

いったことが、地球科学の重要なテーマと

語ることができる（図１）。それは決して、

球内部は「既知」だからである。というの

ら、地球内部を研究する者にとって、地

けたとき、少し違和感を感じた。なぜな

部のことを書いてほしい、という依頼を受

そういう意味では、地球内部は、表層付近

のところは誰にも確かめることはできない。

部がどんな物質からできているのか、本当

人類史上存在しない。したがって、地球内

その場にある物質を直接取って来た者は

読み解く方法を紹介したいと思う。

地上で手に入る岩石から地球内部の情報を

る」ことができるのか。その一例として、

はどのようにして「見て来たかのように語

我々がホラ吹きだからではない。では我々

は言い過ぎかもしれないが、少なくとも私

の一部を除いて、我々にとって未知なる領

しかし、マントルや核まで穴を掘って、

の主観の中では、地球内部は「未知」で

最先端の技術を駆使しても、掘れる深さは

域である。現在、科学掘削船によって海底

いる、ということ以上に、もっとたくさん

マントルまで届くかどうかギリギリである。

下をマントルまで掘る計画が進んでいるが、

の、この紙面では書ききれないほどの「事

類は深さ数十㎞を超える穴は掘れないだろ

将来、どれほど技術が進歩しようとも、人

ル（岩石）・地殻（岩石）から構成されて

実」を、
地球科学者は知っている。
その「事

素（水素・酸素・ケイ素など）が混ざった

ニッケルを主とする合金にいくつかの軽元

約一対九である、核を構成する物質は鉄と

るマグネシウムと鉄のモル比の平均値は

岩石からできていて、その中に含まれてい

カンラン石を主体とするカンラン岩という

とって永遠に「未踏」であり「未知」であ

である。したがって、地球内部は、人類に

らかくなり、掘る能力を失ってしまうから

を構成している物質自体が高温によって軟

実）、ある深さを超えると、穴を掘る機械

度が上がるので（これは確認されている事

う。なぜなら、地球内部は深く行くほど温

列島の下のマントルとハワイの下のマント

と鉄のモル比が場所によって（例えば日本

て来たかのように語る。物質の性質のみな

球内部物質を、我々地球科学者は、さも見

このように、未踏の地にある未知なる地

り続けるだろう。

ルで）どのくらい違うのか、核に含まれて

を前提として、マントル中のマグネシウム

ものである、などである。これらの「事実」

（１）

実」の例を挙げると、マントルの最上部は

はない。地球の内部が核（金属）・マント

「未知との遭遇」というテーマで地球内

して研究対象になっている。

岩石から探る未知なる地球
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図１ 地球内部の層構造と物質循環モデルを模式的に表した図。地殻の厚さは、
見やすいように強調してある。

（ １ ） 化 学 式 （ Mg,Fe
） SiO
2
4
で表される組成を持つ鉱物。
マグネシウムが多いものはオ
リーブ色を持つ。その中で特
に美しいものが、宝石のペリ
ドットである。

特集：未知との遭遇

るマグマが固まってできた岩石）と変成

種類のうち、火成岩（地下から上昇してく

からである。岩石が火成岩・堆積岩・変成

軽い鉱物が主体の岩石であろう、というこ

岩（様々な岩石が高い温度や圧力にさらさ

分かる（図１）。そして、密度から考えると、

とまでは推定できる。しかし、それぞれが

地球内部を探る方法
岩石から地球内部を探る前に知っておか
実際にどんな金属・岩石なのかまでは、こ

中学校の理科で習ったことと思う。この三

なくてはならないのは、地球内部の地震波

れて変化した岩石）の多くが、地下深くで

岩の三種類に分類できることは、皆さんも

速度構造である。地球のどこかで地震が起
れだけの情報では分からない。なんとかし

形成あるいは地下深く由来の物質から形成

核は鉄を主体とする金属、マントルはカン

きると、その地震波（揺れ）は地球の内部
て、他の手段で地球内部の物質を探らなく

されたものである。したがって、火成岩や

ラン石を主体とする岩石、地殻はもう少し

を通って地球上のいろんな場所に伝わる。
てはいけない。

な速度で進むのかがわかる。それが地震波

とで、地震波が地球内部のどの深さをどん

シア）がコラ半島で掘った一万二千二百六

一番深い穴は、ソビエト連邦（現在のロ

て困難である。これまでに人類が掘った

取りにいくことは、既に述べたように極め

とはいえ、地殻深部やマントルの物質を

そして、上に述べたような地震波観測など

が起きているのかを理解することができる。

推定することで、地下深くに何があって何

調べ、それらの元となったマグマや岩石を

変成岩が形成された条件（温度・圧力）を

（２）

その伝わる速度を地球上のたくさんの地震

速度構造である。物質を地震波が伝わる速

のデータや物質の物理的性質とを総合する

についていろんな地点で詳細に調べるこ

度は、その物質の重さ（密度）や硬さ（剛

二ｍ である。たったの一二㎞である。地球

岩石が形成された条件とその過程を調べ

性率・非圧縮率）と一定の関係があるので、

るには、主に二つの方法が必要である。一

ことで、図１のように、地殻やマントルの

地域では、地殻の厚さが三〇㎞以上もある

つは天然の岩石の分析、もう一つは高温高

動きまで捉えることができる。

ので、一二㎞程度の深さでは、マントルど

圧実験である。岩石の分析では、野外から

の半径（約六四〇〇㎞）の〇・二％にも達

使われる例えだが、八百屋がスイカを手で

ころか地殻の下部にさえ到達しない。そん

していない。しかも、ロシアのような大陸

叩いて、その音からスイカの中身の詰まり

な「浅い」穴を掘るのにさえ、人類は三〇

性率などの性質の深さ分布がわかる。よく

方や味を当てるのに似ている。八百屋のオ

岩石を採取してきて、その全体の化学組成

その関係式から、地球内部物質の密度・剛

ヤジは長年の勘を頼りに、地震学者は固体

年近い年月を必要としたのである。あちこ

（全岩化学組成）、構成鉱物の化学組成と組
どうしたら地球内部の物質を知ることがで

て調べる。高温高圧実験では、岩石の欠片

布関係などを、さまざまな分析機器を用い

（３）

物理学の法則を基に、切って見ることので

のは、どう考えても現実的ではない。では、

ちに穴を掘って地球内部物質を取りに行く

だされる物理的性質は、地震波の伝わる速

きるのか。そこで重要な情報源となるのが、

み合わせ、鉱物の形、大きさ、空間的な分

地球内部の地震波速度構造とそれから導き

きない物体の中身の性質を知るのである。

度という観測事実と、確立された固体物理

や粉末を小さなカプセルに詰めて高圧プレ

スにセットし、地球内部と同じ温度圧力に

地球上で手に入る岩石である。

事実であると言ってよい（ただし若干の不

さらすことで、地球内部で実際に起こって
地球上で手に入る岩石から地球内部の情

を未知なる地球内部と結びつけることがで

結果が合わさって初めて、岩石の持つ情報

岩か
石ら
かわ
らか
わる
かこ
ると
こと
岩石

学の法則によるものだから、これは既知の
確定性はある）
。
質が「既知」となった。物質の密度や剛性

報を読み解くことができるのは、岩石の多

きる。

いる現象を再現する。これら二つの方法の

率などの深さ方向の分布から、地球内部

くが地下深くで形成されている、あるい

地震波観測によって地球内部の物理的性

が、地殻・上部マントル・下部マントル・

は、地下深くにある物質を起源としている

岩石の分析から得られる情報で特に重要

外核・内核という層に分かれていることが
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（２ ）この推定には、地球全
体の平均的な化学組成が必要
である。地球の平均化学組成
は、太陽の化学組成（太陽光
の分光分析によって求められ
る）と、ある種の隕石（地球
の材料物質と考えられてい
る）の化学組成との比較に
よって推定されている。

（３ ） 米 国 の 惑 星 探 査 機 ボ イ
ジャー一号は、冥王星の軌道
を遥かに超えた、太陽から百
六〇億キロ以上離れた宇宙空
間を現在も旅している。ボイ
ジャー一号の打ち上げは三二
年前である。同じ三〇年とい
う時間で到達できる距離は、
宇宙探査と地下探査でこれほ
どまでに違う。

物組み合わせである。全岩化学組成は、特

なのは、全岩化学組成、鉱物化学組成、鉱
の種類まで推定することができる。

できたときの温度圧力、そして、元の岩石

ントルの中である。つまり、中央海嶺玄武

平均七㎞なので、五〇〜六〇㎞の深さはマ

地球内部にある岩石が、部分的に融解して

化学組成とほぼ同じとみなせる。マグマは、

の全岩化学組成は、固結する前のマグマの

マグマが固結してできたものなので、そ

源物質が分かれば、中央海嶺の下にどんな

海嶺で噴出しているマグマの生成条件と起

武岩）を形成している。したがって、中央

マが噴出して固結し、玄武岩（中央海嶺玄

たる大山脈があり、そこでは定常的にマグ

中央海嶺と呼ばれる、総延長八万㎞にもわ

ンラン岩から構成されていると推定できる。

マントルの最上部は、同じような組成のカ

ぼ一定しているので、中央海嶺の下にある

八万㎞におよぶ中央海嶺のどの場所でもほ

論できる。中央海嶺玄武岩の化学組成は、

て海洋底に噴出し固まった岩石であると結

して出来たマグマが、マントル中を上昇し

岩は、マントル中でカンラン岩が部分融解

出来る液体である。そしてマグマの化学組

このことは、マントルの最上部が、ほぼ均

具体的な例で説明しよう。海の底には、

成は、材料となる岩石の化学組成と、部分
物質が分布しているのかを推定することが

質なカンラン岩から構成されていることを

に火成岩の研究で重要である。火成岩は、

融解の温度圧力によって決まる。岩石が
の全岩化学組成と、高温高圧実験によって

できる。図２では、実際の中央海嶺玄武岩

マグマの起源となった岩石の化学組成まで

が出来たときの温度圧力、さらには、その

の全岩化学組成から、固結する前のマグマ

決めることができる。したがって、火成岩

してできたマグマから、少量のカンラン石

力（深さ五〇〜六〇㎞に相当）で部分融解

成は、カンラン岩が一・五〜二ＧＰａ の圧

らわかるように、中央海嶺玄武岩の化学組

液の化学組成とを比較している。この図か

ある種のカンラン岩から生成した部分融解

震波速度構造と調和的であるかどうかを確

された物質の物理的性質が、「既知」の地

しかし、それだけでは十分ではない。推定

を構成している物質の種類が推定できた。

嶺玄武岩を調べることで、マントル最上部

このように、火成岩の一種である中央海

示している。

（４）

度圧力との関係は、高温高圧実験によって

部分融解する時の、マグマの化学組成と温

推定することができる。一方、変成岩の分

が取り去られたと考えれば説明がつく（図

（５）

特に重要である。変成岩は、火成岩や堆積

析では、鉱物化学組成と鉱物組み合わせが

かめる必要がある。図３に、地震波観測か

カンラン岩の地震波速度・密度との比較が

と、高圧実験を基に理論計算で決定された

ら決められたマントルの地震波速度・密度

２ の説明参照）。海洋地域の地殻の厚さは
図２ 天然の中央海嶺玄武岩と、高圧実験で生成したカンラ
ン岩の部分融解液との、化学組成の比較。白い矢印は、カン
ラン石がマグマから取り去られた時のマグマの組成変化。玄
武岩質なマグマでは、温度の低下とともにカンラン石が結晶
として最初に晶出する。したがって、中央海嶺下の地下深く
でカンラン岩の融解によって出来たマグマが、海底面まで上
昇する間に冷却されてカンラン石を晶出し、そのカンラン石
がマグマの中で沈んで取り去られれば、実際に噴出した中央
海嶺玄武岩と同じ化学組成のマグマになる。

岩（あるいは他の種類の変成岩）が、さま
ざまな地殻変動現象によって、
もとの岩石ができたときと違
う温度圧力条件におかれて変
化したものである。変成岩に
含まれる鉱物の化学組成と鉱
物の組み合わせは、もとの岩
石の種類と、変成した時の温
度圧力によって決まる。鉱物
化学組成・鉱物組み合わせと
温度圧力の関係は、やはり高
温高圧実験で決めることがで
きる。したがって、変成岩の
鉱物化学組成と組み合わせを
調べることにより、変成岩が

（４ ）一般に、岩石などの複
雑な化学組成を持つ固体が部
分融解を起こす時、融けて出
来た液体の化学組成は、もと
の固体の化学組成とは違う。
例えば、凍らせたジュースを
ゆっくり融かしながら飲むと、
最初に融けてくる液体は元の
ジュースよりも味が濃い。こ
れも部分融解の一例である。
ジュースの中の糖分が、部分
融解でできた液体に選択的に
取り込まれるために起こる現
象である。凍ったジュースが
融けていく時の、温度圧力と
液体の糖分との関係がわかっ
ていれば、融けた液体の味を
調べるだけで、融けた時の温
度圧力と元のジュースが何で
あるかがわかる。

図３ マントルの地震波速度構造・密度分布
と、カンラン岩の地震波速度・密度との比較。
（
「マントル・地殻の地球化学」培風館より）。
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ることは今のところできない。しかし、高

岩の分析からマントル深部の物質を推定す

までに確認されていない。そのため、火成

さからやって来たと考えられるものはこれ

に噴出するマグマで、二〇〇㎞を超える深

はどうなっているのか。残念ながら、地上

それでは、マントルのさらに深い部分で

でほぼ確実となったのである。

岩から構成されているということが、これ

ている。つまり、マントル上部がカンラン

マントル上部では、どの値も見事に一致し

ある。高圧実験データの誤差を考慮すると、

ン岩の物理的性質（非圧縮率など）と固体

定できるし、高圧実験で決められたカンラ

ントルの地温勾配は、地熱の観測からも推

ダスは、高圧実験によって決定できる。マ

の関係にある（図４ ）。カンラン岩のソリ

マントルの温度の深さ分布（地温勾配）と

が部分融解を開始する温度（ソリダス）と、

流が必要となる。その理由は、カンラン岩

のためには、中央海嶺下にマントルの上昇

融解を起こしていることが必要である。そ

のマントルで、カンラン岩が定常的に部分

ようなことが起こるためには、中央海嶺下

が噴出して玄武岩が生成されている。その

みる。中央海嶺下では、定常的にマグマ

れを推定することができる。

示したような、マントル全体での物質の流

ることが分かってくる。こうして、図１に

ントル深部からの大規模な上昇流が存在す

出した玄武岩について行えば、そこに、マ

イのように海洋の真ん中にある火山から噴

が分かるのである。同様の議論を、ハワ

嶺下にカンラン岩の上昇流が存在すること

とが必要である。このようにして、中央海

リダス以上の温度圧力へと持ち込まれるこ

上昇して、ソリダス以下の温度圧力からソ

し続けるには、カンラン岩が常に深部から

したがって、カンラン岩が部分融解を起こ

れたカンラン岩の地震波速度・密度が、深

には、高圧実験と理論計算によって決定さ

較すると、図４に示すように、カンラン岩

きる。そのようにして決められた両者を比

物理学・熱力学の法則から決めることがで

かのように語る」ための、岩石を使った方

以上が、見えない地球内部を「見て来た

（７）

（６）

核の物質さえ推定することができる。図３

圧実験を用いれば、マントル深部どころか、

さ八百㎞ を超えるところまで示してある。

のソリダスは、マントルの地温勾配に比

おわりに

どの深さでも、地震波観測で決定された
べて、圧力

未踏で未知なる地球内部を探り続けている。

さを内に秘めながら、地球科学者は日々、

楽さもある。このようなもどかしさと気楽

種の「言いたい放題」が許されるという気

（８）

誰にも検証できない部分がある故に、ある

こにもどかしさを感じることもある。逆に、

決定的な検証ができないことも多く、そ

未踏であるが故に、地球内部の研究では、

とって永遠に「未踏」の地である。永遠に

冒頭に述べたように、地球内部は人類に

きるのである。

のダイナミックな動きを読み解くことがで

さえ、地球内部の物質の種類・性質と、そ

がっているような、何の変哲もない石から

法の一部である。皆さんの身の回りに転

地震波速度・密度と一致している。これは、

温
―度図上での勾配が急である。
図４ マントルの地温勾配とカンラン岩のソリダス（部分融解を
開始する温度）・リキダス（全融解する温度）との関係の模式図。

マントル全体がカンラン岩であると考えて
矛盾ないことを意味している。さらに、図
には示していないが、鉄ニッケル合金の密
度を同様に高圧実験で決定し、地震波速度
から求められた核の密度とを比較すること
で、
冒頭に述べたように、
核の物質は鉄ニッ
ケル合金に軽元素が混ざったもの、という
このように、岩石の分析と高圧実験を駆

ことが推定できるのである。
使することで、地球内部にどんな物質が分
布しているかを理解することができた。そ
れでは、図１に示したような物質の流れは、
どのようにしたら分かるのか。それにも、
岩石からの情報が重要な役割を果たしてい
る。先ほどの中央海嶺玄武岩の例で考えて
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（５ ） カ ン ラ ン 岩 は 、 そ の 構
成鉱物の割合によって様々な
種類に分類される。ここで示
しているのは、カンラン石が
約七割を占める、レールゾラ
イトと呼ばれるカンラン岩の
高圧実験結果である。
（６ ） 深 さ 一 定 で 温 度 を 上 昇
させても部分融解は起こせる
が、地球内部の一定の深さに
ある物質の温度だけを上昇さ
せることは、外部から特別な
熱源でも持ち込まない限り不
可能である。
（７ ） カ ン ラ ン 岩 は 、 ま ぎ れ
もなく固体であるが、マント
ルの温度圧力条件であれば、
年に数㎝ 程度の速度で流れる
ことができる。

（８）図１が、
その好例である。

浮かせた状態で加工できる（容器や装置か

探すための気象・地球観測、③新材料の開

の変化を監視したり、地表や海面の資源を

石原昭彦（いしはら あきひこ）
一九五八年岐阜市生まれ。徳島大学教養部講師・助教授、京都大学
教養部助教授、
京都大学総合人間学部助教授、
京都大学大学院人間・
環境学研究科助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教
授。専門は、生理学・健康科学。

ら出る不純物が混合しないので純度の高い

発、④人が宇宙で暮らすためのライフサイ

宇宙環境という未知の世界と人間との遭遇 ――
――
AKIHIKO ISHIHARA

材料ができる）」、「液体を熱しても液体の

ボット、通信、エネルギーなどの先端的な

エンス実験、⑤将来の宇宙活動に必要なロ

宇宙への滞在で生じるからだの変化を明

技術開発が進められている。

中が対流で乱れない（溶けている物質がぶ
細胞を分けるのが簡単である）」という宇

つかり合わず、大型で完全な結晶ができる。

（ Yurii Gagarin
）がボストーク一号に搭乗
し、人類初の有人宇宙飛行を成し遂げてか

宙の環境（写真１）を生かして、さまざま

らかにすることによって、からだの働きを

解析したり、病気になる仕組みや予防法の

らまもなく五〇年を迎える。この半世紀の
（１）

国際宇宙ステーションでは、①宇宙の謎

ら「低公害・高効率の発電システム」など、

用の断熱材」、「宇宙での発電システム」か

「ロケット断熱材」から「建築や電子機器

ラ」から「カプセル型内視鏡（胃カメラ）」、

「宇宙ステーション用の実験モニターカメ

のセンサー」から「果物の糖度センサー」、

ら 「 熱 帯 魚 用 の 水 槽 浄 化 材 」、「 人 工 衛 星

骨」、「宇宙実験用のバイオフィルター」か

と宇宙との往復機の材料技術」から「人工

「車に搭載されているエアバッグ」、「地上

とえば、「固体ロケットの点火技術」から

さまざまな場面で役立てられている。た

宙で使われるだけでなく、地上での生活の

発を目指して発達してきた技術は、単に宇

波及効果をもたらした。すなわち、宇宙開

（２）

発は、医療などさまざまな分野への応用や

や体力の維持・管理に使用された機器の開

研究が発展した。また、宇宙飛行士の健康

な研究が行われてきた。

トルによる地球と宇宙との往復飛行を繰り
返し、火星探査が始まり、国際宇宙ステー
ションを運用するに至った。我々は、これ
から宇宙に何を求め、どのような開発を目
指すのだろうか。また、我々は、宇宙を生
活の場として確立できるのだろうか。

宇開
宙発
開発
宇宙
光学カメラ、電波望遠鏡、レーダーなど
の観測機器や人間を宇宙に送り出し、それ
を基礎にして新たな知識を増やしたり、人
間の生活に役立たせることを目的として宇
宙開発が進められてきた。大気圏外での観
測は、地上での観測からは想像もできな
かった新しい情報を提供した。「重さの違
う物質でも均一に混ぜることができる（ム
ラがなく、高熱や衝撃に耐えられる強い
材料が作れる）」、「容器を使わずに物質を

写真１ 地上でのマッチの炎（左）と無重力下での炎（右）。無重力下では
対流が起こらないので炎は球形になりやがて消える。無重力での燃焼の現
象を研究して、エンジンの性能を上げるための開発を行っている。

を解き明かすための天文観測、②地球環境

間に、月面着陸を成功させ、スペースシャ

一九六一年にユーリイ・ガガーリン

はじ
はめ
じに
めに

石原昭彦

宇宙での生活を目指して
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（１）一九六九年七月二〇日、
アポロ一一号によって人類初
の月面着陸が成功した。月面
着陸を目指したアポロ計画は、
一九七二年一二月のアポロ一
七号による六回目の月面着陸
をもって中止された（アポロ
一三号は船内トラブルにより
月面着陸しなかった）。
（２ ）宇宙開発によるさまざ
まな波及効果を「スピンオフ
（ spin off
）
」という。

未知との遭遇

てきた。

医薬品や新素材を含む多くの開発が行われ

ければならない）。さらに、宇宙への滞在

帰還する直前に二リットルもの水を飲まな

に移動して貧血になる（そのために地上に

還後に重力の影響で体液がいっきに下半身

ころ、後肢の骨格筋を構成する筋線維が

ト）を二週間にわたり宇宙飛行させたと

様にスペースシャトルで実験動物（ラッ

一〇％萎縮したことが報告されている。同

（３）

宇環
宙境
環境
宇宙

姿勢を保持したり、歩行のときに働く抗重

三〇％以上も萎縮した（写真３Ｂ）
。特に、

とからだに顕著な変化が生じる。平衡感覚

ルは地上とは異なるので、宇宙へ滞在する

での重力、磁場、気圧、放射線などのレベ

滞在することができるのだろうか。宇宙

人間は、どのくらい長期にわたって宇宙に

る。骨格筋は、細長い円筒形をした単一細

や事故で寝たきりになると骨格筋は萎縮す

手は太い骨格筋を持っており、一方、病気

により太さが容易に変化する。スポーツ選

高いので、骨格筋に加えられる力の大きさ

動かすことができる。骨格筋は適応能力が

い。すなわち、小さな力でからだを移動し

異なり骨格筋が重力に抗して働く必要がな

縮が顕著であった。無重力下では、地上と

あり、さらに速筋線維よりも遅筋線維で萎

力筋（たとえばヒラメ筋）で萎縮が顕著で

おり、これが慢性的な変化であれば宇宙に

宇で
宙の
で神
の経
神・
経筋
・の
筋変
の化
変化
宇宙

滞在するかぎり子孫は残せない。

によって精子が減少することが報告されて
今後、宇宙ホテルや月面基地の建設など
想像をはるかに超えた宇宙開発が進むと思
われる。しかし、宇宙開発が進めば、それ
れることになる。人間が宇宙に滞在するこ

だけ人間が無重力や低重力の環境に曝露さ

が乱れ、筋肉が萎縮し、骨が脆く弱くなる。

胞（これを筋線維という）が束をなすこと

骨格筋を収縮させることによって手足を

身長が二㎝ 程度伸びたり（七㎝ も伸びた宇

により構成されている。骨格筋が肥大した

写真３ ラットの骨格筋の横断面。
A骨格筋では、速筋線維（白色）と遅筋線維（黒色）が混在している。
B２週間の宇宙飛行によって筋線維（特に遅筋線維）の顕著な萎縮が認められる。
Ａの横棒（スケール）は100μm。

との難しさを改めて考えなければならない。

宙飛行士がいる）、血液が頭部に多く流れ

大したり萎縮したりすることによる。また、

り萎縮したりするのは、個々の筋線維が肥

（４）

という）、逆に足が細くなる（バードレッ

士の太ももの骨格筋を構成する筋線維が約

による数日間の宇宙飛行によって宇宙飛行

に変化するのだろうか。スペースシャトル

宇宙への滞在によって筋線維はどのよう

線維が選択的に活動する。

に活動し、姿勢保持や歩行の場合には遅筋

力を必要とする場合には速筋線維が選択的

持ち上げたり、全力で走るときなど大きな

維と遅筋線維が混在しており、重たい物を

別される（写真３ Ａ ）。骨格筋では速筋線

ないが持続的に活動する「遅筋線維」に大

する「速筋線維」と、大きな力は発揮でき

筋線維は、大きな力を発揮して素早く収縮

るために顔が腫れ上がり（ムーンフェイス

写真２ スペースシャトルでの毛利衛宇宙飛行士。
無重力に滞在した初期には、頭部への血流が増える
ので顔が腫れ上がる（ムーンフェイス）。ムーンフェ
イスが生じると宇宙酔いになったり、作業能力が低
下する。
（宇宙航空研究開発機構提供）

グという）（写真２ ）。また、宇宙からの帰
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（３ ） 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構
産学官連携部の資料による。

（４ ）宇宙に連続して最も長
く滞在した人はヴァレリ・ポ
リヤコフ（ Valeri Polyakov
）
であり、一九九四年一月四日
から一九九五年三月二二日に
帰還するまでの四三七日一七
時間五八分という記録がある。
また、宇宙に滞在した時間が
最も長い人はセルゲイ・クリ
カレフ（ Sergei Krikalev
）で
あり、六回目の宇宙飛行を終
えた時点で、通算八〇三日九
時間三九分という記録を持つ。

したがって、宇宙への滞在によって重力に

たり、重たい物を持ち上げることができる。
筋線維を神経支配している。宇宙への滞在

は、宇宙への滞在によって萎縮しやすい遅

負担を軽減し、さらに、水の抵抗に逆らっ

で効果的である。浮力により体重の足への

抗して活動する骨格筋や持続的に活動する
筋線維を神経支配する神経細胞も変性させ

は、遅筋線維の萎縮だけでなく、それらの

肉に大きな力を加えることができる。

て運動するためにゆっくりした運動でも筋

に車輪を取り付けて、実験動物がいつでも

好きなときに車輪の中で走れるように設計

した（写真５ ）。さらに、車輪には電磁気

加えることができるように工夫した。これ

により任意の大きさの抵抗（ブレーキ）を

地上に帰還すると重力の影響を受けて回復

宇宙に滞在して生じた神経・筋の変化は、

研究室では、実験動物を飼育するケージ

る。

（５）

遅筋線維が選択的に萎縮すると考えられて
脊髄には、筋線維を神経支配する神経細

胞が分布している。神経細胞は、筋収縮を
引き起こす筋線維を神経支配するα 神経細
経 支 配 す るγ 神 経 細 胞 に 分 か れ る （ 写 真

うな大きな力を必要とする運動を継続でき

る。このような装置で実験動物を走行させ

により、実験動物は、坂道を駆け上がるよ

ると速筋線維も遅筋線維も肥大する。また、

する。回復の速さは、宇宙への滞在で生じ
なる。ＮＡＳＡは、宇宙飛行士に宇宙への

萎縮した筋線維を早期に回復させることが

た神経や筋の変性や萎縮の程度によって異

神経支配する

滞在一日につき九〇分間の運動を行うよう

できる。

のα 神経細胞と、遅
fast type

筋線維を神経支配する slow type
のα 神経
細胞に分かれる。スペースシャトルで実験

に指示している。また、回復を早めるため

それでは、神経・筋を壊すことなく無事

（６）

には、宇宙に行く前や帰還後に運動を行う
ことも重要である。特に帰還後は重力の影

性や筋線維の萎縮を軽減で

えておけば、神経細胞の変

滞在する前に神経・筋を鍛

えられる。さらに、宇宙に

滞在期間を長くできると考

ば、重力の大きさに応じて

力を作り出すことができれ

ただし、宇宙で人工的に重

員の交代期間と一致する）。

ステーションにおける乗組

る（三か月は、現在の宇宙

月程度になると考えられ

すると、一般人なら三か

実験を含めた研究から推測

地上でのシミュレーション

度の期間になるのだろうか。

に帰還できる宇宙への滞在とは、どの程
写真５ 飼育ケージの中に実験動物が自由に走行できる車輪が取り付
けられている。車輪には電磁気により任意の大きさの抵抗（ブレーキ）
を加えることができる。抵抗を大きくすれば、それだけ大きな力で筋
運動を行うことができるので、筋線維の肥大を期待できる。

響を強く受けるので、水中での運動が安全

写真４ ラットの脊髄の横断面。筋線維を神経支配しているα神経
細胞（AとB）は、γ神経細胞（C）よりも細胞サイズが大きい。γ
神経細胞は、感覚器官（筋紡錘）内の筋線維を神経支配している。
fast typeのα神経細胞（A）は、slow typeのα神経細胞（B）よりも
持続的に活動できる能力が低い（写真では細胞の色が薄くなってい
る）
。宇宙飛行によってslow typeのα神経細胞の性質がfast typeのα
神経細胞の性質に変化する。横棒（スケール）は30μm。

のα 神経細胞
slow type

動物（ラット）を二週間にわたり宇宙飛行

明らかになった。

させたところ、 slow type
のα 神経細胞で
持続的に活動できる能力が低下することが

４ ）。さらに、α 神経細胞は、速筋線維を

胞と、骨格筋内の感覚器官（筋紡錘）を神

人は
間宇
は宙
宇で
宙生
で活
生で
活き
でる
きの
るか
のか
人間

いる。
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（５ ） 無 重 力 へ の 滞 在 と 同 様
に老化によっても骨格筋は萎
縮 す る 。 こ の 場 合 は 、「 遅 筋
線維」よりも「速筋線維」で
萎縮が顕著に認められる。こ
れは、老化に伴って大きな力
を発揮しなくなること、素早
い動きを行わなくなることに
よる「速筋線維」の廃用性の
萎縮によるものと考えられて
いる。

（６）本研究（
「ラットの骨格
筋線維および脊髄運動ニュー
ロンに及ぼす微小重量ならび
に神経筋活動の影響（研究代
表 者 石 原 昭 彦 ）」） は 、 一 九
九八年に実施された第二回ラ
イフサイエンス宇宙実験のた
めの国際公募で採択された。
日本からは五テーマが採択
され、ラットを用いた二テー
マ（もう一テーマは、信州大
学医学系研究科 宇佐美真一
教授の「宇宙飛行が前庭系神
経伝達機構に及ぼす影響の研
究 」） が ス ペ ー ス シ ャ ト ル 搭
載装置を利用した候補テーマ
として決定した。なお、本研
究は現在も継続中である。

未知との遭遇

きるだろう。

宇で
宙の
で生
の活
生と
活か
とら
かだ
らの
だ変
の化
変化
宇宙
ろう。

ある地上に帰還することはできなくなるだ

環境で生きるかぎりは問題ないが、重力の

が存在するかぎり、ほかの星にも生き物が

ルメ（変形）したものである。地球に生命

られている。いわゆる人間や動物をデフォ

柔らかいものを食べたり、咬む回数が少な

い骨を予想している（写真６）。現代人は、

人間とはまったく異なる形をしていると考

した生き物であるとはかぎらない。むしろ、

ＳＦ映画に登場するような人間に似た形を

いると考えることは無理ではない。しかし、

宙への滞在は三か月程度が限界であると予
いことによって咬筋が萎縮して、あごの骨

えられる。その星の環境に適応した想像も

生理学者が一〇〇年後の未来人の頭が

想した。もし、もっと長期にわたって宇宙
格が脆く小さくなっていると指摘する。一

歴史の中で形作られてきた人間のＤＮＡは、

できない形をしていると考えられる。長い

神経・筋の働きを維持するためには、宇

に滞在できるとしたらどうなるだろうか。
〇〇年後には、頭部は逆三角形をした骨格

地球の環境下で生きていけるような体を構

になると予想している。同様な程度の骨格
や筋の変化、特に手足の骨格や筋の変化は、

築するように設計されている。宇宙に滞在

のように手足が細くなり、頭が大きくなる
ような変化（適応？）が起こるのだろうか。

宇宙への長期滞在が可能になれば起こりう

ＳＦ映画に登場したタコのような宇宙人

無重力に適応する必要がある組織や器官は、

することによってＤＮＡを作りかえて宇宙

の入った試験管と植物の種が入った小箱を

行ったガガーリンは、ショウジョウバエ

一九六一年、人類初の有人宇宙飛行を

宇で
宙の
で生
の活
生を
活目
を指
目し
指て
して
宇宙

スを生じることになる。

でも国際的な習慣の違いから大きなストレ

く、心理的、社会的な影響も受ける。宇宙

う。さらに、人間の場合は、身体だけでな

（８）

は、生体リズムを乱して、不快や苦痛を伴

ができたとしても無重力や低重力への滞在

しかし、素晴らしい宇宙ホテルや月面基地

など商業的な価値からの飛躍も期待できる。

上で作ることのできない物質を作れること

宙旅行の楽しみだけではなく、宇宙では地

長期にわたって宇宙に滞在するだろう。宇

が実現した。今後は多くの民間人がより

（７）

二一世紀に入って民間人による宇宙旅行

宙人？）を残すことができるだろうか。

で生き続けることができるような人間（宇

ると予想する。
人間のような形をした宇宙人は、地上に

ある程度の形態や機能の変化を伴うが、人

いる人間や動物をモデルにして重力が小さ

間の形を大きく変えてしまうほどの変化は
起こらないのではないだろうか。また、そ

くなるとどのように変化するかを考えて作

写真6 現代人（左）と未来人（右）の頭がい骨。現代人の顔は、そしゃく
筋が退化して骨が脆くなり、下顎骨を横からみると「くの字」形になってい
る。100年後にはそしゃく筋のつく頬骨と下顎骨がさらに退化するので、頬
骨は下方に下がり、下顎骨は「しの字」形になる。顔の幅は今よりも大幅
に狭くなる。（ニュートン別冊「からだのサイエンス」、ニュートンプレス、
198-203 頁、1996年）

のような変化が生じてしまえば、無重力の
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（７ ） 世 界 初 の 民 間 宇 宙 旅 行

者はデニス・チトー（ Dennis
）である。二〇〇一年四
Tit
月二八日、ロシアの宇宙船ソ
ユーズで国際宇宙ステーショ
ンを訪れ、七日二二時間八分
滞在した。その後、七名の民
間人が宇宙旅行を体験した。

（８ ） ス ペ ー ス シ ャ ト ル や 宇
宙ステーションは、高度三〇
〇㎞から四〇〇㎞の宇宙軌道
を時速三万㎞で飛行している。
したがって、宇宙飛行士は九
〇分に一回、日の出を見る
（ 九 〇 分 で 地 球 を 一 周 す る ）。
その結果、生体リズムに乱れ
が生じる。

行った。二〇〇三年に行われたスペース

低下など老化と宇宙環境に関係する研究を

行士が搭乗して、免疫機能、筋力や睡眠の

たスペースシャトルには、七七歳の宇宙飛

ける作用・副作用については研究が少ない。

ることは難しい。また、宇宙での投薬にお

な装置が必要であり、体全体の筋肉を鍛え

であるが、宇宙で運動を行うためには特殊

ている。運動と薬を使用した予防法が中心

化を防ぐためにさまざまな方法が考案され

ど）の予防・改善のための研究に使用され

ドロームや生活習慣病（糖尿病や高血圧な

プセルは、地上においてメタボリックシン

とで大きな効果が得られる。現在、酸素カ

く前や帰還後に酸素カプセルを使用するこ

る。宇宙への滞在中でなくても宇宙に行

体リズムの乱れを防ぐことを目的としてい

の滞在で生じる神経や筋の代謝の低下や生

携行していた。一九九八年に打ち上げられ

シャトルを用いた宇宙実験ではラットが用

筆者は、人間が一人入ることができるカプ

（

いられ、宇宙に滞在することでからだにど

セルを作成して、その内部を高気圧と高濃

ラボリックフライトでは短時間の断続的な

秒の無重力環境を利用して実験を行う。パ

物線飛行）により得られる二〇秒から三〇

いる（写真８）
。
パラボリックフライト（放

て特殊な航空機を用いた実験が実施されて

無重力下でのライフサイエンス研究とし

に到着するまで人間がカプセルの中で冷凍

ＳＦ映画で遠い星へ旅行するとき、その星

て細胞の働きを低下しないように作用する。

これらの変化は、からだの代謝を向上させ

漿に溶け込む酸素（溶存酸素）が増大する。

て血流や組織（酸素）分圧が上昇して、血

を開発した（写真９ ）。気圧の上昇によっ

ア一〇号には、アルミニウム板に金メッキ

を離れて宇宙の彼方へ旅立った。パイオニ

パイオニア一〇号は任務を終えた後、木星

のためにパイオニア一〇号を打ち上げた。

（

のような変化が生じるのかを、筋骨格系、

無重力環境しか得られないが、無重力時の

にされる場面があった。この酸素カプセル

）。宇宙人と出会ったとき、地

一九七二年、アメリカは木星表面の調査

宇へ
宙の
へメ
のッ
メセ
ッー
セジ
ージ
宇宙

血流、血圧、心拍数、神経や筋活動をモニ

した「宇宙人への手紙」が積み込まれてい

（（

た（写真

（９）

神経系、代謝内分泌系、放射線の四分野か

ており、多くの成果が得られている。

（ （

度酸素に維持できる装置（酸素カプセル）

写真9 宇宙に行く前や帰還後に使用する酸素カプセル（1.25
気圧、36%の酸素濃度を維持できる）。左側は、コンプレッサー、
酸素濃縮器、コンピュータが内蔵された制御装置、右側は、
人が横になって寝ることができる酸素カプセル本体。これと
は別に宇宙で使用する酸素カプセルは半円筒形の布製であり、
小型・軽量に設計されている。

ら探る試みがなされた（写真７）
。

写真8 無重力実験に用いられる航空機。名古屋空港内のダイヤ
モンドエアサービス株式会社が所有する航空機（Gulf Stream II）
を用いて実験を行う。伊勢湾、または能登半島沖で1回の実験に
つき15回程度のパラボリックフライトを行う。1回のパラボリッ
クフライトで20秒から30秒の無重力環境が得られる。

はそのようなカプセルとは異なり、健康や

宇宙への滞在によって生じるからだの変

（９）一九九八年二月一三
日、クリントン大統領は、現
職の上院議員 ジョン・グレ
ン（ John Glenn
）を一九九八
年一〇月末に打上げ予定の
スペースシャトルに搭乗させ
ると発表、予定どおり一〇月
二九日から九日間、日本の向
井千秋宇宙飛行士（二度目の
宇宙飛行）らとともに、史上
最高齢の宇宙飛行士として
スペースシャトル ディスカ
バリー号で宇宙飛行を行っ
た。彼にとっては三六年ぶり
の宇宙飛行となった（一九六
二年二月にフレンドシップ七
号（マーキュリー宇宙船）に
乗船してアメリカ初の地球周
回飛行に成功している）
。
（ ）本研究は、スペースシャ
トル コロンビア号を用いて
ＳＴＳ 一
―〇七宇宙実験とし
て実施された。日本からは八
テーマが採択された（筆者の
研 究 は 、「 ラ ッ ト 骨 格 筋 に お
ける遺伝子発現に対する宇宙
飛行の影響」というテーマで
採 択 さ れ た ）。 本 研 究 は 、 大
気圏突入時のコロンビア号の
爆発によって遂行できなかっ
た。ケネディスペースセン
ターに帰還するわずか一五分
前の出来事であった。
（ ）本研究は、日本宇宙
フォーラムと宇宙航空研究開
発機構との研究（二〇〇六年
度から二〇〇八年度の宇宙環
境利用に関する公募地上研究
「神経・筋の萎縮・変性に対
する高気圧・高濃度酸素の影
響（研究代表者 石原昭彦）」）
により進められた。

10

写真７ スペースシャトルの打ち上げ。シャトルの頭部
（先端部分）が３層に分かれており、２層目（ミッドデッ
キ）に実験動物を搭載できるラックと生命維持装置が取り
付けられている。

体力を維持するためのものである。宇宙へ

（（

ターすることができる。

10

11
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イジャー一号と二号には、地球の映像、音、

球という星があることを知らせるためであ
ンスはきわめて低い。

る可能性は高いが、宇宙人に遭遇するチャ

から一億年後になる。他の惑星に生物がい

（

偉大であった。

今年は、イタリアが実験動物（マウス）

を用いて一か月以上にわたる長期の無重力

への曝露実験を実施する。筆者は、大阪大

宇宙は膨張して広がり続けている。光の速
わたって宇宙に滞在することはきわめて難

フ）は非常に大きい。一方、人間が長期に

宇宙開発で得られる波及効果（スピンオ

匹のマウスを搭載して五週間にわたり地球

た、来年は、生物衛星を打ち上げる。一五

プルを分析した研究はこれまでにない。ま

期にわたって宇宙飛行した実験動物のサン

同研究として神経・筋の分析を行う。長

（

学医学系研究科 大平充宣教授とともに共

さは毎秒三〇万㎞である（したがって、光
しい。それでも人類は宇宙に向かって開拓

おり
わに
りに
おわ

る。また、一九九七年に打ち上げられたボ

（

ことば、音楽が入ったレコードが積み込ま
人類は、宇宙人と遭遇できるだろうか。

れていた。

が一年間に進む距離は九兆五〇〇〇億㎞に

を周回させる（写真

陽になる。地球から一億光年離れた星から

ている太陽は八分二〇秒前の過去の姿の太

八分二〇秒になる。すなわち、私たちが見

それまでには、長期にわたって宇宙に滞在

は宇宙に定住の地を見つけるかもしれない。

けずにはいられないのである。将来、人間

への期待と好奇心が宇宙という扉をこじ開

力と同じになる。生物衛星を用いた研究に

重力の約三分の一）になり、火星表面の重

のとき、生物衛星内は〇・三八Ｇ（地球の

て生じる遠心力により重力を作り出す。こ

分間に三二回の割合で回転することによっ

（ ）レコードには、
「地球の
ことば」として五五か国語で
話したことばが収められてい
る。日本語では、
「こんにちは、
お元気ですか」という女性の
声 が 入 っ て い る 。 ま た 、「 地
球の音楽」としてバッハのブ
ランデンブルグ協奏曲二番第
一章、ジャズ、民族音楽など
が収められている。
（ ）宇宙の誕生は、一三七
億年前と推測されている。二
〇〇九年四月二二日に国立天
文台ハワイ観測所の「すばる
望遠鏡」が一二九億年前の天
体（ヒミコと名付けられた）
の観測に成功した。現在の観
測技術で見ることのできる限
界であり、もっとも遠く離れ
た宇宙の最深部になる。
（ ） 本 研 究 （「 宇 宙 飛 行 に
よるマウスの脊髄運動ニュー
ロンの細胞体サイズと酸化系
酵素活性の変化（研究代表者
石原昭彦）」
）は、二〇〇七年
に行われた国際公募によって
採択された。

12

13

（

もなる）。太陽から地球までの距離は約一
を続けるだろう。人間の持つまだ見ぬ世界

）。生物衛星は、一

億五〇〇〇万㎞なので、光の速さで割ると

地球を観察したら大昔の地球を見ることに

よって火星で生活するとからだにどのよう

しなければならない。

は宇宙での生活を可能に

く。そのためには、まず

れからそれを探求してい

たことのない人類が、こ

い星（月）までしか行っ

わずか三八万㎞の一番近

けるだろうか。地球から

人類は宇宙で何を見つ

究する。

な変化が生じるのかを研

できる方法を確立しているだろう。それほ

11

ど人間の力は偉大であり、事実、これまで

写真11 マウスを搭載した生物衛星でのライフサイエンス実験。生物衛星
を１分間に32回の割合で回転させることによって生じる遠心力で火星の表
面と同じ重力を作り出す。

なり、人類がいることを確かめることはで

パイオニア10号に積み込まれた「宇宙人への手紙」。
（NASA提供）
写真10

14

（（

きない。人類を見ることができるのはそれ
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阪上 雅昭（さかがみ まさあき）
一九五七年、大阪市生まれ。大阪大学理学部卒業、大阪大学大学院
理学研究科修了（理学博士）
。福井大学教育学部助教授を経て、現在、
京都大学大学院人間・環境学研究科（相関環境学専攻）教授。専門
は物理学。重力、一般相対論、宇宙物理、非線形物理などの分野で
研究を行っている。最近は、惑星形成や魚群の形成など集団や群れ
の形成とそのダイナミクスに興味をもっている。

ラー偏移法である（図１ ）。太陽が私たち

プラー効果を利用して測定するのがドップ

（２）

姿とは全く異なるものであった。まさに未

に近づいてくるときと遠ざかっていくとき

の光の波長の変化から太陽のふらつきが観

もち、その中には地球のような惑星もある

きたい。じつはマイヨールたちが新しい惑

る前に、その観測方法について説明してお

ペガサス座五一番星の惑星について述べ

る。

が公転している決定的な証拠になるのであ

が検出されれば、その恒星のまわりを惑星

の星の出す光を観測し波長の周期的な変化

測できる。従って他の恒星についても、そ

に違いない。そこでは生命が誕生し知的に

星系を見つけるために用いたのは、ウォー

恒の
星ふ
のら
ふつ
らき
つか
きら
か惑
ら星
惑を
星探
をす
探す
恒星

知との遭遇であった。

系外惑星探査と地球外知的生命
阪上雅昭

プロー
ログ
ーグ
プロ

（１）

私たちの銀河系には約千億個の恒星が存

進化しているだろうか。太陽系以外の惑星

在する。そしてほとんどの恒星が惑星系を

（系外惑星）の探査は、このような私たち

カーが開発したドップラー偏移法だったの

した。当時、私たちは太陽系以外の惑星系

恒星を選びそれらの光の波長の変化を観測

ウォーカーは、太陽によく似た二一個の

の素朴で根元的な問いに答えるために二〇
である。

ハンマー投げの選手を想像して欲しい。

世紀半ばに開始された。しかし、明るい恒
星のごく近くを回り、しかも自ら光を発し

度の周期で公転する惑星を想定し一二年に

を知らなかった。したがって、「宇宙に存

心）のまわりを回転することが理解できる

渡る観測を行った。彼らの観測装置は秒速

高速で回転するハンマーの遠心力に耐える

ドップラー偏移法という精度の高い測定

だろう。じつは、太陽と惑星でも同じこと

ない惑星を捉えることはとても難しい。そ

法を開発し一九七九年から系外惑星探査を

が起こっている。太陽のまわりを惑星が回

在するであろう他の系外惑星系は太陽系と

続けていたカナダのウォーカーが系外惑星

転運動すると、その反動で太陽も回転運動

ため選手は身体をハンマーと逆方向に傾け

を発見できなかったとする否定的なレポー

する。正確に言えば、太陽と惑星はともに

のため系外惑星探査は困難な歴史を辿らな

トを一九九四年にまとめている。その翌年

重心のまわりを回転するのである（図１）。

不思議なことではない。そのため、木星程

の五月には、系外惑星探査に一生を捧げた

太陽系の場合、最も重い惑星である木星の

よく似ているはずだ」と彼が予想したのは

アメリカのバンデカンプが失意の中でこの

なければならない。そのため、ハンマーだ

世を去っている。しかし奇しくもこの一九

影響が大きい。結果として太陽は重心のま

けでなく身体も重心（ハンマーと身体の重

九五年一〇月に状況は一変する。スイスの

わりを約秒速一〇メートルという速度で回

ければならなかった。

マイヨールたちがペガサス座五一番星に惑

この太陽の周期的なふらつきを光のドッ

転することになる。

の惑星は私たちが思い描いていた太陽系の

星を発見したと発表したのだ。しかも、そ

ドップラー偏移法の概念図

図１
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（１ ）太陽のように内部での
核融合反応により光を発して
いる星を恒星とよぶ。地球や
火星のような惑星は、恒星の
光を反射して光っている。
（２）救急車とすれ違うとき、
近づいてくるときと遠ざかる
ときでサイレンの音の高さが
変化することを体験したこと
があるだろう。これが音の
ドップラー効果である。音源
が近づいてくるときには波長
が短くなり、逆に遠ざかると
きには波長が長くなる。同じ
く波の性質をもつ光でも、光
源が運動することで光の波
長が変化する、いわゆる光の
ドップラー効果が存在する。

反して一つの惑星も発見できなかったので

見つけることができた。ところが、期待に

精度があったので木星程度の惑星があれば

一五メールのドップラー偏移を測定できる

星のふらつく速度が秒速四四メートルもあ

しマイヨールたちの報告によれば中心の恒

ろんすぐには受けいれられなかった。しか

たものか理解できるだろう（図２ ）。もち

ものである。この惑星がいかに想像を超え

を二〇分の一の周期で公転しているという

位、周期は三・五日とベレロフォンと非常

星〇・七倍、軌道半径は〇・〇四五天文単

法で観測されていた。測定された質量は木

を計測するのがトランジット法である。

つまり食での減光の割合から惑星の大きさ

いのかもしれない」、そのような悲観的な

「この銀河系には他に惑星系は存在しな
ループによってペガサス座五一番星の惑星

た。というわけでわずか数週間で複数のグ

間で観測することができたのも幸運であっ

ことができた。周期が四・二日なので短期

り、多くの観測グループが容易に追認する

る。そのタイミングで減光が生じていれば

から食の起こりうる時刻は簡単に予測でき

ラー偏移法で測定される中心星のふらつき

こすかどうかわからない。しかし、ドップ

軌道が図３のように恒星面を通過し食をお

によく似ている。この時点ではオシリスの

オシリスは、それ以前にドップラー偏移

ある。

空気に包まれていた一九九一年一〇月、ペ

が確認され、系外惑星系の発見という人類

「常
非識
常」
識な
」大
な発
大見
発見
「非

ガサス座五一番星に惑星を発見したとマイ

ペガサス座五一番星で発見された惑星ベ

観測の結果、トランジット法によりオシ

惑星の大きさが測定できるのである。

その後、次々と系外惑星が発見され、そ

史に残る偉業となった。

（３）

ヨールたちが発表したのである。それは、
（４）

木星の半分の質量の惑星が軌道半径〇・

の数は二〇〇九年七月三一日現在で三五七

レロフォンの質量は木星質量の約半分であ

想を
像絶
をす
絶る
す系
る外
系惑
外星
惑の
星姿
の姿
想像

（５）

〇五一天文単位のところを周期四・二三日
個である。

あった。太陽系では木星は五・二天文単位

で公転しているという信じられない内容で
のところを約一二年かけて公転している。
径は〇・三八単位、その周期は〇・二四年

また、太陽に最も近い水星ですら、軌道半
（約八八日）である。
これに対してマイヨー

る。この質量からみてベレロフォンは木星
を実証するにはその大きさを計測しなけれ

（６）

ルたちの発見は、木星の半分の質量の惑星

のようなガス惑星と思われる。しかしそれ

図₂ ペガサス座51番星と太陽系の比較。
図中のAUは天文単位である。

が、太陽と水星の距離の八分の一のところ

ばならない。
（７）

一九九九年ペガサス座の恒星ＨＤ２０９
ジット法（食検出法）によって始めて測定

４５ ８ の 惑 星 オ シ リ ス の 大 き さ が ト ラ ン
された（図３）。
図のように恒星の前を惑星が通過したと
しよう。たとえば太陽の前を木星が通過し、
食がおこったとき、太陽の明るさは約一
パーセント減少する。一方、地球が通過し
た場合の減光は〇・〇一パーセントである。

トランジット法の概念図。惑星が前を通過することで中心星の明るさが変化する。

図３
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（３ ） 木 星 の 質 量 は 地 球 の 約
三〇〇倍、太陽の一〇〇〇分
の一である。
（４ ）天文学では、距離の基
準として、太陽と地球の平均
距離を用い、これを一天文単
位と定めている。光が約五〇
〇秒かけて到達する距離に相
当する。ちなみに、太陽に最
も近い水星の軌道半径は〇・
三八天文単位である。

（ ５ ） http://exoplanet.eu/
catalog.phpに最 新 の系 外惑
星のカタログがあり、常に更
新されている。
（６ ） 主 に 岩 石 や 金 属 な ど の
難揮発性物質から構成される
地球型惑星をいう。これに対
して主成分が水素ガスの大質
量惑星を木星型惑星またはガ
ス惑星という。
（７ ） ア メ リ カ の 医 学 者 ・ 天
文学者ヘンリー・ドレイパー
の寄付を受けて編纂された恒
星カタログによる分類。

つまりガス惑星であることが示された。木

リスの半径は木星の一・四倍であること、
心率でその形が表される。図５下に三つの

であることが知られている。その楕円は離

は二・三天文単位である。また公転周期は

距離は〇・三九天文単位であるが遠点距離

これが発見された系外惑星の想像を絶する

か四日たらずで公転する灼熱のガス惑星、

星に比べて約千分の一の半径の軌道をわず

になることがわかるだろう。またそれぞれ

すなわち円、そして e=0.5, 0.9
の楕円であ
る。離心率が一に近づく程、ひずんだ楕円

楕円軌道を画いてある。左から離心率

なる。このようにエキセントリック・プラ

惑星帯にあたり氷点下九〇度の氷の世界に

軌道あたりで、そのときの気温は摂氏一八

一・六年である。近点は太陽系でいう水星

e=0

姿であった。このような惑星はホット・
の楕円中の＋は楕円の焦点とよばれる点で、

〇度になる。一方、遠点は太陽系でいう小

ジュピターとよばれている（図４ ）。中心

ネットは離心率が大きく歪んだ楕円軌道上

ト・ジュピターである。太陽系でいう水星

道を画いてある。一つはおなじみのホッ

を動くため、一年ほどのあいだに灼熱と極

る。その面は摂氏千二百度まで加熱されて
軌道よりかなり内側で円軌道上を運動す

図５上には系外惑星の二つの代表的な軌

中心星の位置を表す。

いる。
まさに灼熱のガス惑星、
ホット・ジュ

これまで、ホット・ジュピターそしてエ

この惑星は常に同じ面を中心星に向けてい

ピターである。高温のため、惑星大気上層

る。二つめは離心率が大きい歪んだ楕円軌

キセントリック・プラネットと、発見され

寒の季節を繰りかえす。

部からは毎秒一万トンの水素が惑星外に放

道を画くエキセントリック・プラネットで

た系外惑星の想像を絶する姿、すなわち異

再築
構を
築せ
をま
せら
まれ
らた
れ惑
た星
惑形
星成
形理
成論
理論
再構

出され、二〇万キロにわたる尾を引いてい

ある。この軌道の最も中心星に近づいたと

離（遠点距離）は木星の軌道半径に匹敵す

には存在しないのだろうか。そうではない

では太陽系のような惑星系は宇宙には他

形の惑星の姿を紹介してきた。

る。たとえば中心星ＨＤ２２２５８２にあ

らいである。しかし、遠ざかったときの距

プラネットハンターたちによる探査が進

見されるまで、私たちは太陽系しか知らな

マイヨールたちによって異形の惑星が発

発見されるだろう。

系を彷彿とさせる系外惑星系が間違いなく

上している。したがって、近い将来、太陽

測定精度は、現在は秒速三メートルまで向

速度でふらつく。一方、ドップラー偏移の

太陽は木星により秒速一〇メートル程度の

けなければならない。先にも述べたように、

たって高精度なドップラー偏移の測定を続

星の公転周期は一二年なので、長期にわ

う。もっとも大きく太陽をふらつかせる木

系の発見に適していないことが分かるだろ

解すれば、この手法が太陽系のような惑星

はずである。ドップラー偏移法の原理を理
ホット・ジュピターとエキセントリック・プラネット
の軌道

る木星質量の五・四倍の惑星の場合、近点

の長い惑星が見つかるようになった。これ
らの中には、エキセントリック・プラネッ
トとよばれ、ホット・ジュピターとは全く
異なる惑星もあった。
中心星を回る惑星の軌道は一般には楕円

図５

むにつれて、次第に中心星から離れた周期

奇な
妙惑
な星
惑た
星ち
たち
奇妙

きの距離（近点距離）は水星の軌道半径く

ホット・ジュピター、オシリス
の想像図

ると考えられている。

図４

星に近いため強い潮汐力を受けているので、
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比較的外側で作られたガス惑星がガス円盤

いう。きわめて大ざっぱな見積もりでは、

タブル惑星が宇宙に存在するか」であろう。

「地球のような生命を育むのに適したハビ

かった。そのため、惑星形成理論は「いか

ガス惑星は一〇万年程度でガス円盤の最内

これまで発見されたホット・ジュピターや

生を
命育
をむ
育他
むの
他地
の球
地は
球存
は在
存す
在る
すか
る。
か。
生命

惑星の発見により、ホット・ジュピターや
側まで到達する。詳しい説明は省略するが、

エキセントリック・プラネットのある惑星

との摩擦で中心星に向かって移動するので

エキセントリック・プラネットと多様な惑
中心星に近づくと潮汐力によるブレーキが

系には地球のような惑星も共存しているの

ある。これを惑星移動あるいは惑星落下と

星系の形成を統一的に説明する理論の構築
かかり、惑星移動は停止する。このように

だろうか。残念ながらその可能性は限りな

を研究する学問であった。しかし、異形の

を迫られたことになる。
して円盤の外側、たとば五天文単位で形成

に太陽系のような惑星系が形成されるか」

宇宙に存在する系外惑星の姿は私たちの
されたガス惑星が中心星のごく近く（たと

私たちにとってもっとも興味ある問は、

想像を遙かに凌ぐものであった。まさに、

く低い。

る。惑星系形成の初期では、中心星のまわ

アのまわりに水素ガスが流入して形成され

うなガス惑星は塵粒子と氷粒子でできたコ

う）が集積して作られる。一方、木星のよ

度の非常に細かい岩石（これを塵粒子とい

地球型惑星は〇・一マイクロメートル程

ているか簡単に紹介したい。

惑星系の違いがどこから生じると考えられ

ここでは、太陽系のような惑星系と異形の

統一的に説明することには成功しつつある。

ガス惑星間の重力相互作用により、ガス惑

シミュレーションで追跡してみた。すると、

ていたとして、その後の軌道の変化を数値

のガス惑星が半径の異なる円軌道を運動し

成されることが起こりうる。これらの三つ

が状況によっては、ガス惑星が三つ以上形

惑星は木星と土星の二つである。ところ

星の数が重要である。太陽系では、ガス

うだろう。この場合、木星のようなガス惑

ではエキセントリック・プラネットはど

ホット・ジュピターが形成されるのである。

在する地球のような惑星は存在できないだ

太陽系のような惑星系でなければ生命が存

ル惑星が共存できる可能性は低い。従って、

性が高い。

交叉し、ハビタブル惑星をはじき出す可能

ため、その軌道はハビタブル惑星の軌道と

惑星は離心率の大きな楕円軌道をしている

ク・プラネットの場合はどうだろう。この

星に落下してしまう。ではエキセントリッ

め、より近くにいるハビタブル惑星は中心

惑星もガス円盤との摩擦を受ける。そのた

（

未知との遭遇だったのである。
えば〇・一天文単位）まで移動することで

りに薄い円盤状にガスが分布し、そのガス

星それぞれの軌道が楕円に変形し、やがて

ろう。異形の惑星たちの発見により、太陽

幸いなことに、これらの惑星系の形成を

円盤中を塵粒子が漂っている。まず、塵粒

一つあるいは二つのガス惑星が惑星系の外

系のような惑星系はむしろ特殊で、形成さ

ホット・ジュピターの場合、ハビタブル

子が集積し地球型惑星をつくる。また、中

にはじき飛ばされることが分かった。残っ

れる確率は低いと考えられている。した

（８）

心星から比較的遠いところでは、塵粒子と

た楕円軌道を描くガス惑星がエキセント

がって、生命を育む惑星、特にその生命が

（９）

氷が集積しコアを形成し、そこにガスが流

もない。

リック・プラネットであることは言うまで

（

（

知的に進化できる恵まれた環境を提供でき

この銀河系には、現在、私たち以外に知

る惑星は極めて少ないだろう。

（８ ） 一 マ イ ク ロ メ ー ト ル は
一〇〇万分の一メートルに等
しい。
（９ ） 中 心 星 か ら 離 れ た 位 置
では、温度が低く水が凝固し
て氷になっている。この氷も
コアの材料になる。
（ ）ここでは、地球程度の
質量をもつ岩石でできた惑星、
すなわち地球型惑星の中で適
当な半径の円軌道のものをハ
ビタブル惑星と定義する。適
当な軌道半径とは、惑星に液
体の水が存在できるような中
心星からの距離を意味する。

（ ）これまでの議論によれ
ば、ガス惑星は二個で、適当
なタイミングでガス円盤が消
失した場合のみが、太陽系の
ような惑星系になる。

10

11

このように、異形の惑星たちとハビタブ

れ込んできてガス惑星が作られるのである。

太陽系のようにガス惑星が二つの場合は、

この時点でガスはまだ円盤に残っている。
このガス円盤が何らかの理由で吹きとばさ

それらは円軌道をまわり続けることが可能

的に進化した生命は存在しないというのが

である。しかし、三つ以上の場合は、一部
ははじき飛ばされ、残りはエキセントリ

私の推測である

れて消えることで太陽系が完成したと考え
ところが、この従来のシナリオよりもガ

ク・プラネットになるというわけである。

ている。

（（

ス円盤の消滅のタイミングが遅れると惑星
系は大きくその姿を変えてしまう。円盤の
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安部 浩

―

安部 浩（あべ ひろし）
一九七一年新潟県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士
課程終了。京都大学博士（人間・環境学）。京都大学大学院人間・
環境学研究科助手、総合地球環境学研究所助手を経て、現在、京
都大学大学院人間・環境学研究科准教授。専門は哲学。主要著作
は、『「現」／そのロゴスとエートス ―
ハイデガーへの応答』（晃洋書
房、二〇〇二年）
、
『京都学派の遺産 生
―と死と環境』［共著］（晃洋書
房、二〇〇八年）
。

のである。この風景を目に焼き付けること。

HIROSHI  ABE

見せず、真昼の烈日は赫奕として山水を照

そして、この眼前の光景に、ありし日の工

かくやく

りつけている。とはいえ屋形船の中は、窓

場の姿を重ね合わせること。

なく彷徨いはじめる。

黙し、男の心は幽暗の世界をまたあてども

る。木立に覆われた山道はいっそう陰鬱に

立ちどころに曇ってきて、再び雪催いであ

る我が子の後ろ姿に、遠馬菱郎は目を細め、

まま身動ぎもせず、窓辺に立ちつくしてい

刻々と移ろう対岸の光景に目を奪われた

岸に延びる鄙びた山景に目を遣っている。

各人思い思いに、水上の巨岩の奇観や、両

加える解説に聞き入りながら、乗客たちは

ていく。遠近の風物に女船頭が絶え間なく

だがその詩の作者自身、結局は商人に

頻りに去来する。

い、金利生活者になるんだ 少
―年時代に感
銘した詩の一節が、先刻から遠馬の脳髄を

を呪っている。僕は職になんか就きたくな

くりと上りながら、彼は己が身とその生業

た。異体な御社に続く緩やかな坂道をゆっ

学近傍の小高い山の中腹を漫ろに歩いてい

それから数ヶ月を経た或る日。遠馬は大

小船は漫々たる暗緑の河面を静かに下っ

さえ開けていれば、新涼の風が快い。

男
―は寄り道を
して足をとめ、多角形の社殿と茅を葺いた

対面に坐る細君と顔を見合わせて、そっと

なって一生を終えたように、今日遠馬もま

どのくらい経つことだろう

が平らになってるもんで、波がどおん、ど

れでは出航します。川船というのは、船底

「皆様、長らくお待たせいたしました。そ

適わなかった、だが恐らくは広大であろう、

ているため、乗船場からも直截見ることが

の方向へ注がれていた。遙か上流に位置し

いる。彼の目は時折、船の進行とは正反対

ながらも、遠馬の心は独り怡々としないで

る風景を観望し、それなりに景趣を楽しみ

だが目前に展開されていく水郷の広闊た

かくて遠馬は昨日も答案を採点し、今日

採点、種々の会議…。

博士の学位論文の審査と諮問、学部入試の

督と採点、大学院入試の採点、学士・修士・

業務。センター試験の監督、定期試験の監

日も来る日も矢継ぎ早に襲いかかってくる

馬は人生の憂愁を感じて暗鬱になる。来る

ると、多くの教師がそうであるように、遠

糊口を凌いでいる。そしてこの年度末にな

すず

屋根を遠くから漫然と眺めやる。暫しはそ

笑った。蒸気機関車と観光船を乗り継ぐ小

た貧寒たる哲学教師として、辛くも一家の

そういえば立春の報を聞いてから、もう

のままであった。だが男はやがて、胸に萌

の歓心をうまく贏ち得たようだ。

旅行は、遠馬と妻の目論み通り、幼子たち

おんと当たることもありますけど、みなさ

高台の跡地。嘗てそこに存在していた一群

も答案を採点し、明日もまた答案を採点す

か

した自らの想念に駆られるようにして足早

ん、そんときはどうか、たまげねでねえ」
。

の建造物を遠馬は内心、幾度も繰り返し想

る。毎晩、家路を辿る彼の身驅を一陣の寒

きょうぜん

戯けて大袈裟に節回しをつけた女船頭の

い描き続けていた。実を言えば、今日ここ

度は一路山頂を目指して跫然と上っていく。

訛り声に、畳の上に車座になって坐った

に、彼は或る決意を胸に秘めてやって来た

い

人々の間ではどっと笑いが湧き起こる。時

い

は九月の初め。炎威はいまだ些かも衰えを

こうかつ

にその場を辞し、白い息を吐きながら、今

暫し晴れ間を見せたかと思いきや、空は

１．地獄の季節

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「―
責任」概念をめぐって

独昏独悶記
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風が闇から闇へと音もなく吹き抜けていく。

頂上に向かう石段を踏みしめながら、遠

気をむしろ清冽で快いものと感じながら。

めやりつつ歩き出した。余寒の凜とした空

一角を暗雲がおもむろに流れ行くさまを眺

業を打ち切り、大学の構内を出で、蒼天の

すけれども、私たち自身の日常的な生活

に駆り立てられた時代」であるわけで

ういう世の中です。 …
[ ］私たちの生き
ている時代は、［…］いわば 「〝豊かさ〟

価値観が構造的に組み込まれている、そ

ありますけれども、それ以上に、時代の

社会」というのは、法律であり制度でも

会」でした。私がいっている「システム

先に気付いたのが、巨大な「システム社

なくなって、狂って狂って考えていった

関の中に組み込まれていないものなど、何

も果てしなく続く用象同士の目的論的な連

席捲する現代世界において、この何処まで

ハイデガーの見るところ、テクノロジーが

象（ Bestand
）」）は、かくて相互に「目的
と手段」の無窮の連鎖を形成するに至る。

一面的な仕方で露わにされた存在者（「用

わち「組立て（ Ge-stell
）」 ―
による「挑発」
作用を通して、もっぱら有用性の観点から

る（

においてのみ ―
顕現させること（「立てる
こと」）にある。そのような種々の「立て

定の目的を達成する為に用立てるべく し
―
かもそれがこの目的に適うものである限り

馬は何時しか、このところ考えている問題

が、すでにもう大きく複雑な仕組みの中

一つとしてありえない。父祖と同様、昔な

いる相手は何なんだということがわから

緒方直人氏は、かつて水俣病認定申請患

にあって、そこから抜けようとしてもな

がらの流儀で森番をすべく、杣径を歩む山

そし
 てチッソとは何なんだ、私が闘って

者協議会の会長を務め、未認定患者の救済

かなか抜けられない。まさに水俣病を起

守 科
―学技術文明を黜遠し、自然と一つに
なって生きているように思われる、かかる

その日、いつものように答案の山と睨

運動における急先鋒の一人であった。だが

こした時代の価値観に支配されているよ

山守とても、今や材木加工産業により、セ

めっこを繰り返していた遠馬は、不意に作

氏は、企業や行政の責任を問い質さんとす

ルロースの用立て可能性へと我知らず用立

（１）

ちゅつえん

） ―
すな
ge-

る運動の渦中で、「チッソや国や県にある

うな気がするわけです。 …[］ですから、
水俣病事件に限定すればチッソという会

てられてしまっており、更にこのセルロー

）」 働 き の 集 合 体 （
stellen

と思っていた水俣病事件の責任が、本質的

社に責任がありますけれども、時代の中

を反芻し始めた。

なものか」、またそもそも「責任とはとれ

ではすでに私たちも「もう一人のチッ

（２）

た根本的な問題に煩悶するようになり、遂

るものなのかとれないものなのか」といっ

スは、それ自体もまた既にして、新聞や雑

（４）

ソ」なのです。

ているのである。

（６）

誌に給付される紙の需要によって挑発され

には会長職を辞したばかりか、（御本人の
回顧を信ずるならば）一時的に発狂するに
至る。

この緒方氏の所説に初めて接した際、遠

責任は人間の存在にある。

この事件は人間の罪であり、その本質的

が潜んでいるの

立て」なる事態

も言うべき「組

れば、テクノロ

会」の根底には、ハイデガーの見方からす

かくて緒方氏の言う現代の「システム社

た病魔に冒された緒方氏が、こうした大

馬は、
前世紀ドイツの哲学者、マルティン・

そこ
 で結局俺は、水俣病事件の責任とい
うことについてこう結論せざるをえない。

疑団を潜り抜けて最終的に到達した見解は、

ハイデガーの「技術への問」という論文を

（３）

うすると、この
「システム社会」

（１）緒方直人「魂のゆくえ」、
栗 原 彬 編 『 証 言 ・ 水 俣 病 』、
岩波書店、二〇〇〇年、一九
三頁以下。
（ ２ ） 緒 方 （ 語 り ）・ 辻 信 一
（ 構 成 ）『 常 世 の 船 を 漕 ぎ て ︱
水 俣 病 私 史 』、 世 織 書 房 、 一
九九六年、一七四頁。
（３）緒方前掲書、一九五頁。
（４）同書、一九四頁以下。
（５ ） 緒 方 ・ 辻 前 掲 書 、 一 六
七頁。

（６ ） Martin Heidegger,
Vorträge und Aufsätze ,
Neske, 1954, p. 21f.

M.ハイデガー（1889-1976）
出典：Digne Meller Marcovicz,
Martin Heidegger-Photos:
23. September 1966/ 17. + 18.
Juni 1968 , Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main, 1985.
クレジットは Digne Meller
Marcovicz氏。

水俣病によって肉親を失い、自らもま

なかったか」。しかしながらこの一見不可

である。だがそ
ジーの特質とは、あらゆるものを或る所

ハイデガーによれば、今日のテクノロ

（５）

解な結論が帰結するまでの思考の道筋、及

ゆくりなく想起したのであった。

観を導く過程は、明快であるように思われ
た。

ジーの本質とで

びその結論からさらに緒方氏が独自の責任

遠馬にとって驚倒すべきものであった ―
「チッソというのは、もう一人の自分では
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が今日招来されるに至ったのは、決して

（

ここに到って遠馬の思考は、例の如く、

（

堂々巡りを始める。昼なお暗き木立の最中、

なのであろうか…。

うな気がしてならない。でもそれは一体何

て こ そ 、［ … ］ 人 間 が 、［ 人 間 に そ の 本 質

そしてそのような自覚に至る時 そ
―の時
には、人間には、「まさに組み立てにおい

鈍く痛む足を我知らず引きずりつつ山を下

ことです。

のろと上りながら、遠馬は考え続けた。む
を］授けるものに［…］帰属しているこ

う。なだらかに続く石段を俯き加減にのろ

しろその元凶は 或
―る時代における、存在
者に対する我々の様々な関わり方を根本的
（

りながら、彼は幾度も、愚にもつかぬ自問

（

とが前面に現れている」さまが如実に感得

きょうどう

に嚮導することで、ひいてはその時代の全

また救いの兆候として映る筈だ。「されど

は手を着いたまま思わず苦笑を漏らす。だ

ながらも、自らの見事なまでの失態に、彼

なって転倒した。刹那、膝下に疼痛を覚え

不意に遠馬は足を滑らせ、前のめりに

成されていき、それぞれの見えざる仕切の

群の若人の間では、小集団が澎湃として形

満ちた眼で始終辺りを見回しながら進む一

人々でごった返している。不安と好奇心に

構内は、建物から一斉に吐き出された

April is the cruellest month

できただろうか。

果たして俺は、無事に起き上がることが

枝があったとしたなら…。

もし先刻俺が倒れた所に、ちょうどあの

を繰り返す。

ロジーの猛威も、依然として危険なもので

ヘーゲルにとっては、それぞれの時代を

危険のあるところ、生い立つ／救うものも

あり続けながら、今や彼の眼には、同時に

まさにその時代として形作っていくことに

また」というヘルダーリンの詩句を引く際、

として、そのつど自らを現すところの 存
―

なる、個々人の熱情的にして偉大な行為は

耳っている 「
―一般理念」による、巧みな
遠隔操作の結果でしかなかった（所謂「理

内部ではてんでんに、おずおずとして途切

．月
四は
月残
は酷
最な
も季
残節
酷な月
二２四

性の狡知」説）。同様にハイデガーにとっ

が立ち上がって枯葉屑まみれになったセー

れがちな会話と、遠慮のない陽気な哄笑の

いたのだろうが…。

てもまた、人間は、いわば存在に操られる

ターとズボンを払っている中に、その笑み

応酬が始まった。

「地によりてたふるるものはかならず地

くこの枝があったとしたら…。

咲き誇っている、

の桜花も爛漫と

ルの一団。中庭

のチラシを配っ

新入生の行く手を遮って声をかけ、勧誘

ほうはい

人形であると言ってよいだろう。しかし彼

尖った先端を幾本か、虚空に鋭く突き出し

は立ちどころに消え去った。直ぐ眼前には、

（８）

の考えによれば、その際に人間が、自己

た大振りの枯れ枝が転がっていた。

仕方によってのみ為されるという意味では

によりておく、地によらずしておきんこと

とある青天白日

のであろう。とはいえ、この考え方は、何

のものは、そのまま又救済者にも転じうる

ては、忽ち遠退

颯爽と抜き去っ

次々に自分を

て廻るサーク

「
―存在の腹話術師」に他ならないことを
自覚することが、何にも増して肝要なので

をもとむるは、さらにうべからず」とは、

（９）

ある。何故か。ハイデガーは定めしこう答

蓋し至言である。たしかにハイデガーの言

（

えるに相違ない。人間が真に人間である為

の午後。

私の 思 索 の 根 本 的 思 想 と は ま さ し く
［…］人間は、ただ存在の顕現の中に立

か或る重大な事柄を看過したままであるよ

（（

つ限りにおいてのみ、人間であるという

（

に、と。

うように、我々を危機に陥れたところの当

もし自分が転んだ所に、ちょうど折悪し

自身が 存
―在が何かを語る際、それが常に、
存在の操り人形たる人間を介した間接的な

を手玉にとっては意のままに世界史を牛

ハイデガーは凡そ、こうした見当をつけて

在であることになる筈だ。

（（

所詮 黒
―幕として絶えず背後に控えており、
自ら直截手を下すことはないものの、我々

（７）

されるのであり、したがって現代のテクノ

（（

般的な動向を決するような一定の存在理解

我々人間の責任ではないということになろ
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（７ ） 自 ら の 技 術 論 に 対 し て
寄せられた、カール・ヤスパー
スからの論難に応える返書に
おいても、ハイデガーは己が
主張をこう要説している。「貴
兄は、現代の技術が攻撃性を
備えているという
［私の］
考え
を拒絶なさいます。しかしな
がら現代の技術は、［たしかに］
攻撃性を備えているのです。
［…］
存在者は立てられ
（ gestellt
）
ます、すなわちそれは《計算
する働き》の法廷において弁
明を強いられるのです。［…］
この攻撃はただ人間によって
のみ企てられているわけでは
ありません。
［実のところ］こ
の攻撃は︱
《意欲すること》と
いう形態を取った︱存在によ
って意志されているのです。
」

（ M. Heidegger, Karl Jaspers,
Briefwechsel 1920-1963 ,
Vittorio Klostermann, 1990,
p. 187.なお角括弧内の補足
は引用者による。以下同様）
。

（８） Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Werke 12,
Suhrkamp, 1986, p. 49.
（９） Hans Jonas, The
Phenomenon of Life ,
Northwestern University
なおこの
Press, 2001, p. 257.
表現は、ヨナスがハイデガー
を揶揄する為に、ニーチェ
の『道徳の系譜学』における
次の一節を換骨奪胎したもの
であると思しい。「
［ショーペ
ン ハ ウ ア ー に よ れ ば 、］ 他 の
あらゆる芸術とは一線を画す
ものとされる音楽は、何物に
も依存することのない芸術そ
れ自体であり、他の芸術のよ
うに現象界の写しを呈示する
のではなくして、むしろ意志
それ自体の言葉を語る。つま
り そ れ は 、『 深 淵 』 か ら 直 截
的に、その深淵の︱最も固有
にして最も根源的であり、そ
して最も非派生的な︱啓示と
し て 語 る の で あ る 。［ … ］ 音
楽家は今や、神託を告げる者、
乃至は祭司である。否、祭
司であるどころか、音楽家
は、物の『それ自体』の歌口
の一種であり、彼岸の電話
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将に彼は物見高い群集が囲繞する断頭台へ

取りで薄暗い階段を上っていった。事実、

彼はおもむろに屋内に入り、引かれ者の足

痛の度合いを増していく。暫し逡巡した後、

視感を以て追いながら、遠馬の面持ちは沈

いていく初々しい男女の背を、拭い難い既

の坊主読みが彼にもたらしたものは、ただ

たにもかかわらず、あじけない文章の羅列

ちを幾度も堪えながら、何とか通読し終え

読み始めた。中途で投げ出したくなる気持

る。一念発起した彼は、「環境基本法」を

存在を忘失していた環境関係の法令集であ

く手にすることもないまま、何時しかその

あっと叫び声を挙げた。

四条に差し掛かると、思わず彼は心の中で、

境基本法」へ目を転じた。果たしてその第

遠馬は、ふと不審の念を覚え、改めて「環

た。この所謂「調和論」条項を眺めていた

れ、遂には削除されるに至った一文であっ

て環境保全促進の阻害要因として問題視さ
（ （

赴かんとしていた。主なき、古ぼけた教壇。
激しい疲弊と徒労感のみであった。
こんなことをしている場合ではない。遠

大教室一杯に膨満するさざめきの中にあっ
て、真空の無音が辺りを払っている、その

0

環境の保全は 、［…］健全で恵 み豊かな
環境を維持しつつ、環境への負荷の少な
0

い健全な経済の発展を図りながら、持続

0

馬が法令集を閉じようとした時、彼はその

的に発展することができる社会が構築さ

こま

二齣続いた、その日の授業を終えて研究

0

巻末に参考資料が付せられていることに気

れることを 旨とし、［…］行 われなけれ

0

付いた。そしてそこには、現行の「環境基

ばならない。

0

本法」の施行に伴い、平成五（一九九三）

0

年に廃止された「公害対策基本法」も収め

何ということであろう。この条文は、実

0

室に戻ってくると、遠馬は自らを強いて直

られていた。羮に懲りて膾を吹くべく、ま

質的には紛れもなく、かの「調和論」条

0

ちに机に向かい、翌日の授業で配付する資

ずは略読してみることにした彼は、その条

0

料の作成に取りかかった。脳髄は休暇中の

文をざっと読み飛ばしている中に喫驚し、

0

休眠状態から未だ覚醒していないというの

0

に、直前に準備をしては、毎回の授業をそ

再度「環境基本法」の箇所を探って双方の

項の再現に他ならないではないか ―
両者
の文言を幾度も対照した挙げ句、遠馬は

いっしゃせんり

0

のつど辛くも乗り切っていく、あの自転車

こう結論せざるをえなかった。しかもそ
サステイナブル・デヴェロップメント （ （

0

操業の日々が遂に再び始まったのだ…。案

文言を仔細に見比べてみた や
―はりそうだ。
殆ど何も変わっていないではないか。

の 復 活 に 際 し て 、「 調 和 論 」 条 項 は 今 や

たに凝らし、我々を眩惑せんとしている…。

「俺は自分の足で十秒と立ってられねえん

だ。まり、分かるだろ。ぼおん、ぼおんて

弾むゴムまりの上に立ってるみてえなんさ。

どっかにしっかりつかまってねえと、ふら
ついてしょうがねえ」
註記によれば、これは昭和四二（一九六

ドへ寝ころべばいい。掴まるところはある

つけるから、お祖父ちゃんはそのままベッ

「いいよ、いいよ。車椅子をすぐ横にくっ
七）年、「公害対策基本法」第一条第二項

ね…。それでどう？

近頃はよく眠られる

として一旦は制定されたものの、後に昭和

機なのである。爾来、音楽
家、この神の腹話術師が語っ
たのは、音楽だけではない︱
彼は形而上学を語ったので

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ る 」（ Friedrich Nietzsche,
Kritische Studienausgabe 5,
Walter de Gruyter, 1988, p.
）。
346.
（
） M. Heidegger,
Gesamtausgabe 16, Vittorio
Klostermann, 2000, p. 704.
（ ） M. Heidegger, Vorträge
und Aufsätze , p. 36.
（ ）道元『正法眼蔵（一）』
、
岩波書店、一九九〇年、四〇
五頁。
（ ）傍点の付加は、引用者
による。以下同様。
（ ）同法の背景にある環境
政策の思想とその改正の詳細
については、庄司光・宮本憲
一『日本の公害』
、岩波書店、
一九七五年、一四九頁以下を
参照されたい。
（ ）ブルントラント女史を
中心とする「環境と開発に
関する世界委員会」が昭和六
二（一九八七）年に提唱した
「持続可能な開発」という概
念も︱件の「調和論」と同様
に︱「経済成長と環境保全の
関係を、これまでのように相
容れない対立関係としてのみ
とらえる見方から脱却し、環
境保全の枠内でどのように発
展を行っていくべきかという
新しい問題設定を提起する」
（ 諸 富 徹 『 環 境 』、 岩 波 書 店 、
二〇〇三年、二〇頁）ところ
に、その特徴を有するもので
ある。事実、ブルントラント
委員会報告書の刊行後、この
概念には様々な論者が多種多
様な定義を与えたが、しかし
な が ら そ れ ら は 、「 多 様 な 側
面から環境と経済の両立の方
向 を 提 案 し て い る 」（ 森 田 恒
幸 ・ 川 島 康 子 「『 持 続 可 能 な
発 展 論 』 の 現 状 と 課 題 」、 植
田和弘他編『リーディングス
環境・第五巻・持続可能な
発展』、有斐閣、二〇〇六年、
三二四頁）点で、悉く軌を一
にしている。

10

11

12

13

14

孤影。

の定、筆は思うに任せず、一瀉千里には到

あまりの馬鹿馬鹿しさに呆れ果てた彼は、

「 持 続 可 能 な 開 発 」なる当世風の装いを新

なます

底いかない。暫し瞑目の後、遠馬は現実を

今度こそは法令集を書架に戻す決心をした。

あつもの

逃避せんとする際に試みる常習行動に出た。

0

0

するとその矢先、この「公害対策基本法」

0

0

の末尾に更に添えられている附録が、彼の

0

0

目前の書架を何気なく眺め渡す。暫くの

0

0

間そうしていると、やがてふとした拍子に、

0

0

目に飛び込んできた。

0

あの瞬間が訪れる。
林立する色とりどりの背表紙の中から、

0

前項
 に規定する生活環境の保全について
は、経済の健全な発展との調和が図られ

突如、音もなく迫り出してくる一冊の書物。
そしてその時、もはや片時も目が離せなく

（

るようにするものとする。

（（

15

（（

ようになった？」

（（

四五（一九七〇）年の「公害国会」におい

（

なり、凝視したままでいるこの本が、遙か
以前より、自分に何かしらしきりに訴えか
け続けていたことが、遠馬には恐ろしいま

目下、遠馬が頁を繰っているのは、長ら

でに顕然と直覚されるのであった。

25

「どうもうまくねえな。毎晩寝る前に、医
者がくれる膏薬貼り替えて、靴下も何枚も

重ねて履くんだども、夏でも足は氷水に付

Im wunderschönen Monat Mai

３．麗しの五
月月
、に
五月に
三
つつじ

想は、発生源の責任を社会経済システム

0

にもとめるところから、文明一般にもと
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

めるところにかわっている。つまり、責

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

任は便利さをもとめる文明にあるので
0

0

花盛りの紅白の躑躅と共に、黄金週間も

あって、有害な汚染物を排出する企業・

0

後半に入った。遠馬は家人が寝静まった後

個人ではないと。ちょうど戦争責任につ

0

痛くて寝返りも打てねえろ、結局いつも、
もなお書斎に籠もり、独り考え倦ねては再

いて、戦争計画を立案・遂行した責任者

けてるみてえに冷えるし…。まんず痛くて

朝まで一睡もしねえままだこて」
思する日々を送っていた。

0

「そうなのか…。貼り薬、こちらに貸して。

もとめるのでなく、あの戦争をになった

0

0

0

0

0

0

0

である軍部や政治家と、その政治体制に

0

0

0

音 量 を 控 え たＣ Ｄ プ レ イ ヤ ー の ス ピ ー

0

0

0

カーからは、夜半の静寂を縫って、思わず

0

0

0

菱郎は二枚重ねの靴下を脱がせて、蝋燭

俺が貼ってあげるよ」

0

0

0

一億の国民全体に責任があるという一億

0

0

0

漏れ出た呻き声であるかの如く、バリトン

0

0

0

のように真白な、祖父の足を見つめた。試

0

0

0

総ザンゲ説がある。それと同じ考えが、

0

0

（ （

0

環境政策の思想の中にはいってきたので
0

0

0

の朗唱が聞こえてきた︱「エリ・エリ・ラ

0

0

マ・アサブタニ」。「わが神、わが神、なん

0

0

みに力を込めて、ひんやりとしたその足の

0

0

0

至る所を指圧してみる。

0

0

0

ある。［… ］ 九〇年代以 降の環境政策の
0

0

0

ぞ我を見棄て給ひし」︱マタイ伝に記され

思想となっている調和論や一億総責任論
0

0

た、イエスの臨終の語である。「事畢りぬ」

てこないのである。

では、明治以来の公害対策の教訓は生き

0

「ちょっと強すぎるかな？ 痛い？」

というヨハネ伝のそれとは対照的に、これ

0

「いんや、何も感じねえ」

は何と率直に「人の子」の弱さを表白した
言葉であろうか。だが、そこにはかえって

しかしながらこの再読の折に、彼はまた

をは

やって、船で川下りをしてこようかと思っ

「明日はね、子供らをエスエルに乗せて
ているんだ。六時頃には戻ってくる予定だ

イエスの受難の真義が示されているように
スティグマータ

遠馬には思われた。穿たれた 聖 痕 。痛苦。

菱郎の言葉が耳に入らなかったのか、膝

人間の肉の脆さ。

から、夕飯時に又こちらに来るよ」

ご

を立てて仰臥した祖父は、沈黙したまま天
ひと

井を見つめた後、静かに独り言ちた。
えさんの足は現代の医学では治らねえから、

一人である宮本憲一氏の著作を読み返して

遠馬は、我が国の公害研究における泰斗の

高弟であったゲオルク・ピヒトとハンス・

が熱心に繙読しているのが、ハイデガーの

れうるのか。爾来、そのような関心から彼

の主張自体は、どのような仕方で正当化さ

一生うまく付き合っていくほかねえですよ

いた。そして彼は次の一節に改めて心を打

先日のことである。思うところがあって、

と言うんさね。俺は戦場で九死に一生を得、

たれた。

「俺こと診てくれてる先生はいつも、おめ

れ応分の責任を負う必要がある》という氏

次のような疑問にも襲われたのであった ―
だがそうすると、《然るべき主体がそれぞ

（（

シベリアからも生きて帰ってきたが、有機
水銀だけは、いやはやどうしょうもねえん
だ…」

展の障碍とならぬ限りにおいて、生活環

公害
 問題の解決のための政策思想の中で
最も重要だ ったのは、［経済 の健全な発

さながら紙粘土の如く、あちらこちらを穿

境の保全をも図る、所謂］調和論をす

菱郎は祖父の足に取り縋った。その足は、
たれたまま、いつまでも窪みを留めている。

てるという ことであった。［ …］公害を
の中心として提示した時に、その政策思

「死語」にして地球環境問題を環境政策

  H.ヨナス（1903-1993）
出典：Hans Jonas, Erinnerungen ,
Insel, Frankfurt am Main und
Leibzig, 2003.
クレジットは個人蔵。

（ ）宮本憲一『維持可能
な社会に向かって︱公害は
終わっていない』
、岩波書店、
二〇〇六年、五頁以下。
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うか。
ハイデガーの技術論は、人間が人間で
無 論 彼 自 身 は 、「 本 質 存 在
―

ある所以たる《人間存在の特異性》の究
明を通して

）」
Wesen

）」と「事実存在（ exsistentia
）」
essentia
との旧来の区別そのものを峻拒し、彼独自

（
げんじょう

質」の確定とその保護に主眼を置いてい

の語を用いるとはいえ 畢
―竟して伝統的な
哲学と同様、あくまでも人間存在の「本

ひっきょう

の意味合いを込めて「本質現成（

ヨナスの責任論である。そして右の問題に

る以上 し
―かもその上、この我々の存在は、
はかなく損なわれやすいのであってみれば

存在することによってのみ初めて可能とな

のか》という議論は、そもそも我々が現に

る。しかしながら、《我々人間が何である

関して、この両者が共に等しく注目するの
は、当該主体から他者に波及する影響力の
如何である。
例えばピヒトは、「人間の責任は、人間
（

の力の行使の可能性とまさに同一の程度の
（

範囲に及ぶ」と述べる。ここには、《各々

目
―下我々にとっては何よりもまず、自ら
の「事実存在」の確保が先決問題なのであ

よって脅かされている存在である［…］。

責任
 の在処とは、生成の中に浸され、移
ろいやすさに委ねられており、滅亡に

（ ） Georg Picht, Wahrheit
Vernunft Verantwortung ,
Klett-Cotta, 1969, p. 334.
（ ） H. Jonas, Das Prinzip
Verantwortung , Suhrkamp,
1984, p. 222.
） Ibid ., p. 55.
） Ibid ., p. 242.

（
（

17

18

の主体が担うべき責任の度合いは、それが

り、そしてその為にこそ、先の謙抑は必要

有する力の大小に応じて異なる》という考
え方が表明されている。
またヨナスも、
「責
（

とされるのではあるまいか。

（

任とは力と知の函数である」と言う。自ら

に対して働きかけうる作用力に関して予め

責任は、永遠の相の下でではなくして、

おそれ

熟知していなければならない。したがって

す虞のある場合、我々は自己自身が他者

（テクノロジー等の手段を介することで）

時間の相の下で、事物を見つめなければ
（

こうした己が行為の影響力が余りにも強大

ならない。

である。

独り彼のみにとっては、そろそろ寝る時刻

われた。これから皆が起き出そうという今、

だが彼にはそれがまるで夕映えの如く思

時しか曙光が射し初めていた。

遠馬がこの課題に想到したとき、空には何

人間をその生身の存在から捉え直すこと。

（

になり、それによってもたらされることに
なる結果が容易には見通し難い立場にある
者 つ
―まり己自身に備わっている力に、自
らの知が追いつかない者 に
―対しては、そ
やみくも
の力を闇雲に行使することを差し控えるこ

とが求められるのである。
それでは更に問うに、我々は一体何故に
こうした「我々の力の過度の強大さ故の
（ （

丸木位里・俊画「水俣の図（1980年）」
（丸木美術館所蔵）

G.ピヒト（1913-1982）
出典：ゲオルク・ピヒト（岡本
三夫訳）
『歴史の経験−現代科学
の構造と責任』
（ 未来社、東京、
1978年）クレジットは不明。

の行為が他者の存否や有り様に影響を及ぼ

（（

［…］謙抑」を持たねばならないのであろ

（（

20 19

（（

（（
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TAKASHI KONISHI

小西隆士（こにし たかし）
一九七七年京都府生。
京都大学大学院工学研究科博士課程修了。
京都大学博士（工
学）
。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科助教。高分子物性に興味を持つ。

期保存という目的に対しても非常に重要で

ら、食品や薬品、機能性フィルムなどの長

たならどうであろう（図１ｂ ）。結晶化に

ａ ）。ところが、周りがガラス状態であっ

よりすぐ近くの分子が結晶相に取りこまれ

（２）

ある。ところが、最近の研究で、いくつか

が、周りがガラス状態の時にはすぐには周

るのは周りが液体状態のときと同じである

かし、液体状態を結晶化させないように、

度を下げていくと結晶（固体）になる。し

を下げていくと液体状態が現れ、さらに温

比べて高いので、結晶化が進行するという

あるが、通常、結晶の密度は液体の密度に

ルについて説明する（図１ ）。水は例外で

う手段をとる。それでは筆者の用いるモデ

により正しいかどうかをチェックするとい

れており、この二種類（Ⅰ

特に salol
は二種類の異なる
結晶の型を持つことが知ら

酸フェニル（ salol
）の二つ
の物質について見てみよう。

ニル（ＯＴＰ）とサリチル

それではオルトターフェ

（１ ）一般的にガラスという
と、窓ガラスやガラスコップ
をイメージするが、これは主
にガラス状態のケイ酸化合物
である。
（ ）東京工業大学小國正晴
教授らのグループにより初め
て報告（一九九五年）。
（３ ） 東 京 大 学 生 産 技 術 研 究
所田中肇教授により提案され
たモデル（二〇〇三年）。

2

の物質において、一部結晶化をさせたもの
をガラス転移温度以下で保持しても、結晶

囲の分子が移動できず、結晶とガラス状態

ものであるから、ここでは自由体積と言い

成長は止まらずに進行する現象が発見され

かえる。この与えられた自由体積によりガ

の間に結晶化によってできた密度差からく

る、とても不思議な現象である。このよう

ラスと結晶との界面にだけ分子が動きやす

た。しかもこれは、ただ進行するのではな

なガラス状態での結晶化速度が促進するよ

くなる液体状態が生まれ、結果的に結晶成

積は分子が自由に運動できる空間を与える

うな現象が起こると物質の性質・品質が変

長速度を促進させる効果を生みだす。この

る余剰体積が生じるであろう。この余剰体

わってしまい、製品としては使い物になら

モデルによるとガラス転移温度以下での結

く、ガラス転移温度を境にそれ以下の温度

なくなる。そこで、このような現象がなぜ

晶成長速度はガラスと結晶の密度差に依存

で結晶の成長速度が予想より数桁も速くな

起こるのかについて、実験を通して明らか

の物質を用いて確認する。

うなモデルが妥当であるのかどうかを実際

大きくなると考えられる。それではこのよ

し、密度差が大きいとより結晶成長速度が

にすることを目的とした。
どうやってガラス状態でも結晶化が進行
する！？
明らかにするといっても手当たり次第に

温度を下げていくと、液体の粘性が急激に

過程は液体状態にある分子がきれいな配列

型、Ⅱ型）についても実験

モデルと実験結果

大きくなり、ついには分子の構造は液体状

を持つ結晶状態へ詰まっていく過程である。

を行う。実験方法はこれら

明できそうなモデルをつくり、これが実験

実験するわけにも行かないので、うまく説

態と同じまま流動性は失われ固化する。こ

また、周りが液体状態では、液体状態にあ

の物質を結晶の融点とガラ

（３）

の状態はガラス状態と呼ばれており、ガラ

る分子が結晶になっても粘性が低いのです

ス転移温度の間の適当な温

（１）

ス状態へ転移する温度をガラス転移温度と

ぐ近くの分子が液体︱結晶境界（界面）に

呼ぶ。

移動し、さらに結晶化が進行する（図１

物質は高温では気体状態で存在し、温度

小西隆士

このように、ガラス状態は結晶化を阻害

図１．結晶成長の分子イメージ。矢印は分子の運動を
示す。（a）過冷却状態での結晶化。液体側の分子は均
一に配置されている。（b）ガラス状態での結晶化。ガ
ラス側の結晶界面近くの分子は界面から離れた分子よ
りも結晶化により与えられた自由体積を持っており、
動きやすくなり液体的に振舞う。

ガラス状態での異常結
晶成長挙動について

し、液体状態のまま固化するという性質か
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に比べて密度が小さいことが知られている

に比べて小さいことがわかる。Ⅱ型はⅠ型

た、 salol
の 結 晶 形 の 違 いに つ い て 着 目 し て
みると、Ⅱ型結晶の成長速度のとびがⅠ型

のような現象がＯＴＰでも観測できる。ま

数桁大きくなっているのが確認できる。こ

℃のガラス転移温度付近で結晶成長速度が

の写真を示す。図３に salol
の結晶成長速度
の温度依存性を示しており、マイナス五三

ある。図２に salol
のⅠ型結晶についてのガ
ラス転移温度以下で結晶化が進行したとき

度を光学顕微鏡で測定するというもので

度以下を含むさまざまな温度で結晶成長速

度で一部結晶化させ、その後ガラス転移温

けなければならないということがいえそう

ラス状態の媒体との密度差に十分に気をつ

けではなく結晶のような生成物と周りのガ

ラス状態で長期保存をするときには温度だ

また、この実験結果および考察からはガ

案したモデルは妥当であると考えられる。

で進行する結晶成長機構について始めに提

ていることがわかり、ガラス転移温度以下

と結晶とガラスの密度差は密接に結びつい

ガラス転移温度以下における結晶成長速度

りと一致することがわかった。これにより、

倍だけ平行移動させると成長速度がぴった

質において結晶とガラスの比容差の〇・三

移動できそうである。実際にはすべての物

終的に結晶へたどり着くのかといったよう

うな長時間変化が観測されるが、本当に最

り、エイジング（老化）現象と呼ばれるよ

最も安定な結晶状態へと転移するはずであ

ス状態とは一種の準安定構造で最終的には

理由は未だに解かっていない。また、ガラ

性が急激に大きくなると説明したが、その

ら結晶化をさせずに冷却をしていくと、粘

にいたっていない。たとえば、液体状態か

研究は非常に歴史が長く、いまだその解明

い。また、このガラス転移現象そのものの

いるのかは現時点では正確にはわからな

〇・三倍という値が物理的に何を意味して

体積が原因であることを提案した。しかし、

なことも解っていない。今回はガラス転移

である。

温度以下で起こる結晶化機構についての研

究結果を報告したが、ガラス転移現象は大

今回はガラス転移温度以下で起こる結晶

端が理解できれば喜ばしいことである。

る。また、新たな実験によりこの現象の一

最後に

ので、前述したモデルに一致する。さらに、
実際の結晶と液体（ガラス状態）の密度に
ついても比較する。図４に図３の横軸が温

化機構についての研究結果について報告し、

変奥が深く、実験するほど奇妙な現象であ

容（密度の逆数）について書き直した結晶

この不思議な現象は結晶化によりガラスと

度の変わりに液体状態（ガラス状態）の比
成長速度である。このようにグラフを書き

図４．salolの結晶成長速度の比容依存性。図３の横
軸を温度から比容に変えたものである。salolの異な
る結晶の型について示している（○：Ⅰ型、□：Ⅱ
型）。●および■はそれぞれⅠ型及びⅡ型の結晶とガ
ラスの比容差の0.3倍の値だけずらしたものである。

なおして眺めてみると、低温度側での結晶

図３．salolの結晶成長速度の温度依存性。salolの結
晶は二種類の異なる結晶の型を持つのでそれぞれの
成長速度を示す（○：Ｉ型、□：Ⅱ型）。

結晶の界面に密度差によって生まれる自由

図２．salolの結晶成長過程の顕微鏡写真。結晶化さ
せた温度は溶融状態から－15℃、－58℃、－72℃の
順番。結晶化温度が異なるたびに界面ができるのが
わかる。ガラス転移温度は－53℃。

成長速度はガラス転移温度をはさんで平行
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「を」の字は、あるいは「を」の字を書

との関係は、「私」にとってもはや自明で

る。ふだんは気にもとめなかった音と文字

え、つまり問い方さえわからなくなってく

語的構成素であるといったことは後景に退

をは」の一つとして、日本語の文を綴る言

象が前景に出てきており、たとえば「てに

う。その体験においては、「を」の字の形

的で切実な意味がこめられた形象なのだろ

き連ねる行為は、この少年にとって慰めで

はない。と同時に「私」というものの同一

いている。また「を」の字が「ヲ」と発音

むろんこうした問いに対して、納得のゆ

イなんだろう。」

性や単一性も自明ではなくなってくる。小

されることも、箪笥の横の少年にとっては

あった。彼にとって「を」は、そのほか

説内で「私」は、「第一の私」と「第二の

く「正解」というものがあるわけはない。

私」に分裂したり、「瀬山」という名前を

どうでもよいことだろう。同じ文字を書き

の数多の文字とは異なる文字であり、やや

連呼しはじめたりするのだ。音と文字との

連ねる行為は、その形を音からも、言語機

大げさにいえば、文字というよりも情動

関係の自明性を失うことは、「私」の自明

する。

能からも切り離して感受することを容易に

に私がどういう風に疑って正当なのか」さ

性を失うこととつながっているように読め

「 正 解 」 ど こ ろ か 、「 私 は 疑 っ て い る う ち

る。

名である。「檸檬」はもともと、前年に書

年）といえば、「檸檬」（一九二五年）が有

小説家・梶井基次郎（一九〇一︱三二

の、所かまわず隠れ」る。彼がもっとも気

な少年は、「机のしただの、戸棚のなかだ

もちになること」がよくあるような内気

目をはなれてひとりぼっちになりたい気

「銀の匙」（一九一三年）も興味ぶかい。「人

中勘助（一八八五︱一九六五年）による

るとき、まず文字使用（とその能力）の一

れる。その一端を考察してみよう。

の体験や感覚がにじみ出ているように思わ

述には、小説が書かれた社会に生きる人々

ふと崩れるさまを捉えている。こうした叙

は、文字についての日常的な了解や用法が

このような場面や人物を描いた近代小説

か れ た 「 瀬 山 の 話 」（ 一 九 二 四 年 ） の 一 部

に入った場所は、「引き出しの箪笥の横て」

般化を指摘できる。単純化して述べれば、

文字についての小説内の叙述としては、

であったが、手を加えられたうえで一作品

である。そこで「半日でも一日でもひとり

けた父親はただの無意味な落書きと思った

数の「を」の字の行列ができあがる。見つ

く。しまいに箪笥には、大小さまざまな無

広まり、それらを黙読することが可能にな

聞や広告といったメディアを通じて文字が

ションの習慣も普及する。また、書物や新

文字が使える者のあいだでのコミュニケー

近代社会における文字のありかたを考え

として独立したものと言えるだろう。「瀬

教育制度が整備されていき、手紙のような

する響きと文字との関係」が、「変梃で堪

「瀬山の話」の末尾で、
「私」は「口が発音

が、少年にとってはそうではない。「どこ

らなくなって」問いはじめる。

に慰めてくれ」るのだった。

しかし他方で、近代の端緒においては、

なり、その存在は自明化していく。

る。文字は見慣れたもの、なじみのものと

「一体何故（ア）といえば、あの片仮
――
名のアに響くのだろう。
」
「一体何故（イ）といったら片仮名の
――

「を」の字は、少年の「思いを察して親切

か女のすわった形に似ている」ひらがなの

係について、
「私」（瀬山）が疑うところだ。

だれもが文字の読み書きに習熟するように

鵜飼大介（うかい だいすけ）
一九七五年、愛知県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修
了。京都大学博士（人間・環境学）。現在、同助教。専門は知識社会学・言語思
想史。

らがなの「を」の字を箪笥に書き連ねてい

DAISUKE UKAI

でぼそぼそなにかいいながら」、鉛筆でひ

鵜飼大介

まれている。その一つが、音と文字との関

文字のざわめき
山の話」には、「檸檬」にはない内容が含
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かたまち）
くらまへ

能な選択肢のうちのひ

判が文字を凝視する体験からはじまった

注目したいのは、老博士による文字批

ならず、文字文明にたいする批判と読める。

見えなくなって来る」のだった。驚いた博

とつにすぎず、他でも

士 は 、「 単 な る バ ラ バ ラ の 線 」 に 、「 一 定

ありうるもの、つまり

こうした背景を考えあ

の音と一定の意味とを有たせる」存在とし

ことである。博士が一つの文字を長く見つ

わせると、先にあげた

て、「文字の霊」を認めるにいたる。文字

偶有的なものとならざ

小説は、文字使用が自

批判のきっかけとなったのは、文字につい

めていると、「いつしかその文字が解体し

明化していく社会にお

ての自明性の崩壊である。「瀬山の話」の

て、意味の無い一つ一つの線の交錯としか

いて、しかしそのなか

瀬山にとって、文字は自明性を失い、音と

な文字も自明ではない。

でも、文字についての

文字との関係が奇妙に思えてならなくなっ

るをえない。どのよう

験を示しているといえ

た。「文字禍」の老博士にとっても、形と

自明性がふと崩れる体
よう。

音と意味との結びつきは自明ではない。こ

ところがこれら二つの小説よりも後に書か

てくるのは、小説のほんの一部にすぎない。

文字についての自明性の揺らぎは、彼らを

の話」の男や「文字禍」の老博士にとって、

字と幸福な関係を結びえた。しかし「瀬山

の点で、両者は同じような体験をしている。

「銀の匙」にせよ

文字の自明性は揺らぎやすいものでもあっ

れた、中島敦（一九〇九︱四二年）の「文

「瀬山の話」にせよ、

た。明治期には近代日本に適した文字を選

不安にさせ、自身の同一性を揺さぶるもの

「銀の匙」の少年は、ささやかながら文

ぶために、漢字廃止論、漢字節減論、仮名

字 禍 」（ 一 九 四 二 年 ） は 、 文 字 が 小 説 の 全

字に使われる人間（とその集合である社

だった。文字への問いは、文字を使い、文

文字についての話が出

専用論、ローマ字国字論といった、もろも

禍」は、文字をテーマとした小説であるば

会）への問いと組み合わさり、絡み合って

体を貫くテーマとなっている。また「文字
かりでなく、人が文字を使うこと（むしろ

いるのである。

ろの文字改良案が提起された。「かなのく
の使用を推進する組織もつくられた。また、

人が文字に使われること）の意味や影響を

の実験場」となった時代であった。そうし

用が試みられ、社会がいわば多様な「文字

まな文字使用の可能性が開かれ、実際の使

こ
―れも広義の文字改良運動といえる ――
言文一致の運動も起こった。当時はさまざ

話し言葉に近い文体を創出しようとする

がはやるといったことが、次々に明らかに

字に没頭するようになる、浅薄な合理主義

弱まる、職能が衰える、現実の代わりに文

していく。眼が悪くなる、体力や記憶力が

に親しむことによる悪影響（「禍」）を見出

問うた論考であるともいえるだろう。主人
公たるアッシリアの老博士は、人々が文字

た状況のもとでは、どのような文字の種類

されていく。これらは文字にたいしてのみ

―

よく知られているように、日常用いている

わい」や「羅馬字会」といった特定の文字

『まいにちひらかなしんぶんし』第38号（あさくさ
けいもうしや 明治６年５月９日

やそれらの組み合わせ方も、いくつかの可
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兵隊の意見書、憲兵隊・検察当局の訊問調

こうした、「前歴者」たちの活動に、憲

展開しようとした。

兵隊は目をつけ「内偵」の対象とした。た

書、起訴状などからなる被疑者各人の一件
書類（六冊）である。戦前の治安事件資料

一九四〇年に「前歴者」の中でも大物とい

だし、実際には、
「内偵」がはじまるのは、

うべき平賀貞夫（元日本共産党組織部長）

が、これほどまとまって出てくることはめ
憲兵隊員が日本に書類を持ち帰り、これを

が、「満洲国」の首都「新京」で、なんと

ずらしいが、これは事件の捜査に関与した
その子息が今日まで保管してきたからであ

ある。メンツをつぶされたかたちの関東憲

兵隊は、そこで「特別工作班」を設置、合

東京警視庁の手で逮捕されてからのことで

作社や政府関係組織に就職していた「左

る。筆者は、この資料を現在所蔵している
会）に参加し、同資料に触れる機会を得た。

翼前歴者」の摘発を目指した。憲兵隊は、

Ｊ Ｒ総連資料室の研究会（合作社事件研究

ある。

（１）

て成果を上げることはできなかったようで

情報収集が試みられたが、それらは、大し

チェックし、また政府内部のスパイからの

「前歴者」たちが雑誌などに書いた文章を

以下は、この資料についての紹介と考察で

「合作社事件」の背景と概要
この事件の背景には、一九三〇年代半ば

かか考えてみたいのは、戦前のある「思想

「社会を斬る」なる本誌コラムで、いさ

たため、こうした道を選ん

らは、釈放・出獄後、日本では安定した職

府関連機関に就職していたことがある。彼

「満洲国」に渡り、そこで合作社などの政

参加者（憲兵隊の所謂「左翼前歴者」）が

憲兵隊は、とにもかくにも彼を逮捕して事

める情野義秀の公金横領事件が発覚した。

持つ、やはり「左翼前歴者」で合作社に勤

ところが、翌年六月、平賀と交友関係を

ある。

事 犯 」 摘 発 事 件 ――
一九四一年、傀儡国
家「満洲国」の治安維持を担当した関東憲

だ の で あ る 。「 事 件 」 で 逮

以降、日本で壊滅していた共産主義運動の

兵隊が多数の日本人（約五〇名）を逮捕し

捕され、獄死する佐藤大四

業に就くことができなかっ

た「合作社事件」についてである。満洲国

郎も、そうした人々の一人

発見された。被疑者たちの「手記」（といっ

についての「満洲国」最高検察庁の書類が

ところが、最近、この事件の被疑者六名

中心に独自の合作社運動を

受けながら、中農・貧農を

ち主であった橘樸の影響を

して社会主義的な思想の持

社に職を得、農本主義者に

化県に設けられた農事合作

ても、憲兵隊が書くべき項目を決めて書か

しらき

せたものであるが）や送検に際しての憲

あって未解明なままであった。

であった。彼は、三七年に

江田憲治（えだ けんじ）
一九五五年三重県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導修了退学
（東洋史学専攻）
。現在京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専門は、中国近現代
史。著書『満鉄労働史の研究』
（日本経済評論社、共編）
、
『満鉄の調査と研究』
（青木書
店、同）

で推進されていた合作社＝農業協同組合の

KENJI EDA

関係者を中心に摘発が行われたため、この

江田憲治

浜江省（現・黒龍江省）綏

「冤罪」とフレーム･アップ
－
－戦前の事例から

名があるのだが、その実態は、資料不足も
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最高検察庁『情野義秀ニ対スル治安維持法違反被告事件』

（１ ）松村高夫「フレーム・
アップと抵抗」『満鉄の調査と
研究』青木書店、二〇〇八年。

実体が明らかになったとして、大規模な一

左翼前歴者を中心とする」共産主義運動の

後の同年一一月、彼の自供から「在満日系

件の突破口にする方針を決定、情野の逮捕

（新京憲兵隊「意見書」）とされたのである。

国体ノ変革ヲ目的トスル結社ヲ組織シタ」

る「無名ノ中核体ヲ結成シ以テ満洲帝国ノ

動に呼応し、「満洲国」での運動を指導す

満洲における共産党との連絡、中国人の青

者」であった）、指導部の構成や、中国・

が結成され（六名のうち平賀が「最高指導

治・井上林・岩間義人の六名で「中核体」

動方針が決まったとした。また情野は、こ

年・警官・軍人獲得、合作社運動の指導者

の「中核体」とは日本共産党が主力を「日、

である佐藤大四郎との連携など、当面の運

用するためである。同法の第一条は、「国

満、支」に「分散配置」する「組織方針ニ

うのは、「満洲国治安維持法」第一条を適
体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ団体ヲ結成

基イテ組織サレタモノ」だと位置づけ、交

「国体ノ変革」目的の結社を組織したとい

そして、関東憲兵隊は、情野を筆頭とす

シタル者」は、「死刑又ハ無期徒刑ニ処ス」

渉や関係があった人物として、数十名の氏

と規定していた。

斉検挙を行ったのである。
る逮捕者に「手記」を書かせ、これにもと
（２）

づいて事件の構図を描いた。 ――
①佐藤大
四郎らの合作社運動は、合法を装いながら
そして最初に逮捕され「手記」を書いた

「マルクス主義を指導理論となし」、「中貧
農層の組織を拡大強化して」
、
「プロレタリ

名を挙げたのである。これが前述の大量検

またたしかに、情野と進藤以下の四名は

挙の発端となった。

情野義秀は、今回発見された新資料の中で、
於テ左翼的デアル」と述べ、一九四〇年四

「
〔佐藤らの〕農事合作社運動ハ其ノ根本ニ

関東憲兵隊に提出した「手記」の中で、平

て行はれるべき当来社会主義革命の際、其

月に自身と平賀貞夫およびやはり左翼の前

の成功的発展に寄与せんと」したのであり
（
『在満日系共産主義運動』
）
、②これとは別

賀貞夫は東京検事局の訊問調書の中で、自

「満洲国」司法部（吉林省偽皇宮陳列館「偽満洲国“八大部”」より）

歴を持つ合作社関係者の進藤甚四郎・田中

「満洲国」首都警察庁（吉林省偽皇宮陳列館「長春的偽満建築」より）

アートのヘゲモニーの下に中貧農と提携し

関東軍司令部（吉林省偽皇宮陳列館「長春的偽満建築」より）

個に平賀らは、日本と中国での共産主義運

社会を斬る
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（２ ）日本における治安維持
法違反事件でも、この「手
記」を書かせる方法が多用さ
れていたことは、荻野富士夫
編『治安維持法関係資料集』
（新日本出版社、一九九六年）
参照。

（平賀）
、また「党フラクシヨン的性格ヲ持

「満洲ニ於ケル共産主義運動ノ中心指導体」

を結成したことを認めた。
「中核体」とは、

の展開をめざしたこと、そして「中核体」

分たちが「満洲国」において共産主義運動

に岩間は、「将来日共、中共ノ連絡カ完全

様私ハ想像シテ居リマシタ」とする。さら

発展ノ暁ニハ、満洲共産党トシテ独立スル

ているのだが、これに対し井上は、「成長

ハバ其ノ満洲支部トスヘキテアル」と述べ

いう考えであったと述べているのである。

動シ大衆ヲ組織化シナケレバナラナイ」と

……此ノ点ハ間違テ、モツト大衆ノ中テ活

ノ中央部ノ意味）許リノ運動ヲヤツテ来タ。

上ニ立ツテ運動スル事ナクシテ寧ロ頭（党

間）だから、こうした供述は、憲兵隊が主

テルン』ノ指揮統制下ニ在ル」もの（岩

藤）であり、「最高指導体トシテ『コミン

ツ タ 政 治 的 最 高 水 準 ノ 左 翼 グ ル ー プ 」（ 進

した将来の展望がくい違うのは、奇妙なこ

ナ存在」となるとしているのである。こう

則ニ帰ツテ中共ノ東三省委員会ト云ツタ様

ニ出来上ツタ暁ニハ或ハ一国一党ノ組織原

する方向で組織を形成したことになる。そ

ちが「最高指導者」と仰ぐ人物の見解に反

であったとしても、その構成員は、自分た

ならば、よしんば「中核体」の結成が事実

んなことがあり得るだろうか。

とではないだろうか。
体」の創設を日本共産党の方針と述べたが、

る（この結果佐藤大四郎も逮捕され、一二

大四郎らとの連携が図られたことを述べ

会議で、合作社運動の指導者である佐藤

第四に、情野は、「中核体」を結成した

平賀はその「手記」に、一九四〇年四月末

年の徒刑判決を受け、四三年五月獄死）が、

第二に、情野は、前述のように「中核

同条にもとづき、東京で拘束されている平

の時点で、ある人物に、「モウ共産党ガ昔

これも他の被疑者たちの「手記」に照らせ

一九四二年八月、新京高等法院は、同法
賀をのぞく五名に、「無期徒刑」の判決を

イ、ソンナ情勢デハナイ、昔ノ考ヘハ若カ

ば、疑問である。情野自身が「手記」の別

ノ様ニ再建サレルト云フ様ナ事ハアリ得ナ
ツタソレヨリモ大陸ヲ如何ニ経営スルカト

の部分で、合作社内で自分たちが佐藤に反

も（たとえば、一九四二年から四三年の満
鉄調査部事件では、二年から五年の有期徒

対する運動を行ったことを述べているし、

田中治も、一九四〇年四月当時の合作社統

云フコトカ日本ノ死活問題ダ」と語ったこ
核体」が創設されたあとの時点である。ま

合問題について佐藤が「適切ナル方針ヲ示

とを記している。四〇年四月末とは、「中
た事実関係から言っても、すでに壊滅状態

た）
、きわめて厳しい量刑であった。
「合作社事件」におけるフレーム ア･ップ

ら「逃避シヨウトスル態度」と批判的に述

べている。佐藤への批判的言説は、ほかの

サズ、合作社運動ハ行詰リ」、彼は運動か
のは、憲兵隊か情野の（あるいは双方の）

「中核体」メンバーの「手記」にも見られ

支」「分散配置」の方針を打ち出したという

さに読んでみれば、情野らの「手記」にも

想像の産物としか言いようがない代物であ

だが、今回明らかになった新資料をつぶ
とづき憲兵隊が描いた事件の構図には、さ

いて述べているのだが、そこには、これだ

の「手記」で、前記「中核体」の将来につ

第一に、被疑者たちは、彼らはそれぞれ

するところであった。平賀は、東京検事局

高指導者」であったはずの平賀貞夫の反対

動方針とは、ほかならぬ「中核体」の「最

になる。ところが、こうした上部優先の運

下部組織なしの指導部創設に着手したこと

彼らはたった六名のメンバーで、運動体・

挙げ、その結果全部で五一名が逮捕された

係があった人物として、何十名かの氏名を

第五に、情野は「手記」の中で交渉・関

と見ることができる。

の意向に、情野が応じたその所産であった

挙範囲を佐藤らにも及ぼそうとした憲兵隊

洲国」での「共産主義運動」を誇張し、検

佐藤ら「浜江コース」との連携とは、「満

るのだが、ならば、「中核体」グループと

け少数の運動指導部としては考えられない

の調書の中で、「今迄我々ハ大衆ノ土壌ノ

第三に、被疑者たちの「手記」によれば、

る。

不一致が見られる。たとえば平賀は、この

が判明する。

「中核体」は「日本共産党ノ一部トシテ言

フレーム・アップによるものであったこと

まざまな矛盾があり、事件摘発は、全くの

にあった日本共産党が、党主力の「日、満、

刑で、すべてが執行猶予付きの判決であっ

下した。これは当時の治安事件と比べて

なった。

張する「治安維持法」第一条適用の根拠と
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し、元左翼としての大言壮語もあったかも

も情報交換を行ったことは想定可能である

られる。そこで、日本の情勢などについて

合）につき話し合いをもったことは、考え

の農事・金融合作社は一九四一年四月に統

合 作 社 の 人 事 問 題 や 統 合 問 題 （「 満 洲 国 」

就職したのち、かつての交友関係を背景に、

ある平賀や清野らが「満洲国」の合作社に

幻想である。もちろん、「左翼前歴者」で

東憲兵隊のフレーム・アップが生み出した

など、現実には存在しなかった。それは関

とする、「満洲国」における共産主義運動

そうして見れば、佐藤らの「浜江
――
コース」と平賀らの「中核体」を二本柱

たことを示している。

加者の証拠や供述を検察に提出できなかっ

の大部分について「日系共産主義運動」参

名にすぎなかった。これは憲兵隊が、彼ら

国」検察庁が起訴できたのは、わずか一二

のであるが、このうち送検を受けて「満洲

かわらず、当局は、自白とＤＮＡ鑑定を過

こうした「供述」と「事実」の矛盾にもか

ト控えはいくら探しても発見されなかった。

で買い物をしたと供述したが、店のレシー

谷氏は、「犯行」後にスーパーマーケット

せた菅谷氏の自転車を目撃しなかった。菅

道筋にいた多くの人々の誰も、女児を乗

車の荷台に乗せることは不自然であったし、

が被害者の母親から見てさえも女児を自転

乗せて殺害現場に向かった、と述べた。だ

供述調書で被害者の女児を自転車の荷台に

レーム・アップの被害者となった。氏は、

殺人の容疑者とされ、捜査・司法当局のフ

同事件において、菅谷利和氏は、女児誘拐

く最近に「冤罪」を認識することになった

るのは、足利事件であろう。われわれがご

こう述べれば、たぶん読者の脳裏によぎ

例は、われわれの記憶に新しいからである。

めに被疑者が不当な断罪を受けたことの事

法当局がフレームの構築を優先し、そのた

消する）手続きを行うことなく、捜査・司

もわれわれの課題である。

ることは、いうまでもなく、今日にあって

レーム・アップの問題性を検証し、究明す

さまざまな事件における「冤罪」とフ

お続いている。

九九四年のことであり、再審請求はいまな

められたのは、実に事件後三〇年をへた一

歌われたその石川一雄氏が「仮出獄」を認

声の中で、「石川青年とりもどそう！」と

裁判としての狭山事件。事件を糾弾する歌

く最近でも指摘されている）、そして差別

した労働運動への当局の不当な介入は、ご

動弾圧に関わる三鷹事件や松川事件（こう

者の関与が疑われている帝銀事件、労働運

た重大事件だけを見ても、七三一部隊関係

（３）

しれない。しかしそれは、結局のところ、

度に重視、菅谷氏が自転車
したという、いったん築い

で女児を現場まで運び殺害

『平賀貞夫ニ対スル治安維持法違反事件関係』

そこまでのことにすぎない。
にもかかわらず、関東憲兵隊は、共産主

た事件のフレームに固執し

義運動の「中核体」を構成したとのフレー
ムを構築し、大規模な摘発を行ったのであ

た。こうして氏は、二〇〇
たる服役を強いられたので

九年六月まで一七年間にわ

る。
「冤罪」とフレーム・アップ

ある。
フレーム・アップの結果、

また、戦後社会にあって、

題としたのは、たんに、日本植民地史と左

多くの冤罪事件が生み出さ

なお、本稿で以上の「合作社事件」を問
翼の運動史に関心を持っている筆者が「新

れてきたことも、周知のこ
とであろう。死刑判決が出

資料」を見出した、そのことゆえではない。
まず、資料の充分な検討を行い（矛盾を解
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（３ ） 戸 塚 秀 夫 『 試 論 動 力
車労働組合運動の軌跡につい
て』国際労働総研、二〇〇九
年。

■高精度位置天文観測を支えるレーザー測距技術■

げ前に、地上でその安定度を測定し、要求

求は、たとえば主鏡と副鏡の間の距離の変
動を水素原子の大きさの程度に抑えること
に相当します。したがって、衛星の打ち上

時間、維持しなければなりません。この要

YOSHITO NIWA

ことができます。すべての物質とは、光学

丹羽佳人

晴れた夏の夜空を見あげると、低い南の
的に観測可能な物質だけではなく、ダーク
マターと呼ばれる、光学的に観測されない

丹羽佳人（にわ よしと）
一九八〇年奈良県生まれ。
京都大学大学院人間・環
境学研究科博士後期課程
修了。京都大学博士（人
間 ・ 環 境 学 ）。 現 在 、 日
本学術振興会特別研究員。

される安定度が衛星軌道上で達成される見
込みであることを実証しておく必要があり
ます。ここで問題となるのが、一〇〇 と

の波長というのは、安定化することで、一
時間の変動量を一〇億分の一以内に抑える
ことができます。そのようなレーザーを使
用すると、レーザー干渉計を用いて一〇〇
の変位量を測定することが原理的には可
能となります。レーザー干渉計を用いた変
位測定は精密測定の分野において常套手段

ザーの波長を“ものさし”として変位量を
測定することができることです。レーザー

を応用することを考えました。
レーザー干渉計を利用する利点は、レー

いうわずかな変位量を測定するための方法
です。そこで、レーザー干渉計の測距技術

pm
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空から、頭上を通って、北東の地平線まで
延びる美しい天の川の姿を確認すること
物質も含まれます。すなわち、星の位置情
報から天の川銀河内に存在するダークマ

レーザー干渉計を用いた３
自由度変位センサーのセッ
トアップ。
左上の円で囲んだ部分の鏡
の動きを３自由度（Length,
Pitch, Yaw）で測定できる。

地球の公転運動による
視差のために天体の天球
上の位置は、一般的に楕
円を動いて変動する。こ
の楕円の長半径（角度）。

※年周視差…ねんしゅうしさ

ができます。白い雲のようにも見えます
が、その実体は、約一千億個の星の集まっ

天の川銀河の力学構造やその形成史を解き
あかそうという計画です。この計画で目標
の観測精度を達成するには、年周視差を一

国立天文台、 JASMINE
検討室メンバー。専門分
野は光計測。

〇マイクロ秒角（一〇万分の一秒角）の精

ターの量や分布を知ることができるのです。
私が、現在参加している国立天文台

置天文学と呼びます。星の位置情報のう
ち、観測が難しいのは距離の情報です。こ
れまで、多くの位置天文学者が、星の年周

銀河の星の位置を正確に観測することで、

視差 ※の測定よって、星までの距離を三角

度で観測する必要があります。この観測精
度は、東京から見て、富士山の山頂に立つ

の JASMINE
計 画 （ Japan Astrometry
）
Satellite Mission for Infrared Exploration
は、衛星に赤外線望遠鏡を搭載し、天の川

測量で正確に見積もることに挑んできまし
た。しかし、現在、一〇％の誤差で距離情

人の髪の毛のさらに一〇分の一の太さを見
込む程度の非常にわずかな角度に相当しま
す。
計画の中で、私が担当してい
JASMINE
るのは、望遠鏡の安定度を測定する変位セ
ンサーの開発です。この計画では、使用す

星の位置を観測する天文学の分野を位

報がわかる範囲は、地球から約三百光年の
領域内に限られています。それに対し、天
の川銀河の中心までの距離は約三万光年あ
ります。したがって、星までの距離を正確
に観測できる範囲を百倍にして、天の川銀
河の中心周辺まで“星の立体地図”を広げ

る望遠鏡に対して、非常に高精度の安定が
長時間、要求されます。というのも、観測
中に望遠鏡を構成する鏡の相対的な位置関
係や星像を検出する赤外線検出器の形状が
変化した場合、検出器面上で星像の位置が
ずれたり、画角のサイズが変形したりし
て、観測される星の位置が真の位置からず
れてしまうからです。目標の観測精度を達
成するためには、望遠鏡は、なんと一〇〇
（一〇億分の一メートル）の安定度を一

は独自に開発すべき要素があり、その研究

となりつつあります。しかし、 JASMINE
で使用する変位センサーとして利用するに

に取り組みました。特に、測定したい変位
だけを感知する測距システムの構築に重点
を置いて検討開発を行った結果、変位セン
サーの一時間の測定精度は、二〇 に到達
し、 JASMINE
で要求される性能を満たす
ことが実証できました。現在、次のステッ
プとして、 JASMINE
の望遠鏡の安定度を
開発した変位センサーで実際に測定するた
めの準備を進めています。

pm

ている銀河です。私たちの住んでいる地球
も、この天の川銀河に属する星のひとつで
す。私たちにとって、なじみのある天の川
銀河ですが、じつは、個々の星の正確な三
次元の位置情報は、よくわかっていません。

ることが現代の位置天文学の目標のひとつ
となっています。
では、なぜ、星の位置情報を知ることが
重要なのでしょうか。その理由のひとつに、
次のようなことが挙げられます。星の位置
を観測することで、星の動く速度もわかり
ます。星の位置と速度がわかると、星の軌
道が分かります。星の軌道というのは、重
力の大きさによって決まるので、銀河内の
重力を担うすべての物質の量や分布を知る

pm

pm
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■アイルランド語復興と「アイルランド人」自己意識の変容■
世紀初頭の独立闘争や新政府の成立を経て、
どのように受け継がれ、あるいは否定され
てきたのかを明らかにしたいと考えてきた。

ルランド国民は、近代化の過程で固有の文
化を自ら「放棄した」のであり、「都市に
住む英語話者」こそが本当のアイルランド

CHIZU FUKUOKA

アイルランド共和国では、すべての道路
標識や地名表示は、二つの公用語、つまり
英語とアイルランド語の両方で表記されて
アイルランド語を復興させようとする文
化ナショナリズムについて理解するために
は、一九世紀半ばまでさかのぼる必要があ
る。そのころまでに、かつてアイルランド
中で用いられていたアイルランド語は、そ

人なのだと述べた。オフェイロンの批判は、
当時としては極めて画期的なものであった。

福岡千珠

いる。二言語表記は徹底されており、北ア
イルランド経由でアイルランドを訪れた人
は、まず道路標識の違いで共和国に入った
ことを実感するほどだ。そうした標識を見
て、「アイルランドではケルト文化が重要
の話者が激減し、全人口の三〇％を下回っ
ていた。その時代に、若きエリートたちか

しかし、現実を見よと主張する一方で、作
家としてのオフェイロンは、「現実の」ア

フロンティア

視されている」と感じる人もいるだろう。
しかし、ことはそう単純ではない。アイル

ら成る「青年アイルランド党」によって、
アイルランド語復興の重要性が初めて主張

イルランドには、「書くに値するものがな

福岡千珠（ふくおか ちず）

ランドの人々の多くは、筆者がアイルラン
ド語の話題を出すと非常に複雑な反応を見

され、後に「ゲーリック・リーグ」とい

ナリズムの言説は「現実の」アイルランド
の人々から乖離していると、はじめて批判
した一人である。彼は、アイルランド国民

せた。「二言語表記など無意味だ」という

う団体に受け継がれた。アイルランド語復
興主義は、アイルランドに住む人々の多く
が英語を話しているのは「不自然で堕落し

ショーン・オフェイロン
（自伝Vive Moi! 1965年）より

アイルランド語でアイルランド語復
興を風刺したフラン・オブライエン
のAn Béal Bocht（1940）の英語版表
紙

きるのである。今後は、現代北アイルラン
ドに目を転じ、文化ナショナリズムが人々
の自己意識にどのような影響を与えている
のかを分析したいと考えている。

文化ナショナリズムによって構築された
「アイルランド人」という自己像と、新政
府成立後の社会における自己意識との間の
ずれを読み取ることができる。そして、そ
のずれが様々な形で表現されていることに、
アイルランド社会の多様性を見ることがで

者のみならず、プロテスタントやアイルラ
ンド語話者といった少数派の立場からも
様々な形で発言が見られた。オフェイロン
の議論にあるように、これらの議論からは、

肯定できなかったのである。
一九四〇︱六〇年代には、アイルランド
語復興主義批判という形で、都市の英語話

にもない」と絶望していた。彼は、若い頃
強い影響を受けたナショナリズムに幻滅し
ながらも、彼の見る「現実」をどうしても

のプロトタイプが「農村に住むアイルラン
ド語話者」とされてきた点を批判し、アイ

人、「アイルランド語復興に失敗したアイ
ルランド政府のおためごかしだ」という人、
また「学校でのアイルランド語教育が拷問

た状態」だとし、その状態をもたらした英
国への憎しみをかきたてようとした。この
主張は、都市のロワー・ミドル層を中心に

二〇〇五年京都大学大学
院人間・環境学研究科博
士後期課程指導認定退学。
京都大学博士（人間・環
境 学 ）。 現 在 、 県 立 広 島
大学講師。専門分野は文
化社会学、地域研究。

だった」
という人など様々であった（もち
ろん強い愛着を持ち、自主的に学習を続け
ていた人もいたが）。彼らの共通認識とし

宗派や階級、植民地における地位の違いを
越えて受け入れられたといえよう。
しかし、一九二二年に北部六州を除く二
六州でアイルランド自由国政府が成立して
以降、新しい国家のあり方が模索され、ア

広く受け入れられた。しかし、逆にいえば、
この時点でアイルランド語が危機的なまで
に失われていたからこそ、こうした主張が、

しようとするあまり、かえって人々はそこ
から離れていってしまったということであ
る。また、人々がこの問題に対して複雑な
感情を持つ背景には、アイルランド独立政

イルランド語復興もより現実的な目標とし
て追及されるようになる。それに伴い一九
四〇年代には、少しずつ「アイルランド

してアイルランド語ナショナリズムを推進

府が成立して以降、
アイリッシュネス
（アイ
ルランド人らしさ）についての考え方が大
きく変化し、「ケルト文化」
の位置づけが変

文化」や「アイルランド人」といった概
念が再考されるようになる。例えば、作家
ショーン・オフェイロンは、従来のナショ

てあるのは、アイルランド語はもはや話し
言葉として復興することはないということ、
そしてアイルランド政府が、教育などを通

化したことも挙げられる。こうしたことを
踏まえ、筆者は、一九世紀後半に発展した
文化ナショナリズムの思想が、その後二〇
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トランに着く頃、その強い雨は降りやん

なり濡れてしまった。だが私たちがレス

の木は夜にしか花を咲かせない。ダ・オル

う見たくないとする思いからだろうか、こ

そらく午後一〇時を回った頃だっただろう

一切持ち合わせてはいなかった。だが、お

ので、周囲の変化に意識を向ける余裕など

つつ、インド料理と飲み物も楽しんでいた

になった。私は参加者と熱い議論を交わし

はレウコトエを愛するようになる。それで

たのだが、ある時ヴェヌスに唆され、今度

がある。太陽神はクリュティエを愛してい

レウコトエとクリュティエが登場する物語

て触れてみるとしよう。この歌の中には、

か」。ここで『変身物語』の第四歌につい

で、彼もこのあたりに生まれたのではない

タはこの物語を、興味深い言葉で次のよう

か、私は、ふと、空気中に漂う心地よい香

もクリュティエは、太陽神を愛して止ま

だ。レストランに着くと私たちは、深緑色

りに気が付いた。そして、見上げれば、つ

ず、遂に嫉妬に燃えたクリュティエは、レ

ファビュラスをこのように創り出したの

いさっきまで濃い緑色を帯びていた生け垣

ウコトエの父であるオルカムスに、太陽神

に締めくくっている。「オヴィディウスが

は、なんと、いつの間にかたくさんの黄色

とレウコトエの関係を告げ口するという行

を帯び、雨の雫を豊富に残す生け垣で囲ま

い花で覆われていたのである。夜に花が咲

れた庭へと案内され、そこで食事すること

く植物の存在を初めて知り、そしてその花

為に出た。そして、あろうことか、それを

ンスーン気候の真っただ中にあった。学会

学会に参加した。その時期のインドは、モ

「ゴアとポルトガル・歴史と開発」という

岸にあるゴア州のパナジム市で開催された

一九九八年の九月、私は、インドの西海

た。だが、やがて太陽は、別の女性に愛を

に心を惹かれ、太陽もその娘の想いに応え

られる。ある時、パリザタコの娘が太陽

話もする。その神話では、以下のことが語

教徒たち」と「神話的」（ファビュラス）な

の原産地を説明する。続いて、簡単に「異

中で、ダ・オルタは、ある樹木の名前とそ

しみの木」の話について思い出した。その

物本草についての対話』の第六の対話「悲

た、ガルシア・ダ・オルタの『インドの庶

かは明らかではない。た

語をどのように解釈した

て、ダ・オルタがこの物

いている」のだった。さ

太陽神のほうばかりを向

る こ と な く 、「 い と し い

オトロープスに変身した今も、愛」を忘れ

て、血の失せた草木に変じた（…）ヘリ

だが土にくっつき、一部は青白い色となっ

たって地面に座り続け、とうとう、「から

た彼女は、飲まず食わずのまま九日間にわ

リュティエに戻ることはなかった。絶望し

かし、それでもなお、太陽神の愛が再びク

（２）

の綺麗さにただただ感動した、あの夜のこ

聞いて激怒した父は娘を殺してしまう。し

期間中のある夜、学会の発表者はホテルを

向けたために、パリザタコの娘は自殺して

だ、比較文学的な視点か

明くる日、私は、一六世紀に出版され

離れて、とあるレストランで食事をするこ

果ててしまう。そしてその遺体は火葬にさ

ら み る 限 り 、「 悲 し み の

（１） Garcia da Orta (1499?-1568),
Coloóquios dos Simples e Drogas da
India, Reprodução em facsímile
da edição de 1891 dirigida e
anotada pelo Conde de Ficalho,
Lisboa, Imprensa Nacional (18911895), Imprensa Nacional-Casa da
日本語の
Moeda, vols. I-II, 2000.
タイトルは、榎一雄著『商人カ
ル レ ッ テ ィ 』（ 大 東 出 版 社 、 昭 和
五九年、一四〇頁）による。第
六話のポルトガル語タイトルは
'Da Arvore triste'で あ る （ da
）。
Orta, Colóquios, vol. I, pp.68-74
編集者
の注に、
Conde
de
Ficalho
とあ
Nyctanthes Arbor tristis, Lin.
る（ op. cit., vol. I, p.72
）。
（２）オヴィディウスの原文

は、 Ovid's Metamorphoses, Books
1-5, Edited, with an Introduction
and Commentary, by William S.
Anderson, Univ. of Oklahoma
Press, Norman, 1996.第 四 歌
の 一 六 七 ︱二 七 〇 行 目 （ op. cit.,
）参照。
111-114
（３ ）日本語訳は、中村善也訳
『オヴィディウス 変身物語』上
（ 岩 波 文 庫 、 一 九 八 一 年 ）、 一
五〇頁参照。ヘリオトロープ
（ heliotrope
）は Anderson
の注に
よれば、サン・フラワーではない

スペインのブルゴス市で1568年にクリスト
ヴァン･ダ･コスタが著した本に登場するナ
ツメグの木の絵である。本のタイトルには
ダ・オルタの記述内容を検証するとダ・コ
スタは言うが、ダ・オルタからの引用が多
い。1964年には、ダ･コスタの本がダ･オル
タの本の400周年記念版として出版された。

とを、私は今でも鮮明に記憶している。

とになった。バスがホテルまで迎えに来て、

れたのであった。この火葬の灰から誕生し

木 」（ ヒ ン ド ゥ ー の 神 話 ）

（１）

出かけようとした、まさにその瞬間、急に

たのが、対話の始まりで語られた樹木であ

（３）

雨脚が強くなった。ホテルの出入口からバ

る。きっと別の女性を愛したあの太陽をも

1956年、ドイツ生まれ。ケルン大学文学部Dr.Phil. 京都大学大学院人間・環境学研
究科教授。日欧、主に日本と西南ヨーロッパの交流史（文化と文学）やポルトガ
ルの植民地政策史を研究している。主な著作に『カレッティの東洋見聞録』
（PHP、
1987年）
、Das Japanbild im“Traktat”
（1585）des Luis Frois［
『フロイスの ｢日欧
文化論｣ における日本像』
］
、Aschendorf 1988）など。

スまでは一〇メートルほどしかなく、また

悲しみの木とひまわり

ガルシア・ダ・オルタ
のインドの街角

その時は傘をさしていたにも関わらず、か
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と『変身物語』の二つの物語の類似には興

と考えられる。ダ・オルタがラテン語では

満たしたという。ダ・オルタがその対話に

た。それはモルッカ諸島から丁字を運ん

おいて丁字の説明をしていたので、このエ

できた船で、非常に芳醇な香りが辺りを

ピソードをあえて加えたのであろう。ここ

なくてポルトガル語で書いたのは、一般の
を伝えたいと考えたからではないだろうか。

では、丁字の香り、彼の言う世界中でもっ

人々にもこの作品を通じて、彼が得た知識

かある。たとえば第二八の対話では、召使

ダ・オルタの作品には、滑稽な場面も幾つ

味深いものがある。
インドにおけるダ オ･ルタの生活
一般に植物学者として知られている、ポ

想像することができる。ナツメグの説明も

ともよい香りに満足しているダ・オルタを

い（ serva
）が突然現れ、ボンベイから手
紙と果物がきたと言う。そこで、学者であ

同様で、第三二の対話では、その原産地や、

語や、彼自身の観察に基づく記述も少なく

的な話であるが、先に紹介した興味深い物

年にゴアで出版された。内容の大半は学問

する島の持ち主であったという。そこに研

バイ、当時は小さな漁村）の沿岸部と付属

以上の人口を抱えるボンベイ（現在のムン

ルの王室の慈悲で」、現在は一一〇〇万人

ダ・オルタによれば、彼は、「ポルトガ

年に死んでから一二年後に遺体が発掘され

りではなかったはずである。彼が一五六八

ことができる。だが、彼の生涯は幸福ばか

以上のように、ダ オ
･ ルタの本を読むこ
とで、インドの自然を楽しむ彼の姿も窺う

ルトガル人のガルシア・ダ・オルタは、一
四九二年のスペインによるユダヤ人追放令
るダ・オルタは、本来優先すべき手紙を後

古代アラビアの学者が知っていたという説

に伴ってポルトガルに移った改宗ユダヤ教
回しにし、先ず果物「

ない。だが、それらの記述はあまり知られ

究のために植物を植えさせたりもしている。

た。この時、彼の家族が、キリスト教に改

（７）

明に加えて、その香り味の良さについても

ていない。ダ・オルタの本は、出版の翌年

宗した後も密かにユダヤ教の法を守ってい

」を食べ
jangomas

徒の家族に生まれた。彼の代表作『インド
ようと答えるのである。

には早くもリスボンにも送られており、そ

さらに、彼はボンベイとその周辺の興味深

たという理由で、異端審問所で調べられて

（５）

の庶物本草についての対話』は、一五六三

の地を研究のために旅行していたクルジウ

い事柄、たとえば古代に建設された、「エ

いたのだった。家族は死刑となり、改

て訳したのだった。このような事情から、

ばかりか、対話形式の文章を、散文に直し

植物学に関係のない記述は翻訳せず、それ

学者であったために、興味のない、つまり、

慣、遺体の扱い方などを見るとダ・オルタ

ユダヤ人とみなしたが、牛肉を食べない習

ていたことがわかる。ポルトガル人は彼を

は、インドの宗教事情にも強い関心を持っ

ネアネス人にも触れており、ダ・オルタ

して知られているゴアだが、閑散とし

るのである。今日ビーチ・リゾートと

辛い日々を送っていたことが推測され

ダヤ教徒として周囲の目を気にしつつ、

において自然を楽しむ一方で、隠れユ

ぶりに処される。ダ・オルタはインド

宗ユダヤ人ダ・オルタの遺体も、火あ

が、日中に太陽に向かって「顔」

をあげている花だという（ Ovid's
行
Metamor-phoses, op. cit., 268-270
の注、 p.440
）。
（４ ） Charles de Lecluse
（ 1526
）ラ
ラ
-1609
, テン語名は Clusius,
イデン大学の植物学者として知

られている。
ダ オ
･ ルタとクルジ
ウ ス に 関 し て は 、 Charles Ralph
Boxer, Two Pioneers of Tropical
Medicine: Garcia d'Orta and Nicolas
Monardes, Printed in England
by W. Heffer & Sons Limited,
を参照。
Cambridge, n.d., pp.24-27
（５ ）
da
Orta,
Colóquios,
op.
cit.,
に関
vol. II, pp.23-28, "jangomas"
し て は 、 Conde de Ficalho
の注
（ ibid., pp.27-28
）を参照。
（６） da Orta, Colóquios, op. cit.,
vol. II, pp.99-117, pp.104-106と
を 参 照 。 J.
Nota (2), pp.110- 112
Gerson da Cunha, The Origin of
Bombay (1900), Reprint, Asian
Educational Services, New Delhi,
を参照。
Madras, 1993, pp.109-110
（７ ） da Orta, Colóquios, op. cit,
（ notas pp.86-90
）
vol. II, pp.81-90
を参照。

コチン（コチ）のマッタ
ンチェリ地区において、
ヒンズーのラジャの宮
廷から見える、隣のヒ
ンズーの寺院（手前）
と、ポルトガル人の迫
害の後にラジャ援助で
1568年に再建された、
ユダヤ人寺院（奥）。

忘れずに称賛している。

スが購入している。彼はオランダに持ち帰

ている。また、第三四の対話の中では、バ

レファンタ島」の彫刻についても説明し

ダ・オルタの本に、本来多くのエピソード

知っていたインドのユダヤ人のことも加え

はユダヤ人ではないという。そして、彼が

（４）

かし、残念なことに、クルジウスが植物

るやいなや、ラテン語版を作り始めた。し

が交えられていた事実は、あまり知られて

雑な歴史を考えずにはいられない。

た古ゴアとパナジの区域を歩くと、複

いないのである。ダ・オルタの対話の相手

ている。 J. G. da Cunha
によれば、ダ・オ
ルタはインドのパルシ人（ゾロアステル教

は、「ルアーノ」といわれる架空の人物で
ある（ちなみに、本の最後では、歴史上の

徒）について考察した初めてのヨーロッパ
ある夜、ダ オ
･ ルタが船でコチからゴア
へ帰ろうしていると、一隻の船がやって来

人であるという。

（６）

人物である、ディーマス・ボスケ博士も登
場する）。ポルトガル語で「 Rua
」は「道」
を意味するので、「ルアーノ」は道で出会
う人、即ち、一般の人という意味であろう
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生は知識を習得し、そこで得た知識をなじ

的な問題に焦点を当てることによって、学

けて学ぶこともできます。このように具体

的な科目を哲学者と歴史家共同の指導をう

あるいはまた、環境をテーマとする学際

の開花予想のように、ヴァーモントでは、

二の産業は農業です。日本における春の桜

グ、秋は紅葉が楽しめます。観光に次ぐ第

産業は観光で、冬はスキー、夏はハイキン

アイスクリームの産地でもあります。主要

ヴァーモントと「エコロジカルな想像力」 スティーヴン・フェスマイヤー

一八三四年に創立されたグリーンマウン

例年九月後半から十月中旬にかけて、シュ

です。例えば、学生の多くは、哲学の入門

ぶきっかけを学生に与えようとしているの

して私たちは伝統的なリベラルアーツを学

いています。この環境というテーマを利用

自然と社会の双方を含む最も広い意味で用

受講します。ここで「環境」という語は、

通科目として、「環境リベラルアーツ」を

と言えます。どの学生も専攻を問わず、共

端的なリベラルアーツ（自由学芸）の大学

等教育に重点を置く点で、アメリカでも先

ナビリティ（持続可能性）」を旨とする高

グリーンマウンテン大学は、「サステイ

ミング州しかありません。メイプルシロッ

万人で、これより人口が少ない州はワイオ

りわずかに大きいだけ、人口はたった六〇

積は兵庫県と京都府と大阪府を合わせたよ

積も人口もアメリカにしては小規模で、面

て「ヴァー モ
）」すなわ
･ ント（ vert mont
（１）
ち「緑の山」と名づけられたこの州は、面

いたサミュエル・ド・シャンプランによっ

ランスの探検家で、モントリオールを築

ニューハンプシャー州に接しています。フ

ベック州、南はマサチューセッツ州、東は

り、西はニューヨーク州、北はカナダのケ

気候の似たニューイングランド地方にあ

（ １ ）「 ヴ ァ ー モ
･ ン ト （ vert
m o n）
t」 の 英 訳 。 仏 語 で 、
“ vert
” は 「 緑 の 」、“ mont
”
は「山」、の意味。

スティーヴン・フェスマイヤー（ Steven Fesmire
）
テネシー州メンフィス出身。一九九四年南イリノイ大学にて博
士号（哲学博士）取得。東テネシー州立大学、ダ ートマス大学、
イエナ大学助教授を経て、二〇〇二年よりグリーンマウンテン
大学准教授。二〇〇三年 ―
二〇〇八年同大学環境学科学科長。
現 在 、 京 都 大 学 招 へ い 外 国 人 学 者 （ フ ル ブ ラ イ ト 招 聘 講 師 ）。
専門は古典アメリカ哲学（特にデューイとジェイムズ）、応用
倫理・環境倫理を含む倫理学、社会・政治学、環境哲学、およ
びメタファー論。

テン大学は、常勤教職員約五〇名、学生数

みのない分野にも応用できるようになるわ

ヴァーモントとグリーンマウンテン大学

約八五〇名の小さな大学で、学生は殆んど

ガーメイプルの紅葉の色づき具合が地元の

科目として「環境倫理」を、また歴史学の

も 有 名 な 輸 出 品 で 、 ベ ン＆ ジ ェ リ ー ズ ・

プとチェダーチーズがヴァーモント州の最

ヴァーモントの人々がとりわけ自慢にし

ているのが、次の三つです。まず、極寒に

ニュースを賑わせます。

耐えうる自分の能力、次に、一〇〇パー

大学のキャンパスは、ヴァーモント
（ Vermont
）のポートニー（人口二千人）
にあります。ポートニーは、「信号機」や

セント純粋なメイプルシロップ、三つめ

ジョン・デューイ流の、学生を本位とする
指導を重視しています。また、ふつうは肩

村地帯です。ヴァーモント州は、北海道と

「パブ」が一つしかないような片田舎の農

入門科目として「世界史と環境」という

う気の置けない大学でもあります。

コースを受講します。

グリーンマウンテン大学

書抜きでファーストネームで呼びあうとい

住んでいます。大学は、アメリカの哲学者

けです。

STEVEN FESMIRE

学部生、その約九割がキャンパスの学寮に
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わが町、わが大学

応援します。政治的には、ヴァーモントは

スではなく）ボストン・レッドソックスを

じように、ヴァーモントの人は（ヤンキー

はなく）阪神タイガースを応援するのと同

ポーツでは、京都の住民の多くが（巨人で

ドのない唯一の州都だということです。ス

が、モントピリアがアメリカでマクドナル

ティズム 』
―という著書で、私は、道徳的
思慮に関する哲学的心理学の研究に力を注

道徳的想像力

倫理学におけるプラグマ
―

たなかの一つです。『ジョン・デューイと

タファーや想像力に関する研究もそうし

メリカ哲学、倫理学、哲学的心理学で、メ

てきました。専門分野はもともと、古典ア

生数を擁する環境学科の学科長を長年務め

者になることができます。同時に、私たち

り賢明な消費者となり、よりよい政策立案

を豊かにすることによって、私たちは、よ

ルな想像力とはこういうものです。エコロ

手助けを得ることになります。エコロジカ

想像力、とりわけエコロジカルな想像力の

レーションを行うとき、私たちの思慮は、

解から得られるメタファーが心中のシミュ

おうとするばあいです。エコシステムの理

は、自然環境に対する人的影響という地球

ジカルな想像力に磨きをかけ、その感受性

アメリカのもっとも進歩的な州の一つで
ファーや「民主主義的想像力」という考え

ぎ、「アートとしての道徳性」というメタ
方を論じました。その狙いは、私たち人間

的規模での状況に知的に対処しなければな

（３）

す。というのも、アメリカの大統領政治で、
でも「最も青い州」（つまり民主党に票を投

と人間との相互作用の中であまり意識され

（２）

ヴァーモントは、おそらく「青い州」の中
ずる州）だからで、ブッシュ前大統領が訪

りません。開発されたエコロジカルな想像

フルブライト奨学金による京都大学での

ることのなかった次元の解明でした。現在

平成二一年度前期の教育・研究の一環とし

問しなかった唯一の州でもあります。

て、私は、京都学派や、アメリカの哲学者

力によって、自然と社会のつながりを回復

という考えがこの研究の中心的概念です。

考察しています。「エコロジカルな想像力」

ウィリアム・ジェームズ、ジョン・デュー

では、人間と複合的な自然体系との相互作

道徳的思慮は、それがメタファーとメタ

イというレンズを通して「エコロジカルな

する希望を持つことができるのです。

ファーに関連する認知構造によって部分的

想像力」に関する比較研究を行っています。

機能の一つは次の点にあります。すなわち

仁さんにご協力いただきました。）

（訳文と注の作成は冨田恭彦研究室の山川

会と自然の複合システムを私たちが取り扱

システムからエコシステムに至るまで、社

像力の働きがとくに重要となるのが、経済

の発達障害から生じます。そこで、この想

復できる道徳的欠陥の多くは、この能力

弊を免れることができるという点です。修

る言明とその文脈といった脈絡を見落とす

考えるばあい、それらに関係する脈絡 た
―
とえば、子供と家族、日の出と太陽系、あ

慮は、物事、出来事、概念、人間について

想像力の存在によって、私たちの道徳的思

ら生まれるものです。想像力が持つ実践的

（４）

ンを含むという意味で、本質的に想像力か

に心のなかで形づくられるシミュレーショ

用という、より広範な領域に焦点をあてて

「エコロジカルな想像力」

ヴァーモントの湖

今回、サバティカルで京都に来るまで、
私は、グリーンマウンテン大学で最大の学

41

（２ ）アメリカでは、大統領
選挙の際に、民主党が勝利し
た州を青く、共和党が勝利し
た州を赤く色分けした地図を
用いた報道がなされる。

（３ ） John Dewey and Moral
Imagination: Pragmatism in
Ethics (Indiana University
Press, 2003).

（４）「道徳的思慮」の原語は、
“ moral deliberation
”である。
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「他者」と出会う／
「偶然性」にさらされる

松嶋

健（まつしま

たけし）

一九六九年、大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期
課程研究指導認定退学。現在、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科研究員。専攻は人類学。イタリアで、精神病院廃止後の地域におけ
る精神医療実践について、相互行為の観点から人類学的研究をおこなって
いる。著書に『医療環境を変える』（共著、京都大学学術出版会 二〇〇八

の広場からは目抜き通りがのびている。毎日

心」がある。そこには広場があり、そしてこ

古くからあるイタリアの街には必ず「中

なりの人と馴染みになるわけである。

同じ街に住んでいれば、通りを歩いているか

偶然の出会いの装置があるおかげで、二年も

が広がっていくこともよくある。このような

と出会い、友達の友達という具合に人間関係

いる「狂人」たちについて語るのだった。

なあ。」といった具合に、街の誰もが知って

年）がある。

夕方になるとこの通りを散策する、という習

暖かい季節になるとこの目抜き通りにもテー

を引き返す、ということを何度も繰り返す。

笑したりしながら端まで来るとまた同じ通り

ピングをしたり、バールで一杯やったり、談

ではないので、
思い思いにウィンドウ・ショッ

くっている。これらの通りはさほど長いもの

見るとどうやら「説教」をしているらしい。

小脇に聖書らしきものを抱えているところを

われている男の叫ぶ内容はわからなかったが、

ジャージの上下を着て、顔の半分が髭におお

人の男が突然大声で叫び出したのだ。黒い

を歩いていると、少し離れて歩いていた一

い頃、こんなことがあった。日中目抜き通り

とある地方都市に住みはじめてまだ間もな

うドメニコだ。そこでは湯治客がドメニコの

主人公アンドレイがトスカーナの温泉で出会

スタルジア』の登場人物と二重写しになった。

人々に説教するその姿は、私の中で映画『ノ

に歌うかのような時もあった。大聖堂の前で

で黙示録的なものが多かったが、時には静か

の説教に出くわした。それはたいがい攻撃的

ジにはユヴェントスのマークが入っていた）

に注意して見てみると、彼が着ているジャー

その後も度々私はユヴェンティーノ（確か

精神病者が「地域」に出るということ

慣がとりわけ地方都市の生活リズムを形づ

ブルが並べられるので、ワインでも飲みなが

その「説教」は何かを糾弾するような激しい
友人にこの話をすると、「ああ、ユヴェン

「どうしてみんな彼のことを笑うのかしら。」

（３）

ら行き交う人々を眺めているだけでも実に楽

調子のものだった。
ティーノね」と彼を知っているようだった

だがそこはまた「出会い」の場でもある。

しい。そこは文字通りの劇場だからである。
つまり、「偶然性」にさらされる場でもある

のでよく聞いてみると、「この街には何人か、

噂話に興じている。
ということだ。そこで

に閉じこもったからさ。世界の終末を待つた

ばったり出会うことも

先を知らなかった人と

たり、あるいは連絡

と連絡をしていなかっ

ジスタラジオ”ってのもいたな。ひょろひょ

りを行ったり来たりしてるよ。あと“トラン

持って見えない馬に鞭をくれながら目抜き通

から足先まで完璧に馬術家の格好をし、鞭を

だろ、それから“曲馬師”ってのもいる。頭

「何が嫉妬だよ！ ありゃ気違い（

逃げちゃったけどね。」

結局奥さんと子供は彼をおいてジェノヴァに

「いや嫉妬さ。奴はずっと嫉妬深かったんだ。

「宗教的危機だったって皆言ってるわ。
」

めにね。
」

（１）

は誰に見られるかわか

）」
matto
がいるのさ。彼は“預言者ユヴェンティーノ”

あれば、逆に会いたく

ろで背が高くて髭を生やしてて。いつもでっ

だ、単にそれだけのことさ。
」

「そりゃ奴が数年前、家族と一緒に七年も家

街のシンボルとでも言うべき「狂人（

ない人に出会ってし

かいトランジスタラジオを肩に抱えて、大音

この会話を聞いたアンドレイは通訳に言う。

（２）

らないし、誰に出会う

まったりもするだろう。

量で鳴らしながら歩いてたけど、最近見ない

）
matto
自分の連れが別の友人

かもわからない。ずっ

写真１ 地方都市の目抜き通り（著者撮影）
イタリアの地方の中小都市の「中心」にある典
型的な目抜き通り。夏なので道の中央にテーブル
と椅子が出ている。一番奥にあるのが教会で、そ
の前に広場がある。

健

TAKESHI MATSUSHIMA

松嶋
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（ ） イ タ リ ア の サ ッ カ ー・
リーグのチーム、ユヴェントス
のサポーターという意味。
（ ）イタリア語で「狂人」を
表 わ す 語 に は 、 matto, pazzo,
など
folle, demente, forsennato
様々な表現があり、それぞれ
ニュアンスの違いがあって日本
語に翻訳するのは難しいが、こ
こではひとまず「狂人」として
おく。ただし、ここでの彼の言
葉にはユーモアと愛情のニュア
ンスが含まれているだろう。
（ ）“ Nostalghia
”（ 1983
）。 ロ
シアの映画監督アンドレイ・タ
ルコフスキーが、ソ連から亡命
した後、イタリアで撮った作品。
ロシアの詩人アンドレイが通訳
のエウジェニアと、一八世紀に
イタリアを放浪したロシア人音
楽家の足跡をたどる旅をしてい
る。共同脚本としてイタリアの
詩人で小説家のトニーノ・グ
エッラが参加している。
（ ）一九七八年五月制定の
通称バザーリア法。イタリア
における精神医療改革運動を
その中心で担った精神科医フ
ラ ン コ ・ バ ザ ー リ ア （ Franco
︱ 1980
）に由来す
Basaglia1924
る。ちなみに昨年イタリアでは、
バザーリア法制定三〇周年を記
念して各地で様々な催しが行わ
れた。またバザーリアに捧げら
れた『第二の影』という映画も
製作され、今月封切られたとこ
ろである。さらにイタリア国営
テレビもバザーリアの人生を描
いたテレビ映画を現在撮影中で
ある。（二〇〇九年五月現在）
（ ）「 テ リ ト リ ー 」 の こ の よ う
な語法は、ジル・ドゥルーズと
フェリックス・ガタリの仕事に
触発されている。ドゥルーズ
＆ ガタリ『アンチ・オイディプ
ス』（宇野邦一訳 河出書房新社
二〇〇六）および『千のプラ
トー』（宇野邦一他訳 河出書房
新社 一九九四）を参照。ただ
し 邦 訳 で は 原 語 の territoire
は
「領土」と訳されているが、こ
こでは動きや関係の中で形成さ
れる「なわばり」という生態学
的な側面を強調するため、その
まま「テリトリー」としておく。
（ ） Carlo Manuali
（ 1931
︱
）。 イ タ リ ア の 精 神 科 医 。
1993
バザーリアと並んでイタリアの
精神医療改革に大きな寄与を果
たした。
（ ）店の人は無論ユヴェン
ティーノの本名を呼んだわけだ
が、ここでは仮名を使っている。

てほんとに持ってくることもあるんだけどね。

えると、パオロは風のように出て行った。

され、「狂気＝精神病」という等号が成立し

たいがいは持ってこないわね」「すると店のお

るから」
。店の人が、
「ええ、いいわよ」と応

てきた歴史を丹念に跡づけてきた。だがそこ

ごりですか？」「まあねえ、ちょこちょこと結

れゆえ狂気は病気ではない。ミシェル・フー
「なぜ彼のことを狂人（ pazzo
）だと言うの
だ、彼は狂人じゃない、信仰があるのだ。」

からさらに進んで今必要とされているのは、

コーは狂気が、精神医学の対象として病理化

「イタリアにはこういう狂人が大勢いるの。

実際に「他者」と共に生きるための術であろ

私が尋ねると

「そうねえ、ああ言って

精神病院を開放したけど、多くの家族は家に

パオロはこういう「行きつけ」の店を何軒

構な額になるんだけど、ま、仕方ないわね」。

︱

おくのを望まなかったから。それで彼らはま

名であり、「狂人」とは絶対的な「他者」に

う。「狂気」とは結局、絶対的な「差異」の別

が成立し、イタリア全土の公立精神病院の廃

一九八二年だが、その四年前に法律一八〇号

教だけしているのではなく、この街で生活し

にある。例えばユヴェンティーノにしても説

いられるのだろうか。その鍵は「生活の場」

だが絶対的な「他者」とどうすれば一緒に

分を支払っているのを見たし、別のバールで

うことである。ある時は居合わせた客が彼の

の人もまた巻き込まれ、同調してしまうとい

れは彼のテリトリーなのだ。面白いのは周囲

も持っていて基本的にただ食いしている。そ

止を決めたという事実がその背景にはある。

たでしょう。これとっといてよ」とお金を置

は、後に入ってきた客が、「今、パオロ来て

他ならないからである。

た自分の内に引きこもるしかなかったのよ。」
タルコフスキーがこの映画を撮影したのは

それは病院への隔離を中心とする精神医療制

ているのだ。あるとき私がバールでカフェを

（４）

度から、地域を中心とするいわゆる地域精神

飲んでいると、彼が一人で入ってきた。それ

的な相手は「他者」なのである。だがそれは

化」を対象にするとされてきたが、その具体

人類学は伝統的な「社会」や異なる「文
は？」「ミルク」「温める？」「ううん、そのまま

「チャオ、パオロ。

（７）

医療への制度の転換を意味していた。だが映

を見て店の人が尋ねる

いていく場面を目撃したこともある。
今日は何にする？」「そこのパニーノ」「飲み物
で」。パオロはカウンターに立ったまま、も

︱

院患者が病院から地域に出たとしても、そこ

画の中の会話からもわかるように、たとえ入

局彼らは自分の内に引きこもるしかなくなっ

に新たなテリトリーが形成されなければ、結

うことではない。その場所に実際に行き、
「他

「他者」を客観的な記述の対象にする、とい

あるその所以が露わになるのである。

の偶然性が煌めき、人間が「あいだの人」で

る。この、ふとしてしまう一瞬に我々の存在

共有することから様々な「ふと」が立ち上が

あることを示唆するからである。生活の場を

経験こそが、「自己」がそもそも「他者」で

なかったことをしている自分に気づくという

と」というのが大切だ。自分でも思ってもみ

だが別様に動き出すことがある。この「ふ

な行為の地平が開き、自己と「他者」のあい

何度も出くわす。そんな経験の中でふと新た

に「他者」に応答しなければならない場面に

者」と出会い生活の場を共有すると、具体的

のすごい勢いでパニーノを平らげ、グラスの
土
｢ 曜！ 土曜！ 土曜には全部持ってく

牛乳を一気飲みすると、右手を上げて叫んだ

︱

てしまう。日本語で
「地域」
や
「環境」とニュー
トラルに訳される語は、イタリア語ではテリ

（５）

ト リ ー （ territorio
）であって、政治的な含
意のみならず生態学的・動物行動学的な意味
を含んでいる。精神医療実践の人類学とは、
このような場に自らも身をおいて新たなテ
リトリーの生成に加わることで、人間と狂気、
病気と医療、場所や環境、制度といった事柄
について考え直すことを意味するのである。
「生活の場」としてのテリトリーから考える

狂気を理性の反対物とする考えは臆見であ
り、理性の方が狂気から生まれてくる。そう
（６）

考えたのは、カルロ・マヌアーリである。そ

写真２ ゴリツィア元県立精神病院（著者撮影）
イタリアにおける精神医療改革のそもそもの端緒
となった旧ユーゴ国境の町ゴリツィアの元精神病
院。現在はその一帯が、フランコ・バザーリア公
園になっている。

1

2

3

4

5

6

7
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試される「多文化共生社会」
吉富志津代

SHIZUYO YOSHITOMI

二〇〇九年は経済的不況の中で幕を開

吉富

志津代（よしとみ

しづよ）

一九五七年生まれ。兵庫県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士
後期課程終了。京都大学博士（人間・環境学）
。ＮＰＯ法人多言語センター

Ｆ Ａ Ｃ Ｉ Ｌ 理 事 長 。 震 災 時 の 多 言 語 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 局 「Ｆ Ｍ わ ぃ わ ぃ 」
の設立を機に、多言語環境の促進や青少年育成のための活動を切り口とし
て外国人コミュニティの自立支援活動に従事。著書に『多文化共生社会と

外国人コミュニティの力』（現代人文社、二〇〇八年一〇月）など。

と移行しＮＰＯ 法人制定へつながった。私

多岐にわたり、日常的な市民活動の定着へ

グローバリゼーションに伴う移民の増加

始め、同様の活動に携わるボランティアた

へのさまざまな支援活動のボランティアを

自身も日本語の理解の不十分な外国出身者

（３）

断には複雑なものがある。

支援なのか体の良い追い出し事業なのか判

などで働く派遣社員の多くが職を失ってい

いる外国人あるいは外国にルーツを持つ人

によって、さまざまな背景で日本に住んで

け、自動車工場などを中心に製造業の現場

が含まれ、一九九〇年の入管法一部改正に

が私の仕事となった。日本で生活する上で

ちのネットワークもできた。その後、これ

る。派遣社員の中には多くの外国人労働者

て年々増加の一途を辿り、地域住民が多様

困っている外国出身の住民が実に多様であ

は、国籍が日本、外国または無国籍も含め

ることとともに、立場の違う人たちの視点

を果たしてきた日系南米人の失職数は、特

社会に混乱が生じ、生活ニーズに応じた市

になってきた。この増加現象につれて地域

より、結果的に経済の調整弁のような役割

関がその支援策を講じている。市民による

に多い。この状況を重くみるさまざまな機

「Ｆ Ｍ わ ぃ わ ぃ 」 と し て 、 一 一 言 語 で 地 域

ジオ放送局は、現在もコミュニティ放送局

とも実感した。当時立ち上げた多言語のラ

は、私にとって新鮮で多くの発見があるこ
国人をとりまく社会の動きは、一部の運動

住民の発信を続けるための道具になってい

一九六〇年代からの日本における在日外

民活動も展開されている。

炊き出しや物資の寄付など日々の暮らしへ

家の活動から硬軟取り混ぜた市民活動の横

る。またその道具を使う多文化／多言語の

の対症療法的なものから、転職のための日
本語学習教室拡大や外国人向け各種資格取

の広がりへと移行していった。その延長線

な時に、外国人

住む人の権利が守られるべきだという指針

うやく国籍や文化背景に関係なく、そこに

化共生社会推進プログラム」を提言し、よ

翻訳／通訳のコーディネートをする「多言

五〇〇名の登録者を得て、二八言語対応の

活動を展開する市民団体も立ち上げた。約

（１）

得セミナーの実施、緊急雇用対策や帰国支

上に二〇〇六年三月には、総務省が「多文

（２）

「日本人でも大変

援事業などがそれである。しかし、一方で

のことどころで

（４）

はない」とか、「自

語 セ ン タ ーＦ Ａ Ｃ Ｉ Ｌ 」 や 、 外 国 に ル ー ツ

てくる。帰国支

うな声も聞こえ

言葉に置き換えられているだけのことも

でよく使われてきた「外国人支援」という

いなまま広がっているように思う。これま

さまざまな捉えられ方をしていて、あいま

この「多文化共生」という言葉は、実に

れ ら のＮ Ｐ Ｏ を グ ル ー プ 事 業 と し 、 全 体 の

ドキッズコミュニティ」などだ。現在はこ

を持つ子どもたちをサポートする「ワール

あのとき、ベトナム出身の人たちは、ガ

髪の、よくコンビニの前でたむろしていた

レキの中から多くのけが人を運び出し、茶

中学生は、バケツに水を入れてお年寄りの

クローズアップされたが、私たちはこの大
震災によって、多くの大切なことに気づか

ところに運んで感謝された。いずれも日常

多々ある。この言葉は阪神・淡路大震災で
ての再入国が認

された。それを機に展開された救援活動は

するが、その条

められないとし、

件に定住者とし

いい」というよ

援事業は、帰国

マネージメント責任者を担っている。
費用を国が負担

分の国に帰れば

が国レベルで示された。

2008年4月27日に神戸のメリケン波止場で開催され
たブラジル移住100周年記念イベント
（関西ブラジル人コミュニティ主催）
写真1
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（１ ）厚生労働省「日系人
に対する機動的な雇用対策
について」
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/koyou/gaikokujin15
/index.html, 2009.4.08
（２ ）厚生労働省「日系人
離職者に対する帰国支援事
業の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/
houdou/2009/03/h0331-10.
html, 2009.4.08
（３ ） 毎 日 新 聞 四 月 二 五 日
付け記事

の中では、

的な生活
て 、「 多 数 者 」 だ け に 有 利 な も の に な っ て

「ルール」が、多数決という原理を盾にとっ

がより住みやすくなることをめざす意識も

ことによって、私たちが住むこの地域社会

在しないのだと思う。どこかで誰かが我慢

スが与えられ、その結果、その「常識」の

の意見に耳を傾けることで熟考するチャン

いる「常識」について、違う視点の少数者

多様性を重視し、自分が思い込まされて

高まっていく。

することも必要だと思う。しかし、それを

良さがもっとわかることも、変えた方がよ

完璧な「ルール」というものはたぶん存

いないだろうか。

情報に疎

学校を停

いつも考え直すというプロセスがあって初

かったり、

学になっ

めて、多様な人たちのことがお互いに理解

害の有無に関わらず、どんな人も、その状

ていたり、

況で自分に発揮できる力を出して確かに助

社会から

その地域における「住民自治」の高まりを

いと気づくこともある。それは社会がより

感じることができた。地震という不幸な自

が常識だと思い込んでいる範囲でできあ

け合ったのである。それまでは、自分たち

でき共感できるのではないか。最初は外国

たり切り捨てられたりした経験をもつ「少

然災害で誰もが被災者という立場になって

がった「ルール」に安住し、それをもとに

何らかの

数者」と言われる人たちである。

助け合ったとき、そこには国籍や民族や出

人を排除してきたのかもしれない。

大変な状況では、出自や年齢や性別や障

「 ル ー ル 」 と い う 、「 多 数 者 」 だ け で 決

身を越えた連帯感があった。新しくこの

「多文化共生社会」とは、さまざまな個

豊かになり成熟していくことに他ならない。

めた目に見えない権威によって、それがあ

社会で暮らし始めた人達は、言葉や習慣

性をもつ人たちが一緒に安心して暮らせる

人支援だと思っていた私だが、年数を重ね

たかも社会の中で絶対的なことであるかの

の違いによって当然ハンディがあり、そこ

るにつれて、逆に私自身多くのことを学び、

のように人を縛り、その枠に入らない人た

をサポートする必要はあるけれど、その人

理由で、

ちを非難する。その「ルール」を決める時

ざしていくプロセスにおいて、少しずつ成

社会、混乱や面倒なことも覚悟しながらめ

排除され

にすべての人の意見をきちんと取り入れた

から新しい情報を得ることもできるし、そ

達とコミュニケーションがとれれば、彼ら

たいのならこの「ルール」を守れ、守れな

だから、ここが「会社」だから、そこにい

なく双方向のものである。さまざまな背景

できる。その関係は、決して一方通行では

の能力をこの社会で発揮してもらうことも

て阻まれることのない社会︱︱のことなの

る人としての基本的権利が国籍などによっ

択された「世界人権宣言」にうたわれてい

︱︱すなわち、一九四八年に国連総会で採

熟していく、民主的で人権の守られた社会

ここが「日本」だから、ここが「学校」

のかどうか考えることなしに、である。

いなら出て行け、と。そのため少数者たち

や理由で
社会に暮

ケーショ

コミュニ

双方向の

人たちと

た多様な

いる。

に日本でもその可能性が試されようとして

をかけたプロセスが不可欠である。今まさ

れば難しくもある気の遠くなるような時間

を認め合い調整するためには、楽しくもあ

社会において自然なことである。この違い

相互に相容れない多様な価値観の存在は、

ンをとる

らし始め

だ、と私は思う。

同じ地域

は、とびきり頑張っている一握りの人以外
は、活躍するチャンスがなかった。
もちろん社会の秩序を保ち、多くの人間
が 協 調 し て 暮 ら す 社 会 で は 、「 ル ー ル 」 を
作ることは大切なことである。しかし、地
域社会にこんなにいろいろな人が住んでい
るのに、私たちは機能性のみを重視しして
はいないだろうか。「少数者」ひとりひとり
の意見や考えを公平に聞いたてできた心の
こもった「ルール」になっているだろうか。

写真3 南米出身の子どもたちのためのス
ペイン語母語教室（2008年、ひょうごラテ
ンコミュニティの活動）

http://mainichi.jp/photo/
archive/news/2009/04/
25/20090425k0000e040006
000c.html20, 2009.4.28
（４ ）総務省報道資料「多
文化共生社会推進プログラ
ム」
http://www.soumu.go.jp/
menu_news/s-news/2006/
060307_2.html, 2009.4.08

写真2 「FMわぃわぃ」のスペイン語番組収録
（2005年）
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死をめぐる知恵をもとめて

MIYUKI ITO

井藤美由紀
「涙そうそう」「千の風になって」「殯の森」
「 お く り び と 」。 こ れ ら は い ず れ も 、 こ こ

井藤

美由紀（いとう

みゆき）

ある。爽秋会が二〇〇八年に自宅で看取っ

二〇〇九年）
。

一九六六年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課
程在籍。専門分野は、臨床心理学・宗教民俗学。「死別の悲しみとその彼
方」（清水哲郎監修／岡部健・竹之内裕文編『どう生きどう死ぬか─現場か

た患者さんの数は、計二八八名。福祉施設

ら考える死生学』弓箭書院

結果が発表されている。

三〇年後には一七〇万人近くなるとの推定

ろをつかんだ歌や映画である。かけがえの

ケアを提供する体制に方向転換しはじめて

で暮らす人々に、通院や訪問看護で医療や

施す従来の体制から、住み慣れた地域や家

病院の中に患者を囲い込み集中的に治療を

診された。家族の死と向き合った方々のお

へのインタビュー調査を手伝わないかと打

爽秋会から、ご家族を自宅で看取った方々

爽秋会の看取り数は群を抜いている。その

ホスピスが全国で数施設に過ぎない状況下、

る。年間看取り数が一〇〇名を越える在宅

で看取った方を加えると、三〇〇名を越え

ない人の死をどう受けとめれば、悲しみの

いる。私達は、いつのまにか身につけてい

話しがうかがえる。彼らの経験談は、経験

こうした状況を見越して、医療政策は、

中にあっても明るさや希望が見出せるのか。

た「病院で死ぬのが普通だ」という固定観

知を持たない者にとって得難い知恵となる

一〇年の間に発表され、多くの人々のここ

近年日本では、その答えを求めることが社

念を、捨てなければならない時期に来てい

死をめぐる問題

会現象のようになっている。

る。死に逝く人々が、早晩、家庭や地域の

のではないか。そう思った私は快諾し、平

が徐々に増え、三〇年後には逆転する。さ

く変化してゆき、病院で亡くなる人の割合

向きになるにつれ、人々の生活様式は大き

すればこころの平安を保ったまま、死を迎

る不安は確実に存在感を増している。どう

響力の実情を知らない。知らないが、漠た

生きてきた大半の人々は、死のもたらす影

が、還暦を迎える時代である。死と無縁で

桜だけではない。川沿いの空き地には、黄

種類の桜が次々と咲きほこる。美しいのは

種類が何十種類とあり、いたる所で様々な

宮城は、桜の季節だった。こちらは桜の

成二〇年四月、仙台空港に降り立った。

らに三〇余年後の今では、八割以上の人が

えられるのか。今やその問題は当事者だけ

だが、戦争を知らずに育った団塊の世代

中に戻ってくることになるだろう。

昭和二六年、日本では八割以上の人が自

病院で亡くなる。いつのまにか死は、日

ではなく、当事者を取り巻く家族や地域社

宅で亡くなっていた。しかし日本経済が上

常生活の場から隔離され、

スノーフレークが、輝きを一身にまとうよ

水仙やチューリップ、オオイヌノフグリや

呼び覚まされた季節感

病院の中で迎えるものに

方や、この国の将来に関わる問題にまでつ

会にまで波及し、ひいては国家全体の在り
一方、超高齢社会と

雪柳がここぞとばかりに咲き乱れていた。

うに花開き、目を上げると、レンギョウや
そんなことを考えていた時、宮城県にあ

なった日本の年間死亡者
数は、今後数十年に渡り

から浮かび上がって見えた。その鮮烈な印

どの花の色も凝縮されたように濃く、背景

象は、「北国の春」という言葉が含み持つ

爽秋会は、自宅を療養の場として選んだ終
末期の患者さんとご家族の思いを尊重し、

意味合いを、はじめて私に実感させた。

る爽秋会から思いがけない話が舞い込んだ。
〇万人を超えた年間死亡

緩和医療やケアを提供する在宅ホスピスで

著しく増加する。平成一

者数は毎年増加し続け、

七年、五七年ぶりに一〇

ながっているように思われるのだが。

なった。
カタクリの花
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一輪草
レースのような枝を広げる新緑

花々の競演に目が馴染んできた頃、新緑

淡い色合いの細い葉っぱをつけた枝が伸び

知っていた新緑とは、全く違うものだった。

まにはこういう日もあるのだろう」と鷹揚

うことを確認し、焦りが消えると、私も「た

なかったかのようだ。予定の時間に間に合

私は驚いたが、周囲の人達はまるで何事も

えたことはあまりにも悲しい現実だが、娘

に侵された娘さんが、痛ましい最期を迎

けてくださった方と出会った時だ。病魔

娘さんのことを、笑顔でとめどなく話し続

開口一番そう言うと、二二歳で亡くなった

「私、良ちゃんのこと、話したかったの」。

い込みらしいと、途中で気づいた。

伸びと腕を広げる樹を見上げると、空一杯

さんへの募る想いを話せることは、この方

刻表など何の役にも立たないではないか。

に三本しかない電車が二〇分遅れたら、時

に繊細なレースを広げているように見えた。

風で二〇分遅れたのは、その日だけではな

に構えることにした。ところが電車が強

にとってこの上ない喜びだった。もちろん、

の季節がやってきた。それは、今まで私が

め、少し引いて見ると、様々な模様のレー

色々な種類の樹々が混在して生えているた

かった。いやに頻繁に遅れるのである。

ので、丸裸の状態の枝から芽が吹いて若葉

東北では、秋にほとんどの樹が葉を落とす

えてくれた。さらに、秋田に向う新幹線は、

で遅れるっていうのも、ありますよ」と教

たら、大笑いして「秋になったら、落ち葉

このことを地元の人に「驚いた」と話し

さった方もおられた。動機は様々だが、結

余し、とにかく会ってみようと連絡を下

けではない。混乱したままの気持ちを持て

そういう方ばかりが協力してくださったわ

スが微妙に色合いを変えながら重なりあう。

を広げる、その過程をゆっくりと味わえる

こちらでは、人間の都合よりも自然の

察知すると、そっとしておこうとする。死

往々にして私達は、他者の悲嘆の深さを

果から言えば、予定の時間を超過してもま

力の方が勝っている。それは電車の運行

や、ましてや複雑な思いは、自分ひとりの

別後数年もたてば、本人も亡き人への思慕

だ話し足りないという方がほとんどだった。

草花に目が奪われた。そのうちに生活の

ダイヤに関してのみ見られる現象ではない。

ることがあると聞いた。

ペースが整うと、店先に並ぶ地元産の食

「自然の力に抗っても仕方ないでしょう？」

「線路内に鹿が入った」という理由で遅れ

のである。
関西とは植生が違うせいだろう。最初は

材にひかれはじめた。きっかけは米である。

庭先の花壇や生垣に、次いで野山の樹々や

米のおいしさに感激し、気づいた。ここは

胸の内に仕舞ってしまいがちだ。しかし、

透した近代社会特有の現象だとの指摘があ

近年の死別研究では、それは個人主義が浸
にして、こちらの人々の暮らしは営まれて

たっても、亡き人にまつわる思い出を語る

る。実際、私は今回の調査で、死別後数年

地元の人達と色々な話をしているうちに、

いるような気がしてきた。死も自然の営み

ために他者の存在を必要とする人が、ある

あえて言葉にすれば、そういう感覚を土台

も近くにある。食材は、市場に出回るもの

の一部である。この地で人生の最後を自宅

程度おられることを知った。

れると、田んぼの広がる地域が続く。漁港
が全てではない。今年の春は、たらの芽、

で過ごせる人が多いのは、こういった土地

農作物の一大産地なのだ。仙台から少し離

こごみ、うるい、しどけ等、山菜の味も覚

柄と無縁ではないだろう。

宮城に来て間もないある日、最寄の駅で

施した。当初私は、辛いことを思い出させ

過し、調査依頼に積極的に応じた遺族に実

の役に立つことを願いつつ。

ゆく。先人の歩んだ足跡が、少しでも誰か

き取った数々の経験談を整理し、発信して

て死と向き合ったのか。まもなく私は、聴

ご家族を看取った方々が、どのようにし

えた。
この地には、
目まぐるしく移り変わっ

死をめぐる知恵の継承

てゆくけれど、円環を描く四季の営みに支
えられた暮らしが生きている。

電車を待っていると、強風のために徐行運

て申し訳ないという気持ちで調査に臨んで

インタビュー調査は、死別後二年以上経

転をしているので、二〇分遅れで前の駅を

いたが、どうやらそれはこちらの勝手な思

自然現象には自然体で

出た、というアナウンスが流れた。一時間

櫻井正 一 郎 ＝ 著

みすず 書 房

金城盛紀（神戸女学院大学名誉教授）

評者・

イギリスそのとき］
――
定価三八〇〇円＋税

にもなるであろう。

にした業績は、おそらく歴史学に対する貢献

英文学研究の成果が発揮されているという

開する筆致に、私は、櫻井氏の長年にわたる

年イングランド西南部エクスター近くの農

まで目を向け、見事な作品としての構造をも

及し、文体や修辞を論じ、話者の振る舞いに

る。シェイクスピア劇の名演説や劇中劇に言

歴史主義にいたる批評手法が総合されてい

家で生まれ、一六一八年ウエストミンスター

つ「説得、誘導、煽動」を目的としたスピー

思いがする。ニュー・クリティシズムから新

で処刑された。ローリーの伝記は英米では四

チの実体を解明している。美的な価値まで見

本書は序章と五つの章で構成されている。

〇冊以上もある。一次資料も多い。彼は二六

序章はローリーの生涯を概観する。一五五四

歳で宮廷に出仕し、エルザベス女王のお気に

出している。『結句有情 ――
英国ルネサンス
期ソネット論』などの著者が、なぜローリー

ローリーの命取りになったが、辞世の演説は

とを、櫻井氏は力説している。本国の先人た

頁

召されて、出世街道を突き進んだ。近衛隊長

論をと、いぶかるかもしれない読者は、ここ

成功した。断頭台上の慣習に形式的には従い

ローリーの演説は四五分間に及んだ。名演

著者は虚像の土台となった現地まで踏査し

ちが気づかなかった実像に迫るために、この

二〇〇八年三月 二六五＋

に任命され、北米ヴァージニアと南米ギアナ

ン嫌いの本性を発揮した。国会議員にも選ば

ながら、国王の弥栄を祈ったのではなく、神

ギアナでの黄金獲得の遠征は失敗に帰し、

まで読み進めば、納得するであろう。

（ヴェネズエラ）
、そしてアイルランドへの植
民、さらに私掠にも精出した。スペインの要

れた。ジェイムズ王の下、陰謀事件に連座さ

を盾にして自分の正当性を主張し王権への

港町カディスやアゾレス諸島遠征でスペイ

せられてロンドン塔に一三年間投獄された。

反抗をしたのであった。櫻井氏はここにこの

大作『世界の歴史』はその時の収穫だ。
第一章「 最後の旅 」、第二章「 ロンドン

ローリー崇拝の原因となり支えとなった

演説のもつ近代史への意義を指摘している。

サー・ルイス・スタックリーが、国王のかわ

塔」
、第三章「断首」
、第四章「処刑のあと」
、
巻はやはり第三章である。黄金獲得のためギ

の容疑で逮捕され、死刑は免れたが孤島で狂

りに憎悪の対象となった。彼はコイン偽造

第五章「スタックリー」と続くが、本書の圧
アナへ一四艘の船団を連ねて出発した植民

説である。その演説は直接聞いた人々によっ

死したとされた。通説になった悪者像はロー

事業は失敗に帰し、フランスへの逃亡もまま

本書は、
「ローリーの生涯はとに角面白い」

て書き留められたが、手稿三二篇が現存して

リーの英雄化と表裏になった虚像であるこ

と始まる。ローリーの生涯だけでなく、この

いるそうである。

ならず、ローリーは死刑囚としてロンドン塔
サー・ウォルター・ローリーはエリザベス

男の生きた初期近代のイギリスまで、櫻井氏

に収監された。そして公開断首となる。
女王の寵を得た宮廷人で、北米などの植民

はより面白くする。王権主義の下、覇権の拡

い者が、文学研究者として尊敬してきた櫻

て処刑された。この程度のことしか知らな

の中で寵愛された有能な廷臣が活躍し、また

大、スペインとの敵対あるいは友好関係、そ

で参考にして、カンタベリー寺院の司祭に

櫻井氏は一九七四年に発見されたメモま

次資料はもとより膨大な先行研究や伝記に

よる周到な現地調査による裏付けである。一

アナから帰国したあとの足跡も含め、著者に

当たるだけでなく、真実を追及する筆者の情

論を急転させ、死刑囚を崇拝される「聖者」

熱と行動力には頭が下がる。登場人物の実像

よる手稿に準拠して訳出し掲載している。世

解明の姿勢は「イギリスそのとき」の実像

時代である。断頭台で、ローリーは準備して

に逆転したこの最後の言葉を吟味し、その意

に迫るものであることは言うまでもない。

翻弄され、最後は衆人環視のもと断首された

文学者としての著者の物ち味が存分に発揮

義を明らかにしたのが本書の中核であり、英

井正一郎氏が渾身の力を込めて世に問う著

ローリーが行ったこの演説の分析と解明

いた演説を行った。
は、本書の中核であり英文学への貢献であ

う。しかし、その「あとがき」にあるように、
本書が研究者を超えて「広い層の読者に向

る。また、このスピーチに新しく光を当て、
歴史に名を残したローリーの実像を明らか

ジェネラル リーダー

は 一 般 読 者 の一人としての評である。

スピーチを「作品」と捉え、作品論を展

されている。

やすい文体や体裁からも明らかである。以下

けられて」書かれた書物であることは、読み

作についてコメントをする資格はないと思

ている。本書の特色の一つは、ローリーがギ

した探検家だが、ジェイムズ一世王によっ

活動に従事し、ジャガイモやタバコを導入

xi

［最後のウォルター・ローリー
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吉富志 津 代 ＝ 著

窪田好男（ 京都府立大学公共政策学部准教授）

評者・

［多文化共生社会と外国人コミュニティの力
ゲットー化しない自助組織は存在するのか？］
―
施策を提言しようとしている。

にそのプロセスを促進するための具体的

自助組織の形成プロセスを解明し、さら

て得た実践知によって明らかにした上で、

泉町の事例をもって語られるように、受

し、本書第二章第五節において群馬県大

ずと外国人自助組織は形成される。しか

からの移民が地域で一定数を超えると自

助組織はゲットー化し、地域と対立的な

応が行われなければ、そうした外国人自

関係に陥る危険をはらんでいる。そうし

け入れ国側の行政や地域による適切な対

た事態を避け、移民の権利を保障し、地

本書の第三章では、著者が活動地域と

さまざまであるものの、日本では、華僑

自助組織が紹介される。そして、理由は

域に効用をもたらすために、行政は何を

答があり得るところではあるが、著者は、

つかという問題について、さまざまな解

多文化共生社会がどのような意味を持

する「納得いかない」という気持ちが本

ら、その取り上げられ方、分析内容に対

取り上げられてきたという。しかしなが

の研究者の研究対象となり、事例として

ニークなものであり、長年にわたり多く

本書は著者の博士論文に一部加筆した

に入管法が改正されて日系南米人が来日

行われる。しかし実際には、一九九〇年

付与は条件に適合する場合のみ限定的に

イベントのプロデュースなど多彩な活動

他文化託児所、翻訳・通訳事業、他文化

じめ、情報誌の発行、医療翻訳サービス、

ジオ放送局「ＦＭわぃわぃ」の運営をは

きっかけに、外国人向けコミュニティラ

著者は一九九五年の阪神淡路大震災を

待されている。こうした観点からも本書

公共政策を提言することが推奨され、期

ではく、社会のさまざまな立場の人々が

共政策学においても、政治家や官僚だけ

うことは貴重な試みである。

化とそれに基づく政策提言を試みるとい

学問的に振り返り、暗黙の実践知の明文

定価二〇〇〇円＋税

や韓国・朝鮮人のような旧渡日外国人で

すべきかが提言されるのである。公設民

する兵庫県を事例に、いくつかの外国人

あっても、日系南米人に代表される新渡

営の特定非営利活動法人や財団法人など

が、コミュニケーション事業やコーディ

必要であったと結論される。第三節で特

ネート事業や災害時対応事業などを行う

日外国人であっても、外国人自助組織が

ジル人コミュニティ」の形成プロセスは、

に大きく取り上げられている「関西ブラ

べきことが提言される。

まず移民の人権・市民権の観点から多文

著者が取り組んできた実践活動はユ

著者と著者に近い人物が関わったもので

化共生社会を擁護するのであるが、第四

さておくとしても、長年にわたり実践に

書を執筆した動機であるという。それは

あり、特に興味深い事例となっている。

章では、移民を受け入れる社会にとって

ものであり、移民の増加、その中でも定

を行っている。そうした活動を紹介し、

の試みは評価されるべきだろう。ただし、

取り組んできた実務家が、自らの活動を

の効用の観点からも多文化共生社会を肯

住外国人が増加することによって多文化

するようになって以降、滞在が長期化し、

コミュニティビジネスとして成立してい

定する。

社会へと変化しつつある日本社会が、多

事実上の定住型移民となっている人々が

ることをリポートすることにより、移民

者数は約二一五万人であり、その内訳は、

一員としてスムーズに共生状態に移行す

本で、新たに渡日した外国人が、社会の

本書は、そうした状況にある現代の日

ことを主張している。

のみならず、地域に望ましい結果を生む

との共生が単に権利によって求められる

文化することに的を絞った方が本書の価

実践経験を通じて蓄積された暗黙知を明

筆者自身が関わった活動に対象を限定し、

近年成長しつつある学問分野である公

文化共生社会として成立する方策を探求

多数存在する。

約八七万人が永住者で約一二八万人が非

目的として様々な活動を行う移民団体）

るには、外国人自助組織（自助・互助を

民団体活動家としての豊富な経験を通じ

が果たす役割が大きいことを、著者の市

提案が試みられている。ある国や地域

センター』構想へ」では、具体的な施策

やや残念である。

値は一層高まったと思われる。その点が

永住者である。日本は原則として、外国
することは行っていない。定住型の移民

本 書 の 終 章 「『 多 文 化 コ ミ ュ ニ テ ィ・

人を入国の段階で永住者として在留許可
を受け入れていないのである。永住権の

二〇〇七年末現在、日本の外国人登録

しようとするものである。

二〇〇八年一〇月 一八五頁

現代人 文 社
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河崎

靖＝著

［ドイツ方言学

評 50

髙橋輝和（岡山大学名誉教授）

評者・

れを手にした学生達の中から将来、更なる

言（ベルリン方言・フランク方言・シュ

ず方言群としてのゲルマン諸語が通時的な

ヴァーベン方言・バイエルン方言・リプ

観点から考察され、次にドイツ語の主要方

アーリ方言・ザクセン方言・平地ドイツ方

専門家が生まれる切っ掛けになることを期
ドイツ語の方言学を扱う和書としては五

待したい。
〇余年前に出た田中泰三著『ドイツ方言』

常語の現状から近未来の標準語の部分的な

においては近年、ゲルマン語学やドイツ語

後早くも二年で完結したことになる。日本

である」（一〇七頁）と説かれて、
「標準語

日常語の発展傾向を理解するためにも有効

されている言語の規則性を認識し、今日の

超地域語とは」ではまず「方言の研究は話

第二章「方言学の方法論、方言を超えた

る、まずもってスウェーデン人のために出

中でしばしば言説や図版が引用されてい

れることを期待している。それは、本書の

の『ドイツ語の歴史』なる専門書が執筆さ

来には河崎氏の手によってまとまった形

に取り上げられてはいるものの、近い将

こ
―とばの日常に迫る］

姿を予測できるのではないかと考えている。

に理解・説明しようとすれば通時的な視点

ただけに、この度の三部作の完成によって

学の新しい解説書の必要性が痛感されてい

と方言のいわば中間段階を見定め、それを

版された Astrid Stedje: Deutsch gestern und

定価二三〇〇円＋税

の一員になりつつある brauchen
の形態・意
味・用法・統語法を考察した経験から、話

評者はかつて、いわゆる「話法の助動詞」

言）の特徴が個別に詳述される。

し言葉としての方言や日常語の現在の発展

ものであり、しかも新書版で七八頁の小著

（郁文堂一九五六年）がこれまでは唯一の

分に補足する新しい情報、とりわけ多数の

傾向が書き言葉としての標準語の将来の発

であったが、今回の河崎著は田中著を十二
図版やコラムが掲載されていて、専門家に

第一章「ドイツ語の諸方言」では「ドイツ

展に反映され得ると、換言すれば方言や日

とっても便利な好著と言えよう。

語を学ぶ者にとって方言は、ほとんどいつ

このような意味でも方言研究の重要性を強

本書の主要部は三章から構成されている。

も意識せざるを得ないテーマである」（三六

調する著者に賛意を表したい。
ツ語に二分され、さらに高地ドイツ語が中

が必要になってくる」（一三頁）
、
「言語を歴

本書では「今日あることばの姿を十二分

頁）ことが前提とされて、まずドイツ語方

部ドイツ語と上部ドイツ語に二分されて、

語を深く理解することである」（一五頁）と

史的に捉えるということは、すなわち現代

言の地理的諸相が低地ドイツ語と高地ドイ

それぞれのグループに属する具体的な方言

本書は、同一の出版社から出ている『ゲ

この分野への関心が再び日本で高まり、か

確定しようとする作業が方言学の今日的課

力説されていて、ドイツ語方言の歴史が

ルマン語学への招待 ヨ
―ーロッパ言語文化
史入門（二〇〇六年）と『ドイツ語学への

つての相良守峯著『ドイツ語学概論』（博友

題である」（一〇九頁）と説明される。

のように、またか
Sprachkunde(Lund 1979)
つての山田孝三郎著『ドイツ語発達史』（大

次にドイツ語諸方言の有り様が音論・形

の特色が概観される。

誘い ドイツ語の時間的・空間的拡がり』
―
（二〇〇七年）に続くものであって、
「ドイ

社一九六五年）や塩谷饒著『ドイツ語学入

立ち遅れていた分野が統語論であったこと

著『ドイツ語史』（大学書林、第一版一九六

学書林、第一版一九三五年）や小島公一郎

取り上げられており、既に『ゲルマン語

ツ語を中心としゲルマン語の世界を視野に

門』（大学書林一九六七年）
、
『ドイツ語の諸

から、幾多の事例に基づく対照方言統語論

態論・統語論・意味論・語彙論の各レベル

収めながら、方言のあり方の体系性を明ら

相』（大学書林一九八八年）
、浜崎長寿著『ゲ

が展開される。これは本書の中で専門家に

おいてもドイツ語の歴史的な展開が部分的

かにし……語史的に全体像をつかんだ後、

ルマン語の話』（大学書林一九七六年）
、下

最も興味のある部分である。

学への招待』や『ドイツ語学への誘い』に

言語体系の普遍的な法則性を探るべく、言

宮忠雄編『ゲルマン語読本』（大学書林一九

で説明され、その後、特別にスイスとオー

語学の種々の方法論を用いて言語変化のメ

九五年）
、
『ドイツ・ゲルマン文献学小事典』

ストリアのドイツ語の特徴が記述される。

カニズムを考究する」（一六頁）ことを目的

第三章「ドイツ語の主要方言」では、ま

のためのドイツ語史であって欲しいと思う。

四年）以上に、日本人の視点による日本人

heute. Einführung in Sprachgeschichte und

にしている。この第三部によってゲルマン

（同学社一九九五年）の諸書と同様に、こ

次に、これまでの方言研究において最も

語学とドイツ語学への案内が第一部の出版
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現代書 館

書

岡

真理＝著

成彦（立命館大学教授）

とき、文学は何の役に立つのか」という

半世紀前にサルトルが問うた問いを継承

「アフリカで子どもが飢えて死んでいる

する。そして、小説の無能さは、悲惨を

れを支持した。そして、ユダヤ教徒の静
家によって、イスラエル国防軍によって

かな祈りと声（＝票）は、イスラエル国
聞き届けられ、媒介される。

前にした祈りの無能さとかぎりなく近い

バル化の時代には破綻を運命づけられて

祖国だとか、国民国家だとか、グロー

の夢のなかから歴史学や地域研究がすく

西

評者・

［アラブ、祈りとしての文学］
それではイスラエルの建国によって土

の地でもがきつづけてきた。抵抗の戦士

この六〇年間、ひとびとはパレスチナ

という皮肉な現実を発見する。

たちだけではない。イスラエル国防軍の

の歩みを厳しく問い直す文学が、良心的

いるかのような標語が、イスラエル／パ

いとるのは、どうしても両陣営において

定価二八〇〇円＋税

地を追われた先住アラブ人たちの夢と
一」以降、秩序維持的な暴力に対して暴

攻勢を前にして泣き叫ぶ幼児を黙らせよ

「九・一

力をもって応じる対抗暴力は、やみくも

祈りとはどのようなものか？

に破壊的な「テロ」の名で呼び習わされ、

ぶさる力をふりほどこうとする幼児のも

うとする母親のもがき、母親のおおいか

がき、それらもまた命あるものの抵抗だ。

アラブ人の抵抗は戦闘的な側面ばかりが

このような女や子供たちのとるにたらな

強調されて、難民たちの祈りに満ちた日
常はどうしても不可視化される傾向にあ

なユダヤ人によって粘り強く書き継がれ

て、文学以外になにがあるのか？

い抵抗と祈りに光をあてられる道具とし

る。
イスラエルでも、こうした現状を前に

てきており、それらは日本にも少なから

固に生き延びている。しかも、シオニス

レスチナのような場所では、とりわけ強

して、ただ目をふさぐだけでなく、自国

べても、パレスチナ・アラブ人の文学の

ためであれ、文学に割り当てられたス

いは反イスラエル勢力が掲げる祖国回復

トたちが唱える国民国家の内部で、ある

ず紹介されている。ところが、これと比
現状とその紹介は立ち遅れている。

ペースの広さの点で、イスラエルのユダ

「聖戦」をたたかう戦士たちの抵抗にか

体制を維持するためであれ、刷新する

ヤ人は恵まれている。反対に、イスラエ

つの祖国、もうひとつの国民国家に向け

小さなもがき、小さな祈りに、もうひと

た夢を読み取ろうとする試み。それが本

ぎられる。しかし、さらに目を凝らして、

ろではない窮地へとおいこまれている。

ル国内やパレスチナ人自治区、あるいは

「文学」なるものが、「ヨーロッパ的（＝

こむことが、祈りとしての文学研究につ

古典的な挨拶は形骸化したが、そこはい

脅えなければならないような土地を「約

イスラエル的）な何か」だという（文学

一九四八年のイスラエル建国はどれく
しただろうか？

束の地」としては認めたくない。神がそ

研究者にとっては悲しい）誤解がアラブ

ながる。

周辺地域の難民キャンプで日常を送るア

ばっていた離散ユダヤ教徒にとって、来

のような土地を「イスラエルの民」に

人のあいだで根強いことも理由のひとつ

ラブ人の生活は、往々にして、文学どこ

たる日、聖地エルサレムにおける一族再

「約束」するはずがなかったから。その

かもしれない。

まだあるべき「イスラエルの地」には程

会は、日常的な挨拶のなかでまで互い

結果、イスラエルは国家の成立そのもの

遠い。イスラエル国民は異教徒の暴力に

に確認しあう見果てぬ夢だった。それ

が地域において秩序破壊的であったこと

それまで、世界に散ら

が「シオンの地」をめざす民族運動（シ

越えがたい非対称性を前にして、著者は、

ル文学とパレスチナ文学のあいだの乗り

認めることができるのか？

イスラエ
る国家として自己を更新しつづけること

祈りとしての文学をきめこまかに読み

書である。

オニズム）の高まりと、「ホロコースト」

力に対して秩序維持的な暴力を差し向け

は不問に付し、ひたすら秩序破壊的な暴

になった。多数の国民がそれを望み、そ

パレスチナで、はたして文学に効用を

ロッパ的な良識を背景に、夢はいっきに
「エルサレムで会いましょう」という

現実化した。

にふたたび手を染めることを恐れたヨー

らい世界のユダヤ教徒に救いをもたら
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鍋島弘治朗（関西大学文学部准教授）

評者・

に、理論の英語、日本語への応用を明快に

は認知文法の効果的なまとめであるととも

構文の関連が十全に説明されている。３章

れは認知言語学の新たな方向性の提示であ

ンをグローバル構文として取り上げる。こ

上げ、隣接対の中で機能を持つ発話パター

に、
引用の問題、
等位接続が語用論的な要因

中で考えるという独特の視点である。さら

り、
構文の意味や選択を文脈と発話の力の

によって可能になる疑似等位構文、統語的

特に注目なのは、近年、急速に注目を浴

示している。
びている新しい文法観であり、書名にもあ

れている。構文研究、用法基盤モデルと習

ナーとして、今後の重要な方向性が挙げら

名のうまさ、フリーズ、パイク、サピアと

成レベルと統語レベルの相似性を意味する

の連続性を例証している。前者は、語形

空間」と、一貫して言語の創造性を追って

法論」
、
「認知言語学原理」
、
「ことばの認知

「比喩と理解」
、
「推論と照応」
、
「認知文

見るべきところは多い。

文法のゲシュタルト性］
――
る「構文」の拡張と創造性を取り扱った４

融合体
（ syntactic amalgam
）
など興味深い
統語と語用の現象を盛り込みながら、語用

の拡張からなる生態的文法観を打ち出して

得、記号的文法観、生態的文法観という認

いった古典の再評価、フォークナー、スタ

いる。ゲシュタルト知覚、イメージ形成、

ことからまさに記号的文法観を証拠づける

定価二八〇〇円＋税

語をどのように扱うかという疑問に対する

章、５章である。そこには認知言語学が統

論の観点から構文を動機づけている。

いる。さらに５章では、スキーマとプロト

知言語学の概念の全体像を統一的に捉え、

終章には、認知言語学のフロントラン

最も包括的な回答がある。４章末の一二二

タイプによるラネカーのカテゴリー化機構

言語的文脈、階層・地域・性差といった社

頁では、プロトタイプ的な基本構文とそ

張を説明すると共に、融合（ブレンディン

の意図の研究への連続的拡張という志向が

会的文脈、発話機能や会話の含意など発話

（一三二頁）を一貫して利用し、構文の拡
グ）
ネットワークモデルを援用して
（一四七

フォコニエらの融合理論の整合性を見事に

インベック、サリンジャー他多数の文学作

このほか、根源的メタファーといった命

提言される。

頁）構文の創造性を導き出している。
すなわち、フィルモアやゴールドバーグ

紡ぎだし、認知言語学における文法理論の

品からの引用を含めた作例・実例、英語・

の構文文法、ラネカーの認知文法および

さらに、著者は、混成語と構文の融合モ

あるべき姿を明確に示しているのである。

メタファー、創発などのキーワードで認知

し、後者は意味論と語用論の連続性を証拠

事例の紹介も含んだ懇切丁寧な注釈など、

グーグル社がはじめてグーグル・アース

と言語をつなぐ一方、チョムスキー言語学

日本語の幅広い用例、過去の代表的な研究

の基本技術を発表した際、地球の衛星写真

との前提の差を明確に打ち出す。パラダイ

デルの相似性を指摘するとともに、構文の

から詳細な地上の写真までの画像を淀みな

拡張と創造的使用（ジョークや新語など）

くつなげて見せて、発表会場の度肝を抜い

えよう。必読書である。

きた著者による比類ない認知的統語論とい
ゲシュタルト性、記号的文法観、事態認

ている。冒頭の発話行為に関するまとめは

づける。つまり、認知言語学の前提の正し

知をキーワードに、ゲシュタルト心理学、

著者の薬籠中の内容であり、語用論につい

さを示唆し、認知パラダイムの理論的一貫

例文の対比に或る種の爽快感が漂う本書を

認知意味論、認知文法の成果がわかりやす

て知識を得たい人にとっても大変参考にな

ムとしての認知言語学の自己定義がここに

読んで、
その逸話が想起された。本書には、

く整合的に学べる２章、３章は、これから

る。次に、社会言語学、談話分析、会話

見られる。

認知言語学で統語（文レベルの形式と意味

認知言語学を学ぼうとする人にも有益な道

たという話を聞いたことがある。大局的な

の組み上げ）をどう取り扱うのかという疑

標となる。２章では、
ゲシュタルト心理学、

る著者ならではの認知言語観が提示されて

序章には、認知科学の分野に長く活躍す

ラネカーによる認知文法の図式、
言語表現、

分析にも関連する隣接対という概念を取り

６章は、語用論と構文の関係を取り扱っ

性をより強固なものにしているわけだ。

問に対する明快な回答がある。

認知のパラダイム論と選び抜かれた珠玉の
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［ラダック

林

評者・

行夫 （京都大学地域研究統合情報センター教授）

西
―チベットにおける病いと治療の民族誌］
そして最終章でシャマニズム比較論が顔

キ）の生命＝世界観を浮き彫りにする。

ンの事例からラダックの人々（ラダッ

る数々の霊（ラー）で病気を治すシャマ

チの薬物理論と治療儀礼、そして憑依す

と同数という観光客だ。現世で邂逅、往

ム、さらに秘境目当てに訪れる村の人口

を秘める家人に村人、地域の人、ムスリ

歴史を通じて出会うものは、社会的葛藤

が同じでも異なる姿となる。ラダッキが

シャマンに治療を乞う近年の現実から、

定価四二〇〇円＋税

仏、それらとコミュニケートする僧侶や

儀礼の専門家、この世のものではない存

来する人々だけではない。カミガミに活

のサハ）、農耕民のシャマニズムとのあ

在との関わりが、シャマンをはじめとす

をだす。著者が調査してきた狩猟採取民

いだにある相違点と共通点を簡潔に述べ、

いる。そのことが配慮された構成ととも

る病いと治療の知識と実践をうみだして

（北日本のアイヌ）、牧畜民（東シベリア

本書が生態・社会環境ごとに異なる宗教

活仏信仰をふくむチベット仏教は、ラ

に、ていねいに記述されている。

＝シャマニズム＝の普遍性と現代性を探
ラダックといえば、チベット仏教の一

かかわる。シャマンは社会と歴史の闇に

ダックの民間医療やシャマニズムに深く

求する研究成果であることを伝える。
角にして中国の求法僧が通り過ぎてきた

沈んでいく個々の苦をとりだして共有す

なった。土地と財産を確保するために父

たわけではない。地域の歴史的な文脈と

「秘境」である。著者はシャマンになっ

系制と一妻多夫制をとっていたラダッキ

キのムスリム化についてもっとしりたく
異界とともにあった生き方として淡々と

の社会には、過去六〇年ほどの間で近隣

る。その意味では、多数派の仏教徒ラダッ

描く。「秘境」の被膜がとれ、わたしたち

のムスリムが婚入するとともに、ムスリ

最初に調査された三〇年前から二一世紀

とは異なるけれど同じように時代ととも

ムのカシミール州政府のラダッキ仏教徒

までのラダッキのくらしを、病いが映す

キの日常が風景をつくり、その空間に躍

に激変する政治や環境とむきあうラダッ

著者は両信徒の葛藤を緩和するシャマン

八九年におきた。ムスリムが仏教徒の
価値はもちろん、「測る研究」と「描く

の役割をみているが、今後どんな棲み分

にたいする差別による暴力的衝突が一九

研究」を統合してラダッキを文字通りに

けをしていくのだろう。また、人の移動

動する宗教とシャマンが等身大でみえて

記録する点で人類学の「正道」をいく充

くる。病いの一覧や薬物リストの学術的
みだけをリアルなものとして残している

実の民族誌といえよう。

かないのだろうか。死を、死者とともに

出を凝らし、寺をイベント会場とするほ

人々の暮らし」「ラダックにおける病と治

息をのむ。本文は「ラダックの歴史と

装丁がいい。キレのある挿入写真には

てきたラダッキは

ギ類の灌漑農耕、牧畜と交易で身をたて

宗教実践と互いに関わる。第一部で、ム

る。前者の、広義の生態環境が後者の

心身を養う環境と心身を保つ環境があ

マンの里」と記す現在、需要に応じなが

た。観光案内所のパンフレットが「シャ

マンに憑依する霊の属性も多岐になっ

が激しくなるにつれクライアントもシャ

そんな思いをもって〈病いと治療の民

かにみえる。

日々の風景から隠してきたわたしたち

療」の二部構成である。第一部で調査地

キ・シャマンの生存戦略は、観光で訪れ

とそうでない者の宗教は、宗旨や聖典

の局面である。自分の
what they meet"
身体を養うものを自分でつくる者の宗教

めになっていくのか。興味はつきない。

のか。いや、シャマン・ブランドの元締

た外国人を弟子にして、日本仏教の司祭
する。第二部は住人の病いの観念と信仰、

のように自分の居場所を失うことになる
チベット医学を継承する民間医療師アム

族誌〉を副題にする本書を手にした。

の社会は 、「 宗教」という言 葉さえも忌

をふくむ西チベットの自然と歴史、婚姻

だという読後感とともに干し杏が食
eat"
べたくなる。そして第二部は "They are

は、誰もが経験する生老病死（四苦）の

その最後のよすがも失って死者を送る演

避する。高齢化社会の惨状をよそにアン

現代化がひきおこす葛藤の諸局面を通観

規定、農耕と牧畜の生態、食文化そして

ら「脱文化化」して変革者となるラダッ

チ・エイジングの情報と商品がはびこり、

うちのただひとつ、病いにたいする苦し

"They are what they

老いも避けられるような錯覚をうむ状況

に僧侶がでてこない。現代の日本仏教は、

の『おくりびと』には、葬式の映画なの

先日アカデミー賞で話題になった邦画
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新潮社

］
―
ていたら、彼に惨殺された人達の運命も救

（うわべやすあき）が九大医学部に合格し

ンネ・リーとなるのか。もしも上部泰明

一方はチョ・スンヒになり、もう一方はチャ

カにわたって文学者を目指しながら、なぜ

二になったのか。同じくソウルからアメリ

た。そして超人とは人からみれば鬼のこと

リック・ハリスもある意味で超人となっ

死を覚悟して銃を持ったことで、チョもエ

とこそが、奴隷と主人を分かつのである。

隷の闘争を髣髴とさせる。死を覚悟するこ

いうファンタジーは、ヘーゲルの主人と奴

れる奴隷の子として生まれ、超人となると

効性と責任能力を測る上で確かに重要な尺

こうした事例に対する精神科医の介入の即

は、梅津かずおの恐怖漫画だが、人である

即効性が増大するという図式は有効であろ

り、責任能力は失われ、精神科医の介入の

定価一一〇〇円＋税

われただろうか。エリック・ハリスとディ

読み上げてやることができればあるいは良

ら見れば、彼らに何処かで一歩異なった運

度であろう。投影性同一視というのは、片

ことの閾値は意外に低いからこそ私達は梅

う。

二〇〇九年五月 二二三頁

かったのかもしれない。あるいはそうすれ

ヘーゲルのこの一節のコジェーブの解釈を

がいたら、コロンバイン高校の惨劇は防げ

ば、銃を取って主人にとってかわるのでな

である。彼らに誰かがヘーゲルを、そして

ただろうか。本書での無差別殺人者達の記

ラン・クリーボルトを本当に「スポーツ馬

述を読み進めると、囃子方の退いては返す

こそが、自分を排斥し蔑み支配する主人達

く、奴隷に留まり続けて思考し続けること

鹿」達から庇護し彼らの価値を認める人間

波のような合いの手が聞こえ、次第に彼ら

を逆転する別の道であることに彼らが思い

が鬼となっていく有様が目に見えるようで
あるが、他方で深い情念こそが文学や偉大

至るきっかけとなったのかもしれない。

命のめぐり合わせがあれば、むしろ突出し

片田の取り上げる投影性同一視の程度は、

な社会的成功の大きな原動力であることを

た偉人ともなりえた可能性も否定できまい。

ジーや感情を他人に投影してしまう現象で

田も説明しているように、自分のファンタ

思うならば、爆発力の大きさという一点か

本書を読んで思うのは、二つの道の分岐点

ある。造田博の例がもっとも端的であるが、

は意外にも紙一重ではないかという戦慄で
ある。

津漫画に脅かされる。ちょっとした運命の

一視の程度が大きいほどより精神病的であ

あるにもかかわらず一所作毎に次第に人以

いたずらで私達は人であることあることか

自分の内と外の混同という点で、投影性同

外のものへと変化（へんげ）していく道成

ら滑り落ちる。殺戮の朝、最初に出会って

私達は機会を与えられれば、いつでも人

京都にいた頃、知り合いに誘われて、丸

寺での描写の方がよりレアルであるのはむ

を止めて鬼になれるという恐怖を描いたの

山公園の近くで道成寺の能を見たことがあ

しろ当然のことなのかもしれない。本書の

リズムで入れる合いの手とともに、人が人

ていないにもかかわらず、囃子方が一定の

怪への変身よりも、全く姿かたちが変わっ

ＳＦＸを駆使して映像化される人から物の

うか、逆に言えば、人にとどまり続けるこ

かに容易に人以外のものへと頽落してしま

重なる。つまりそれは、人というものはい

最初の読後感は、道成寺を見た後の感覚と

殺害することによって、元来は交わること

隔絶された世界に住む羨望の対象であった。

チョ・スンヒにとっておそらくは自分とは

殺した朝帰りの青い目の美しい女子大生は、

てしまう。しかし場合によっては排除され

動の沸騰は、人を社会の埒外へと追いやっ

化を持っていたはずである。抑えがたい情

と呼んで崇める二重性と懐の深さを持つ文

にいる人達を排斥しつつも、聖（ひじり）

のである。鬼をどの程度自らの文化のうち

たその辺縁からこそ社会を変革する原動力

に取り込めるか。そこでは私達の文化の懐

や、社会を支える構造そのものが生まれる
奴隷との間に生まれた子であるイシュマエ

のないはずの二つの人生が決定的に結び付

ルにチョが生まれ変わったと宣言している

ととは何と難しい一種の恩寵であることか
県立青森高校を卒業し、おそろしい母親

の深さも問われているのだろう。

から人以外のものへと変化（へんげ）して

を持つという共通点を持ちながら、なぜ一

ことは極めて示唆的である。排斥され蔑ま

けられる。預言者アブラハムと名もない女

変えずにそのまま鬼になるのだから、ＳＦ

実際には人が鬼の所業をする時、人は姿を

方は、加藤智弘になり、もう一方は寺山修

という思いであった。

Ｘで映像化される変身よりも、姿は同じで

いく有様が恐ろしいほどに活写されていた。

西欧社会と違い私達は、もともとは辺縁

大蛇になる過程は、驚くほど生々しかった。

る。能・道成寺の中で清姫が安珍を追って

人
―が鬼となること

兼本浩祐（愛知医科大学精神神経科教授）

評者・

［無差別殺人の精神分析
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人環図書
杏雨書屋洋書目録

愛する者の死とどう向き合うか
～悲嘆の癒し

本書は、京都大学で行われている三人
の授業をいきいきと再現したグローバル
化時代の新たな環境経済学のテキストで
ある。その特色として、過去半世紀に及
ぶ環境経済学の研究の深化と射程の拡大
を踏まえ、環境経済学の基礎理論ととも
に、従来のテキストではあまりカバーさ
れていないグローバリゼーションと環境
問題のかかわり、自発的取り組みやポリ
シー・ミックスといった多様な環境政策
の展開、環境評価の本当の意義や可能性
などの最先端の話題が、ほとんど数式を
使わず、平易に解説されていることをあ
げることができる。
環境問題は様々な顔を持っている。そ
のすべての顔が重要でないにしても、ひ
とつの顔のみに注目する分析では、多く
の場合問題の解決をはかることはできな
い。解決に向けては、環境問題を俯瞰的
にとらえ、その現象を生み出す社会のし
くみを読み解き、錯綜した誘因構造を的
確におさえ、環境政策の企画立案などに
より誘因構造の修正が可能かどうかを検
討することがまず必要である。
持続可能な発展をめざす環境経済学の
主要内容を理論と現実の両面からバラン
ス良く配置した本書によって、関係者の
環境問題を見る目が養われ、環境問題の
解決に向けたユニークな取り組みへの実
のある議論がますます活発になることを
期待してやまない。

［Ａ５版 二二〇頁］
定価 一、九九五円＋税

今生きている人々の全員が、百年後の
未来には他界している。死が私たちを確
実に待ち受けているのに、多くの人はそ
の現実から目を逸らそうとする。しかし
死に対して心の準備が全くできていない
状態で近親者に死なれると、人はその死
をどう受け入れてよいのか分からず、途
方にくれる。かつてのように伝統文化の
作法や儀礼、宗教的他界観は死の受容を
補助する機能をもはや果たしていない。
その結果、悲嘆を抱える遺族は、免疫力
低下、疾病、人間不信、鬱病、自殺未遂
等々、長年にわたり様々な苦しみと共に
生きてゆくことになる。遺族の悲嘆治癒
は故人を忘れることではなく、遺族の苦
しみを癒すことを意味する。
本書は、近親者との死別の実話と、悲
嘆治癒の学術理論編から構成され、前
半は、分かりやすい体験談を中心とした
もの、後半は、本書のために依頼した英
語論文の和訳や、ベッカー教授の科研研
究成果を加えたものである。本書は、欧
米型の悲嘆治癒法の導入を薦めている訳
ではない。人種や国籍を問わず人々が死
別と直面した時に、その悲しみから癒さ
れる手がかりとなることを願い、国内外
からの知恵と研究を紹介するものである。
遺族の方々だけではなく、近親者の死と
いずれ向き合うことになる一般読者にも
広く紹介したい一冊である。

カール・ベッカー編著・山本佳世子訳
晃洋書房 二〇〇九年一月

［Ａ５版 二九六頁］
定価 二、二〇〇円＋税

諸富徹・浅野耕太・森晶寿著
有斐閣 二〇〇八年六月

環境経済学講義

︱ 本研究科教員・出身者の新著より ︱

二〇〇六年一月

松 田 清 、 フ レ デ リ ック・クレインス共著

武田科学振興財団
杏雨書屋は、一九二三年の関東大震災
で衝撃を受けた五代目武田長兵衛が私財
を投じ東洋の本草医薬関係古典籍を大阪
に収集保存したことに始まる。蔵書は一
九七七年武田科学振興財団に寄贈、研究
者の利用に供され、一九八二年には東洋
の医薬書二万部一〇万冊について『杏雨
書屋蔵書目録』が刊行された。
杏雨書屋には和漢籍の他に一六～一九
世紀の博物学書、医薬書などの古典籍
と研究書、雑誌などの洋書コレクション
（二一六七部三千余冊）がある。昭和七、
八年頃から収集され、従来非公開であっ
たが、本目録によって初めて全容が公開
された。構成は、標題紙、カラー口絵写
真四枚八点、内林政夫理事長の英文まえ
がき、凡例（英文、和文）、第一部（一八
六〇年代 以前の刊本）、第 二部（一八七
〇年以降の刊本）、索引（欧文著者名索引、
第一部収録書の和文著者名・書名索引、
欧文、和文印記索引）、編集後記からなる。
第一部の全二六一点は松田が各書誌事
項を詳しく記載し、書き込み、蔵書印、
献辞も注記した。収録書中最古の版はガ
ルシア・ダ・オルタ『インド薬品対話』
ポルトガル語版初版（ゴア、一五六三）
である。
近世・近代西欧の博物学、医学、薬学
書、日本の近代化に貢献した江戸期舶載
蘭書（萩藩好生堂旧蔵の医学書など）を
記載する本目録は蘭学研究者のみならず、
広く東西の本草・医薬・博物学史の研究
者にとって、必見のツールである。
［Ｂ５版 四五七＋ｘｘｘ 頁］
非売品

ミステリーの人間学

英国古典探偵小説を読む
――

廣野由美子著
岩波書店 二○○九年五月

物語の流れを止めて、読者に「な
ぜ？」と問わせる機能を、ミステリーで
あると定義づけるなら、あらゆる文学作
品にはミステリーが含まれていると言え
る。この普遍的な文学的要素を特化し、
牽引効果を集中的にねらって発展した
ジャンルが探偵小説であると、著者は規
定する。
一九世紀前半ころ、実際に探偵が歴史
上に出現してきた時代を背景として、文
学作品に「探偵」という存在を導入し主
人公に設定することによって、人間の悪
の秘密を白日のもとに晒し、その罪を完
膚無きまで理路整然と暴くことを可能と
する文学装置が考案された。このような
アイデアから生じた探偵小説は、たんに
謎解きを楽しむための娯楽文学に留まら
ず、人間の弱点や人間性の暗部を探究す
るうえで、格好のジャンルのひとつであ
ると見ることができる。
ことに、ヴィクトリア朝時代の小説家
ディケンズを源流とし、ウィルキー・コ
リンズ、コナン・ドイル、チェスタトン、
アガサ・クリスティー等によって築かれ
た英国探 偵小説の系譜には 、「 人間性の
探究」という特質が、その底流に見出さ
れる。本書は、これら五名の作家の古典
的作品を中心に解説・分析しながら、犯
罪者の心理や、被害者が生み出される構
造、人間の認識の曖昧さ、トリックと人
間性の関わり、罪と裁きの問題などに迫
る。

［新書 二三二頁］
定価 七八〇円＋税
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じんかん

賞

二〇〇九年六月

本雑誌の表題「人環フォーラム」の“人環”とは、平成三年四月に新たに開設された「京都大学大学院人間・環境学研究科」の略称です。

◆＂人環＂
と は？

◆受

日本セラミックス協会学術賞

田部勢津久（相関環境学専攻教授）
第六三回

◆催し物のご報告
◇豊田直己写真展と講演会（京都大学大学院人間・環境学研究科岡真理研究室主催）

二〇〇九年五月二五日（月）～二九日（金）一〇時～一九時

きみはガザを見たか？ パ
―レスチナ ガ･ザの子供たち
時

人間・環境学研究科棟東側スペース一階・地下一階

写真展
●日
所

時

人間・環境学研究科棟地下大講義室

二〇〇九年五月二九日（金）一八時三〇分～二一時

ガザが問いかけるもの～日本の責任、私たちの責任～

●場

●日
所

講演会

●場

◇長浜市アウクスブルク市姉妹提携五〇周年記念事業

時

長浜市民交流センターふれあいホール（長浜市地福寺町四 三
―六）

二〇〇九年九月一八日（金）一九時三〇分～二〇時三〇分

ドイツ講座
●日

所

ドイツの歴史文化（ドイツの歴史文化にふれよう）／高橋義人（京都大学名誉教授・前人間・環境学研究科教授）

●場

講座 ２

二〇〇九年九月一九日（土）～二七日（日）九時三〇分～一七時

（長浜市／京都大学風雅のまちづくり長浜研究所共催）
時

四居家展示ギャラリー（長浜市元町一四 一
―二）

眼鏡絵にみる庭と都市
●日

所

パネル展示

●場

時

長浜市曳山博物館

二〇〇九年九月二六日（土）一三時三〇分～一六時三〇分

アウクスブルクと日本 江
―戸時代日欧文化交流の源流をたずねて （
―長浜市／京都大学風雅のまちづくり長浜研究所共催）
所

講演会
●日

清（人間 環･境学研究科教授）

若杉五十八／勝盛典子（神戸市立博物館学芸員）
近世日本とアウクスブルク 眼
―鏡絵 書･物の文化交流史 ／
―松田

アウクスブルクの銅版画家リーディンガーと洋風画家

伝承スタジオ（長浜市元町一四 八
―）

●場

講演 １
２

