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自立援助ホームにおける学習支援―ケーススタディを中心にして
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要旨
社会的養護（ケア）の新しいタイプの施設として、青少年の自立を支援するための「自立援
助ホーム」がある。そこは義務教育を終了した十代の子どもが生活するところで、従来のよう
な多人数による集団の施設ではなく、数名の家庭的な環境で暮らせる環境である。児童福祉の
理念に基づき、安全で安心できる生活を保障する場であり、社会的な自立を目指すことを目的
としている。その自立援助ホームでは様々な支援がなされているが、そのひとつに学習支援が
ある。これによってひとり一人の子どもが、どのように成長し、自己実現をしていくかをケー
ススタディによって探究した。その結果、社会的なハンディを背負いながらも自立していく一
人ひとりの子どもの成長と自己実現にとって、学習支援がいかに重要な要因であることが判明
した。そして人間学的に、人間存在そのものがケアを必要とする相互依存の存在であることが
示唆される。

キーワード：社会的養護（ケア）
、自立援助ホーム、子どもの人権、学習支援

１ 社会的養護について
社会的養護（ケア）とは、子どもが健全に生活するのに十分な養育が困難な環境にある子ど
もへの社会的な支援である。これについて厚労省は、次のように定義している。
「保護者のいない、または、保護者に監護させることが適当でない子どもを、公的な責任で社
会的に養育・保護するとともに、養育に困難を抱える家族への支援を与えること」と。
現在日本では、社会的養護が必要なケースは、ほとんどが児童虐待であるとされている。
具体的には、身体的暴力、心理的暴力、性的暴力そしてネグレクトに分類されている。最近で
は、児童虐待という概念が普及したことにより、心理的虐待とネグレクトそして性的虐待が顕
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著になってきている。2020 年度の全国児童相談所の調査では、過去最多の 20 万件で、次のよ
うな数字が出ている。
心理的虐待 59.2％（12 万）
、身体的虐待 25％（5 万）
、ネグレクト 15％（3 万）
、
性的虐待 1％（2 千）
＊性的虐待に関しては、2020 年度の全国の児童相談所（124 箇所）と自治体（全国市町村
492 カ所）の調査では、相談件数が 19 万件あった。
そして、この社会的養護の範囲は、通常以下の四つに分類されている。
１）児童福祉施設における入所施設養護
２）施設を活用した通所、一次利用等
３）里親、ファミリーホーム、養子縁組などの家庭養護
４）社会的養護に関する予防、相談、情報提供などのサービス
日本では従来、
「社会的養護」というと、ほとんどが①の児童福祉施設を意味し、集団生活が
主であったが、1994 年に日本が国連締約の「子ども権利条約」を批准してからは、②の一次利
用や③の里親制度の促進がなされるようになり、最近では④の予防、相談など広範囲のサービ
スも使われるようになってきた。
この子どもの権利を守る国際条約が国連で採用されたのが 1989 年で、翌年の 1990 年に発効
されている。日本でその批准が数年遅れたのは、子どもには「権利よりも義務を教えるべきだ」
という社会的な風潮があったためといわれている。この「子どもの権利条約」のキーワードは、
「最善の利益」とその保証にある。日本ユネスコ協会は、これを四つの柱として次のようにま
とめている。
１）生きる権利：生命への権利（第６条）
２）守られる権利：虐待、ネグレクトからの保護（第１９条）
３）育つ権利；教育への権利（２８条）
４）参加する権利：意見表明権（１２条）
これら私たちが自立した人間として安全で安心して生きていくための人権を保障し、援助す
るための公共の福祉政策として社会的養護が存在する。

２ 自立援助ホームの役割；子どもの人権擁護
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1997 年に児童福祉法が改正され、新たな役割として「自立を支援すること」が明記された。
一般に「自立」というと、公的制度などの社会的支援を受けないで生活している状態を意味し
ていたが、
「子どもの権利条約」を基盤にして、もっと広範かつ具体的に社会的自立を実現する
ために、困っている子どもが、さらに自分らしく「いま」を生きることができるようにする社
会的支援の充実が明記されたのである。
そもそも私たちの生活は、だれかにケアされる、ケアをする関係性で成りたっている。人生
のライフサイクル「生老病死」におけるどのステージでも、他者からのケアを必要としている。
すなわち、人間はケアを必要とする存在なのである。このことから、社会的養護という概念が、
決して特別な支援ではなく、だれにとっても必要なケアであることがわかる。
そこで、自立援助ホームとは、義務教育を終了した青少年が、より家庭に近い環境で暮らせ
るという趣旨で設立された施設である。正式には、
「児童自立生活援助事業」といい、国が公認
して、予算等の援助を始めたのは 1998 年からである。そして、援助の実施主体は、都道府県で
あり、自立援助ホームの運営は、都道府県知事に認められた法人や任意団体によって行なわれ
ている。
全国自立援助ホーム協議会のホームページによると、2021 年 12 月１日現在で約 214 カ所あ
り、その形態は、社会福祉法人、NPO 法人、一般社団法人などがある。入居人数は、数名から
十数名であるが、家庭的で望ましい人数は六名程度とされている。一般的な家庭環境の提供が
望まれている。通常は、児童福祉法第３２条に基づき児童相談所所長の委任によって、児童相
談所を通して入居することになっている。
年齢は 15 歳から 20 歳くらいまで、各自が個室をもって共同生活する。通常は高校に在籍し、
アルバイトをしながら入居費（食事付きで２～３万円程度）を稼ぎ、経済的自立のための資金
を溜めていく。最近、四年制大学に入学した場合は、20 歳を越えても卒業まで利用できるよう
になった。
自立援助ホームの目的を全国自立援助ホーム協議会は、
「自立を目指す子どもたちの安全基地」
としている。また自立援助ホームでの生活は、東京都福祉保健育成支援課の『自立援助ホーム
のしおり』には、以下のように書かれている。
「自立援助ホームは、仲間との共同生活のもとで、仕事に通い、そこから得た収入から寮費
を払いながら、社会で暮らしていく力を自分で身につけていくこと」
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また、厚労省では、子どもの自立支援について次のように記述している。
「ひとり一人の児童が個性豊かでたくましく、思いやりのある人間として成長し、健全な社会
人として自立した社会生活を営んでいけるよう、自主性や自発性、自ら判断し、決定する力を
育て、児童の特性と能力に応じて基本的生活習慣や社会生活技術（ソーシャルスキル）
、社会規
範を身につけ、総合的な生活力が習得できるよう支援していくことである。
」注１）
そして、
「自立」については、三つに分類している。それは、①経済的職業的自立、②心理社
会的自立、③生活技術的自立である。注２）
自立支援ホームを利用するひとり一人が、これらの自立を実現するにあたって、自分ひとり
の力で何とかするのではなくて、だれかの支援を受けて、自分で自主的に決めていけるような
援助を目指している。すなわち、自己決定権と社会的支援による自立の実現である。その基盤
になっている児童福祉の理念がある。それが「ウエルビーイング（well-being）
」という概念で、
WHO（世界保健機構）が中心となって唱えている。
「個人の権利や自己実現が保証され、身体的・
精神的・社会的に良好な状態にあること」という意味で、従来の「健康（health）
」の意味を発
展させた概念である。
自立援助ホームの方針には、全国自立援助ホーム協会によると大きく次の三つある。
１）その子どものありのままを無条件に受容する。何もやろうとはしない、意欲がない、目標
が持てないなどあるが、まずは心も体もゆっくり休んで、自然に意欲が湧いてくるのを待つ。
２）子どもが決断したことを尊重し、失敗することを保証する。大人から見るとうまくいかな
いと思われることであっても、子どもが自分で決めたことであればその主体性を尊重しれ、実
践を見守る。
３）子どもがなんでも一人でできることを目指すのではなく、自分でやろうとする意欲をもっ
て挑戦し、できないことを他者に助けを求められるようになること。
以上、子どもの自立を急がせるのではなく、社会に出て生きていく力であるソーシャルスキ
ルや自尊感情そして自己効力感を育てることを大切にしている。

３ 自立援助ホームの子どもたちの姿
現在、自立援助ホームを利用する子どもたちは、先に述べたように制度上すべてが児童相談
所経由である。そのために、現在利用者のほとんどが実の親や保護者から虐待を受けた被虐待
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児であり、さまざまな事情を抱え、ハンディをもった子どもたちで、通常の家庭生活で当たり
前のことが当たり前でない環境で育ってきている。このことを証明するかのように、自立支援
ホームを利用する子どもたちの多くが、しばしば次のような心情を表現する。
「親はいるけど頼れない」
「親とはいっしょに生活できない」
「家族は居るけれども、どこにい
るのかわからない」
「僕を産んだ人間はいるけど、僕の親は存在しない」また、
「生きることは、
こんなに困難なことなのか」
「死ぬ理由がないから生きている」
「心を緩めると、すぐに死にた
くなる」と人生での「生きづらさ」を吐露する。
そして、被虐待児の子どもたちの心理的な特徴は、自尊感情が安全で安心できる生活環境で
育った子どもと比べて、とても低いことである。それは彼らが日ごろから口に出す言葉からも
よくわかる。
「自分は頭が悪い、バカだ」
「自分の何もかもが大嫌いだ」
「幸せと感じたことはな
い」
「そもそも幸せってなにかわからない」などである。そのために、
「やればできる」という
自己効力感の経験もほとんどなく、自信喪失に陥っているケースが多い。これらが被虐待児の
心の根底にあり、耐え難い「生きづらさ」を抱えてしまう要因となっている。
実際に筆者が、ここ数年間にわたって心理職スタッフとして、自立援助ホームで直接的・間
接的にかかわった子どもたちにも同じような心理的傾向がみられた。また、大人対する不信感
が、児童相談所との打ち合わせの場で、自立援助ホームの利用をするかどうかを判断する初対
面の時から、言葉はもちろんそれ以上に非言語的なメッセージで痛いほど体感として伝わって
きた。表面ではサバイバルのために大人に気にいられるように見せながら、内面では警戒心に
あふれていていた。
そこで次に、具体的に児童虐待（ネグレクト）により親と生活できなくなり、中学卒業後に
児童養護施設から自立援助ホームに入居してきた男子のケースを見ていきたい（プライバシー
保護のため、内容は一部改変されている）
。

４ ケーススタディ：男子高校生
関東甲信越地域の都市部にある自立援助ホームでのケースで、筆者が出会ったのは、S 君が
高校 2 年生と時であった。小学校時代は、家族と生活していたが、中学生になると父母が離婚
して、父親と長男との生活になった。兄弟姉妹が４人いたが、本人以外は母親側に引き取られ
た。その理由はよくわかっていないが、父親が積極的に引き受けたのではなく、母親側が消極
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的であったと推測される。それで、父親と本人との二人の生活が始まったが、父親は生活能力
がほとんどなく、仕事も長続きせず生活費が稼げず、食事も与えない育児放棄の状態となった。
その結果、父親の指示で食糧調達のために S 君がスーパーで万引きをすることになり、それが
見つかり警察に通報され、児童相談所扱いとなったケースである。
その後は、地域の児童養護施設の生活になり、そこで中学生活を過ごした。登校しないこと
も多く、登校しても教室になじめず、ほとんど「お客さん」のような存在であったという。そ
のために主要五教科はほとんど学習できていなかった。それでも本人の努力で地域の定時制高
校に入学できた。平日の午前中と土曜日曜日は、近くのスーパーマーケットで働き、夕方から
通学する生活を過ごした。高校１・２年生のときは、問題行動もなく、成績も平均的で、いわ
ゆる「普通の子」であった。
自立援助ホーム生活の S 君の学習支援にかかわったのは、高校３年生の時であった。ホーム
の施設長から筆者が運営しているボランティア団体である「無料塾ココロ」に依頼があった。
毎週一回ボランティアスタッフ（社会人のエンジニア）がアウトリーチで訪問し、数学と英語
の学習をサポートが始まった。すべての教科を漠然としても意味がないので、どの教科を学習
するのが適切かをボランティアスタッフと本人で話しあい数学に決めた。その理由は、学習の
成果が数字で明確に出て、それが自信につながると判断したからである。当初、数学の学力は
小学校の算数レベルであったが、数カ月の持続的な学習支援の成果がでて、中学の数学レベル
まで向上し、高校の数学の定期試験で満点を取り、担当教員が驚いたという。
そして、その相乗効果により他の教科の学習意欲も自然に高まり、特に英語や理科の成績の
向上が見られた。担任も成績向上に気づき、なにがあったのかと不思議がっていたという。担
任には学習支援のことは伝えていなかった。このことが校長と PTA 関係者に知られ、その高校
の年間優秀生徒に推薦されて、所属高校の奨学金が与えられる栄誉を獲得した。
そして、４年生になってからは、さらに自立を促進するために教科に捉われない総合学科と
して「心理教育」の支援を新たに始めた。その担当をしたのが筆者であった。あと１年で自立
援助ホームを退寮し、自立して社会に出なくてはならない S 君に何が必要かを考えて、教育心
理学的なサポートをすることにした。具体的には、身体のストレッチングと心のマインドフル
ネス技法を毎回、自立援助ホームのリビングルームで実習していった。広い意味でのコーチン
グであり、日々自分でできるセルフコーチングを指導した。その成果は、教科のようにテスト
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で数字化できないためにわかりづらいが、S 君の自己肯定感が向上していることは確かであっ
た。その兆しは各所で見られた。
まず明らかに変化が現れたのは、日常生活及び学校生活での言動と態度であった。先に述べ
たように、被虐待児は普通に当たり前のことが当たり前でない環境で生きてきたために、社会
の常識が学習されていない傾向がある。たとえば、家族でのあいさつや会話がほとんどなく、
非常識な家庭のルールで生活がなされていることが多く、それが当たり前になっている。
たとえば、S 君の場合、施設長が３年間共同生活していて、一度も「ありがとう」と感謝の
言葉を言われたことがなかった。十数年にわたって児童養護施設で働いて、十年前に自立援助
ホームを創設した施設長によると、被虐待児にはこの傾向が強いという。その S 君が、施設長
のなにげない手助けに「ありがとう」をいうようになったという。また、学校生活でも、自分
に閉じこもって集団活動に消極的であったが、学校行事にも積極的に参加するようになってき
た。このように生活全般に目に見える形で変容していった。
そして、高校は無事に予定通り４年間で成績優秀で卒業することになった。その後の就業に
ついては、いろいろと心理的葛藤と家族との交渉と物語があったが、施設長をはじめ信頼でき
る大人たちの協力があり、順調に地域の工務店に正社員として就職した。現在は社会的・経済
的に自立できる職人をめざしている。

５ 考察；学習支援の成果
自立援助ホームが子どもたちの成長と自立のためにできることは、先に述べたように三つあ
る。簡単に言うと子ども自身の「受容」と「尊重」と「支援」である。この順番が大切になる。
まずは、その子どものありのままの受容があって、その存在自体を尊重し、そしてその子ども
に必要な支援をすることである。このプロセスにおいて、学習支援というアプローチは効率的
で有効であるといえる。そこで、学習支援の教育心理学的な効果をまとめると、以下の五点が
挙げられる。
１）人間関係の構築：ラポール、信頼関係の形成づくり
２）学業の支援：成績向上の成果を明示する
３）自己効力感の育成：
「やればできる」という実感をもつ
４）自己肯定感の形成：自尊感情の育成につながる
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５）愛着形成：共に生きる力、信頼感
以上の中で核（コア）となる要因が、
「信頼」である。なぜなら、被虐待児の心の問題の根っ
こにあるのが、人と人との愛着形成がなされていないためから起こる愛着（アタッチメント）
障害だからである。乳幼児期にこの愛着形成がなされてこなかった児童にとって、最優先で必
要なことが、まさに信頼できる人との愛着形成であることは心理臨床で確認されている。それ
を形成するアプローチとして、第三者ができるひとつが学習支援であろう。
ボランティアの学習支援は、基本的に家族のしがらみもなく、利害関係がなく、そしてカウ
ンセリングのように子どもの心の問題に触れることがないので、子ども自身が安心し、サポー
ターも安全に対応することができる。そして、その結果として、子どもの心のポジティブな変
容につながる可能性が十分にある。

６ まとめ―生きる苦労の縮図
親からの虐待を受けて、社会養護が必要な思春期の子どもたちとって、第一の課題は、社会
的な自立である。そのための社会的・経済的な支援はもちろんのこと、同時に心理的（メンタ
ル）
・精神的（スピリチュアル）な支援が必要であることは確かである。被虐待児の生活には、
「生きる苦労の縮図」と言えるものがある。彼らに寄り添い、共に伴走する信頼できる大人た
ちの存在がなくてはならない。
では、どうしたらそんなことができるのか？ その一つのアプローチが、ボランティアによ
る学習支援である。そのささやかな実践として、ある自立援助ホームでの一つのケースを取り
上げた。社会的養護（ケア）における効果的な自立への支援につながることが示された。人間
とは、ケアを必要とする相互依存関係の存在であることがわかる。

【注】
１）厚労省「児童自立支援ハンドブック」日本児童福祉協会、1998 年、18-19 頁
２) 厚労省「子ども虐待対応の手引き」有輩閣、2006 年、16 頁
《参考文献》
厚労省「児童自立支援ハンドブック」日本児童福祉協会、1998 年
厚労省「子ども虐待対応の手引き」有輩閣、2009 年
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小宅理沙監修「社会的養護・社会的養護内容」翔雲社、2017 年
高橋亜美、早川悟司、大森信也共著「施設で育った子どもの自立支援」明石書店、2021 年
無料塾ココロ編「当事者研究―新しい自己発見の方法」知玄舎、2021 年
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柴谷篤弘、その若き日の動的平衡論

岩田 好宏(いわた よしひろ)
連絡先：yoshihiro_hanamigawa@yahoo.co.jp

要旨
柴谷篤弘(1920－2011)が 20 歳代の時に著わした『理論生物学―動的平衡論』(以下「柴谷書」
という)を検討した。その生物学理論研究についての特徴は、次のような点にみられる。
1.生物学方法論を、生物の「生きている」という状態を物理・化学的に明らかにし、それを指導原理
として生物学の方法の基本を明らかにしようと試みた
2.シュレーディンガーの考え方と共通して、熱力学的なエネルギー発生反応が平衡点に達する前に別
のところに同様な反応が進行することによって個々の反応は平衡点に達して静止しながら、複数の
反応全体は常に継続しているという物理・化学的特殊法則に則して存在していることが生物の「生
きている」状態であるとみた
3.上の 2 をふくめて生物体内の物理・化学的反応全体が「動的平衡」状態にあるととらえた
4.「動的平衡」という考え方を仮説としてその検証をすることなく生物学基本方法を明らかにする指
導原理としていくつかの生物学の方法の検討をした。

柴谷書に示された生物学理論研究とその成果は、日本における生物学理論研究の高揚期とい
える 1930 年～1943 年、1945 年～1950 年において卓越したものであったが、生物学独自の方法
の基本を明らかにするところまで進まなかった。それは、指導原理と考えた「動的平衡」とい
う概念それ自体に問題があったことと、生物の個体とその内部の物理・化学的反応との関係に
限って研究を進めたことにある。生物の分子から生物世界全体に目を向けることをしなかった。
こうしたことから、柴谷書が実現できなかったことを中心に、生物世界全体にみられる法則性
を明かにする試みをした。

キーワード：理論生物学、動的平衡、生物世界持続の４法則
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はじめに
日本における 1950 年までの生物学理論研究史の時代区分をすると次のようになる＊。
表

1916年から1950年までの日本における理論生物学研究史の区分
前史 1916-1926

理論研究の始まり

第１期 1226-1930

理論生物学構築を説く

第２期 1930-1943

理論生物学の目的を明示する

第３期 1943-1945

理論研究の停滞

第４期 1945ｰ1950

理論生物学の具体的な展開

＊：岩田好宏(2021),解説.『沼田眞著作集』第２巻「生物哲学」学報社.pp.441-477

その中の、第２期と第４期にあたる 1930 年から 1950 年まで(途中戦時中の混迷期を除く)の
期間を「生物学理論研究高揚期」と呼べるのではないかと考えている。この時期は、それほど
に生物学のあり方について多彩な論議が重ねられた。これから紹介する柴谷篤弘(1920－2011)
は、その中で後半の戦後の第４期だけでなく、その後の日本における生物学理論研究について
提言してきた。1960 年に刊行された『生物学の革命』は、生物学に関心をもっていた人たちに
電撃的な刺激を与えたのではないかと思っている。生物学はその枚挙主義から脱して生物学研
究の指導原理を確立して、他の自然科学同様に演繹的な手法を中心に進めるべきであるという
のが、その論旨であったと記憶している。
柴谷は、晩年の名著といわれている『構造主義生物学』(東京大学出版会、1999 年)刊行の時
も、
『反科学論』(みすず書房、1973 年)の刊行の時も、時代の節目にあたるところで華々しく
発言してきた。それはまたその生涯を通じて絶やすことなくつづけてきたとみている。そして
その原点は、これから述べる 1947 年に公刊された『新訂理論生物学―動的平衡論』(新日本科
学社刊、以下「柴谷書」とよぶ)にあるのではないかと思う。
本稿の表題にある「若き日の・・」とは、その出版が大学を卒業したばかりの時のことであ
り、これから自身の生物学研究の方向づけをしようとしていた時であったとみているからであ
る。
「動的平衡」とは柴谷書に貫かれている柴谷の生物観の中核に位置している考え方である*。
柴谷自身、この書の中で一番大切にしたものは、この「動的平衡」という見方であった。その
ため次のｱ～ｴの４点について、当時の日本における生物学理論研究の中でどのような位置にあ
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ったかという視点から検討した結果を報告する。あわせて生物学理論研究について柴谷書の成
果をどう受け継ぐか、考えたことを述べる。
ｱ.生物の特徴をとらえる視点
ｲ‘生きている’という状態のとらえかた
ｳ.「動的平衡」について
ｴ. 理論生物学としての特徴
＊：柴谷篤弘(1949)生命現象における相互関連の本質について『生物科学』第１巻第２号

１．生物の特徴をとらえる視点
柴谷書を、生物の特徴をとらえる視点として次の a、b の２点において注目したい。
a.全体説の克服
b.合目的性という概念の否定

1-1.全体説の欠陥を指摘して生体説を
全体説(通常「全体論」とよばれているが、生物のみかたの一つの考え方であるのでこのよう
にかえた)というのは、生物の個体は、物理・化学的物質から成り立っているが、単なるそうし
た物質の集まりではなく、生物としての特徴がみられる。それは生物の個体を全体としてみた
場合にそのようにとらえられるという考え方である。
生物は物理・化学的物質であり非生物とは大きなちがいがない
機械説 ＊１
外因説＊2 ・・・古来の生気論
生物は非生物と比
較して大きなちが
いがある
生物の特徴がどのように発生するか、説明していない
全体説

内因説＊３

物理・化学的な物質と別の生物特有なものがある
ドリーシュの新生気論

ちがいの要因を
示している

物理・化学的な特殊性に原因がある
生体説 ＊４ （体系説）
＊１：通常「…論」といわれるが、実際にはある特別の考え方であるから、このようにいう
＊２：ある物体に生きる素が入るとその物体が生物体となる
＊３：そのもの自体に生物になる要因がある
＊４：適当な語ではない。特異構造説というべきであろう
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生物の特徴の見方の歴史的変遷のあとを簡単にたどると、まず生物は神が創造した物であり、
生きている素がある物体に入ると、あるいはふき込まれると生物になると、長く考えられてき
た。これを「生気説」といっている。
しかし近代になって物理・化学の研究が進展し、生物体が物理・化学的物質から成り立って
いること、生物しかうみ出せないと思われていた物質(有機化合物)が人工的に合成されるよう
になり、また植物の生育に欠かせないのは、肥料そのものではなくその中にふくまれている化
学的物質であることがつきとめられるようになり、生物は非生物とはちがいがないという意味
の「機械説」がひろまった。ここで機械説と生気説の対立が強まった。
しかし、生物に生物としての非生物とはちがった特徴があることは、見たりくわしく観察し
たりすれば明らかである。このようなことから「機械説」に対抗して新たな考え方が出てきた。
それが「全体説」である。ところがこれにも批判が出た。丘英通(1902-1982)は、その著書＊の
中で、ドリーシュ(1867－1941)が、全体説を唱えながら「新生気論」に陥ったことから、あら
たな「生体説」という考え方を提示した。
その丘英通は全体説を次のように考えていた＊。
全体はその特徴として自己を保持せんとする傾向を有する。全部分より全体を見れば全体の保持という事
が各部分の目的かの如くに映ずる。目的のごとく映ずるのは勿論心理学的判断方法を用いたのである。換
言すれば全体に対しては因果的平衡現象と見えるものが、部分に対しては目的論的に説明し得るのである。
(中略)我等はここで目的なる概念を全体なる概念で置き代える事が出来る。(中略)１にも２にも分析を以て
進もうとする生物学に対し、全体という考えをもって生物を研究していこうとする生物学を自分は綜合生
物学と名づける
＊：丘英通(1930)綜合生物学の原理－形としての世界『東洋学藝雑誌』第 46 巻第 561 号

ドリーシュの「新生気説」というのは、全体説を支持しながらも、生物体内には物理・化学
的物質のほかにある特別なものがあって、それが生物の特徴のもとになっているという考え方
である。古来の「生気説」は、外から生きる素が入ってきて生物になったと考えたから外因説
であったが、それに対して「新生気説」は内因説で、その生きる素を内部にあるという考え方
である。丘は新生気説を否定したが、なぜ生物体の全体に生物の特殊性がみられるかについて
はわからないといっている＊。
＊：丘英通(1931)『生物学概論』岩波生物学講座.岩波書店
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全体論に対する批判は、ほかに石井友幸(1903-1972)と石原辰郎(1904-1986)による『生物学』
(1935 年に刊行)、石井の諸論文や、沼田眞の諸書などにみられるが、いずれも批判にとどまっ
ている。
柴谷書の全体説克服のための論とは、全体説を支持しつつも、物理・化学的物質が生物体を
形成していながら、その全体に生物らしさがみられる要因を明らかにしたところに重要な意味
があった。柴谷書は次のように述べている。
1. “
「全体」というのは「部分の総和以上のもの」であり、部分はすべて全体によって規定される。全体
の性質は単に部分だけからでは帰結されない。
”
2.“
「生物の全体性はひとつの系の性格であり、この系の構成にあずかる個々の部分には、どこまでも無生
物界にはたらく物理学的法則があてはまるのであるが、これらの部分を全体としての系に組み立てる法則、
すなわち、これらの部分の相互の関係の必然性を規定する法則が生物に特殊なのである。
”

このことから、生物の全体にみられる特徴が発現する原因を物理・化学的に追求する方法の
基盤が明確になったとみることができる。
柴谷書のこの全体論に関係した考え方は、ベルタランフィの Theoretische Biologie＊１(理論
生物学、以下、ベルタランフィ書という)の中の「生体論」をこえたものと理解しているが、ま
た基礎にした。ベルタランフィ書は、日本における生物学理論研究に対して多大な影響を及ぼ
した。永野為武(1910-1994)は、ベルタランフィ書にふれながら生体説を支持し、それにふれな
がらその「hierarchische Ordung(階層的構造)」という見方に注目し、次のように述べている＊
２

。

「生体論」という概念或は“生体論的見解”なるものは、決して単なる説明というものではなくして、そ
れによってのみ更なる研究仕事が行われ、今後の新しい問題提出と規律ある実験の基礎となり得べき一つ
のプログラムといことがいえるだろう。
＊１：Bertalanffy(1932)Thoretische Biologie. Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung
＊２：永野為武(1943)『理論生物学論叢』昭和書房

その中で生体論に関係した生物体の hierarchische Ordung(階層的構造)に注目していた。ま
た八杉龍一＊も、理論生物学に強い関心をもっていた 1930 年代後半から 1940 年ころまでのこと
を回想して次のように述べている。
ベルタランフィの説く生体論では、高分子、細胞、組織、個体といった階層構造にあらわれる全体性と、
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生体は流動平衡を示す開放系であることと、その二つが生命現象の特性として強調されている。それはド
リーシュの議論よりはるかに現実的に、生物学研究の結論に一致するものであった。
＊：八杉龍一(1973)『一生物学者の思索と遍歴』(岩波書店刊)

1-2.合目的性というとらえかたの否定
柴谷書は、合目的性について次のように述べている。これについては説明する必要はないと
思う。その意味は、何かについて目的にかなった性質である。生物の場合は、生物生存を目的
とみて、それにかなった性質ということになる。
“生物には合目的性もなければ、目的指向性もないのであり、それはわれわれ人間的な眼に、そういうよ
うにみえやすいだけのことなのだ。
”

また「目的説」という考え方があるが、それは、生物には生存という目的があって、それに
そうようにからだが成り立っているという意味である。丘書１は、その目的論について次のよ
うに批判している。
“時間的に後に来るものが時間的に先に来るものを如何なる方法かによって支配することである。かかる
関係は我等に与えられた実世界に存せぬのみならず、考えることすら出来ぬ。
”

目的というのは、目的意識であって人間が行動する時の期待をこめた観念、思いであり、人
間行為においてもものごとそのことに事実として目的があるとは考えない。
「合目的性」という言い方は、訳書によるがオパーリン(1894-1980)の『生命―その本質、起
原、発展』(石本真訳、1962 年岩波書店刊)にもみられる。その意味は、何かについて目的にか
なった性質である。生物の場合は、生物生存を目的とみて、それにかなった性質ということに
なる。最近でもことばとしてはちがうが、生態学などにみられる「適応戦略」という語がこれ
にあたる。戦略という語は、戦争用語であり、戦争に勝つという目的を達成するための大局的
な計画と方法を合わせた意味がある。この語に対して「戦術」という戦争用語があるが、これ
は、戦争全体からみれば、局所的、局部的目的達成のための計画・方法を合わせたものである。
今では戦争に限らず、人間行為全般に使われるようになったが、生物世界のあり方を理解する
場合に用いられている。生物それ自体に戦略・戦術があると考える見方である。そのまま解釈
すれば、明らかにこれは目的論であり、このような方をすることによって結論し、それ以上の
追究が進まないという心配がある。
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２．
「生きている」という生物の存在している状態のとらえかた
柴谷書の第２の特徴は、生物特有の存在状態である「生きている」ことを、物理・化学的に
明らかにしたことである。まず次のように述べている。
“生命現象の必然性は、そこに進行する物理・化学的現象の項によって、生物系の基本的性質から誘導さ
れねばならない。(中略)生物系は全体として見れば、熱力学の第２法則のとおり自由エネルギーの減少す
る方向に進行することはよく一致するもので(中略)生物系としては避けられない必然性のものとなってい
るのだ”

この中の熱力学の法則を、上の柴谷書にそって簡単に説明すると、物質世界では、どのよう
な物質もエネルギーを発生して反応が進み、その内部にふくまれているエネルギーが減少しな
がら変化し、最終的にある物質になると反応はそれ以上進むことはなく静止するという意味で
ある。この物質反応が静止した状態を「平衡点」に達したという。このことは、生物・非生物
のちがいに関係なくすべての物にみられる。生物の生きている状態を、物理・化学的にみれば
物質反応がつづいている状態であり、その反応が静止するというのは死を意味する。柴谷書は、
つづけて次のように述べている。
“生物系内における個々の反応が、平衡点にむかって進行し、ついに平衡点に達した瞬間には、すでに
他の部分において、あらたな別の反応系がその平衡点からある距離をへだてて存在し、さらに反応はこの
線にそってその系の平衡点へと進行せねばならない。(中略)この特殊な秩序法則の必然性を解明すること
こそ、生物系の本質の把握を可能ならしめるものに相違ないのである。

「生きている」状態についての説明には、当時ほかに次のようなものがあった。一つは、丘
英通のもう一つの丘書２＊１にみられる。これは、クラウベルグとドビスラブが著わした哲学辞
典＊２から引用したものである。
適当なる条件の下に於て、自身の本質的な形を変え或は性質を変えず。
適当なる条件の下に於て、自身と似合える対象の助けなしに或は助けをかりて、自身有する本質的な性質
を有する新しき対象を生ずる
＊１：丘英通(1931)『機械論と生気論』
、岩波哲学講座
＊２：K. W. Clauberg und W. Dubislaw(1923),Systematisches Wörterbuch der Philosophie

このクラウベルグとドビスラブの文章は、たしかに生物の存在のしかたをそのとおり正確に
表していて、生物観としては問題ないが、これをもとに、生物の物理・化学的特徴を明らかに
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する方法はみつからない。
第２は、柴谷書が刊行されたあと刊行されえた飯島衛の本＊の中にみられる。
“生命は蛋白質の存在様式である。そしてこの存在様式は本質的にはこの物質の化学的構成成分のたえま
ざる自己更新に帰着する”
＊：飯島衛(1950)『生命について』塙書房

これは、エンゲルス(1820-1895)が述べたことであるが＊、19 世紀の人がこのように考えたこ
とについては、その先見性に驚くほかない。また生物観として適切な見方であるが、20 世紀中
葉にきて、それをそのまま紹介するだけにとどまっていたことには問題がある。なお、この引
用文の中の「蛋白質」という語は、今では「タンパク体」と言い換えた方がよいといわれ、自
己更新の「自己」は人称語であるから、
“それ自体において”と言い換えるべきである。
＊：
『反デューリング論』
、
『自然弁証法』にみられる

この二つの引用文は、上で述べたように問題点がないわけではないが、数少ない例である。
それは、
“
「生きている」とはどのような状態か”という問いからうまれているからである。当
時頻繁につかわれていた「生命」という語、あるいは概念からはこのような考え方はうまれな
いと考えることができる。日本語の生命と英語の life では意味にずれがある。英語の life、
ドイツ語の Leben を通常「生命」と訳しているが、むしろともに“生きていること”と理解し
たほうがよい。ローレンツの’Leben ist Lehrnen’を“生命とは学習である”と訳すことはで
きない。
“生きることは学ぶことである”である。また戸坂潤(1900-1945)は、生命に対して anima
をあてている＊。
“生かす”は animate である。
＊：戸坂潤(1930)『生物学論』岩波生物学講座(以下「戸坂書」という)

もう一つ、シュレーディンガー(1887-1961)のもの*を紹介したい。
“自然界で進行しているありとあらゆることは、世界の中のそれが進行している部分のエントロピーが増
大している(中略)。したがって生きている生物体は絶えずそのエントロピーを増大し、(中略)死の状態を意
味する(中略)危険な状態に近づいてゆく傾向があります。
生物がそのような状態にならないようにする、
(中
略)生きているための唯一の方法は、周囲の環境から負エントロピーを絶えずとり入れることです。
”
＊：シュレーディンガー著、岡小天・鎮目恭夫訳(2008)『生命とは何か―物理的にみた
生細胞』
。原書は 1944 年に刊行。日本では 1947 年岩波新書として刊行されたのが最初。

この中のエントロピーというのは、これも熱力学の法則の一つで、物質の構造の複雑さの減
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少や確率論的にみて存在しやすい方向に進んでいる状態の大きさを表しており、そのような変
化過程が静止した時をエントロピーが最大になったといっている。シュレーディンガーは、ほ
かに当時遺伝物質と考えられていた DNA が、高分子化合物であり、変化してより単純な構造の
物質に変化するはずなのに、そうではなく安定的であることも生物の特殊性としてあげていた。
柴谷、シュレーディガーの考え方で注目すべきことは、生物・非生物に共通した物理、化学
的法則性を確認した上で、生物の物理、化学的特殊性に目を向けたことにある。そして、柴谷
書のほうがより具体的に説明しているとみることができる。このことは、生物学者は、生物体
の内部のエネルギー発生反応を、エネルギー吸収反応に対してエネルギーを渡すというかたち
で結びついた反応であるという見方から、それ自体をどう維持するかという見方へ転換する必
要があることを示唆したと考える。
柴谷書が説明している、このエネルギーを発生しながら反応が、進行して平衡点に達して静
止することなく存続している状態を図で示すと次のようになる。
エネルギー発生分解反応くりかえしの持続とは

生体内
外界

外界
この期間においてはエネルギー発生分解反応がくりかえし継続
エネルギー (ここで静止する)
①ブドウ糖

乳酸
エネルギー

②ブドウ糖

(ここで静止する)

乳酸

ブドウ糖

エネルギー
③ブドウ糖

乳酸

(ここで静止する)

乳酸
エネルギー
④ブドウ糖

(ここで静止する)

乳酸

生体外膜

これは、現在の生物に共通してみられるエネルギー発生反応である「解糖」を例にした。こ
の図では、この反応の出発物質であるブドウ糖と終着物質である乳酸だけしか示していないが、
非常に複雑である。無酸素状態で、生物体あるいは細胞の中でブドウ糖が変化してゆき、乳酸
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になると平衡点に達して静止する反応である。乳酸菌や酸素濃度の低い筋肉などでみられる。
「解糖」というのは、糖が分解するという意味であるが、糖類から酸に変わる変化過程である。
①の反応が開始するとブドウ糖が乳酸に達しないうちに、②の反応が進み、その②の反応が
乳酸に達しないうちに、③の反応が開始するという、
「解糖」反応が次々に継ぎ足してゆくこと
によって、個々の解糖は、ブドウ糖が乳酸に達すると平衡点になり静止するが、全体としては、
解糖という反応は絶えることなくつねに進行している。柴谷書は、物質反応のこのような状態
が、
「生きている」状態であるとした。

３．
「動的平衡」という見かたについて
上で紹介した柴谷書の生物体内における物質反応に対して、私は、
「エネルギー分解反応継ぎ
たしによる維持過程」と名づけてみたが、柴谷書は、
「動的平衡」とよんだ。この「動的平衡」
という語は、それだけでなく「生きている」状態全体を物理・化学的にみた時認められる“絶
え間なく物質反応が進行している”状態に対して使われた語で、ベルタランフィによるもので
ある。すでに紹介した八杉龍一の文では「流動平衡」といっている。また永野為武は前掲書の
中でやはりこれに注目して、ベルタランフィの考える生命の本質のもう一つの性質として“dy
namisch な平衡状態に於ける有機的体系の保存”というように言っている。柴谷書が「平衡」
という語をどのような意味でつかっていたか調べてみた。
最初に述べているところは、次のとおりであった。

“生物の反応系が、内、外の条件変化に対し、つねに平衡を保ちつづけていることを暗示しているのであ
る。この平衡がしじゅう失われたりあらわれたりするものでないことは、生物系が連続したものであるこ
とから明瞭に見てとられる。(中略)生物系は全体として平衡系をなしていると認めねばならぬのである”

しかしこの場合の平衡とはどういう状態なのか、説明されていない。日本では、動的平衡と
いう概念については、柴谷書より前に沼田(1941)＊にもみられ、それは次のようである。
・ ・ ・ ・

“或意味に於いては動的平衡と云うことも生命現象の一特殊性としてかぞえられるものであって、生物
においての静止は、それが生きている以上内的には多数の活動が行われて居り、而もそれが釣合いの状態
にあるものである。
”

物理・化学に「動的平衡」という用語、概念があるが、それは、静止しているとみえても、
ミクロにみると、水中の分子やイオンは絶えず運動し、あるいは反応していることをいう。あ
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るいは相互に逆向きの変化過程が進みながら全体としては変化しないで平衡になっている状態
のことをいう。沼田がいう静止を安定状態という意味ととらえるならば、釣合いとはこういう
ことをいっていることになり、沼田の「動的平衡」という語は、それに相当する状態との間に
矛盾がない。しかし、生物体内の反応の実態がこのような「釣合い」状態にあるかどうかは、
別の問題となる。
＊：沼田眞(1941)理論生物学への道『科学ペン』6(11)、科学ペン社。

また永野為武は、前掲書(1943)の中で次のように述べている。
ベルタランフィの生命の二つの主要律として、一.ディナミッシュな平衡状態に於ける有機的体系の保存

柴谷書は、
「平衡」から「動的平衡」へ論を発展させるところで、次のように述べている。
“生物に見られる特殊な平衡状態は、安定な一転に静止しているのではなくて、つねに平衡点にむ
かって進む反応の動きをもって特徴づけられる「動的平衡」でなければならない”

ここには意味のちがう「平衡」という語が二つあってその間に矛盾がみられる。
「平衡点」の
平衡というのは、反応の結果ある物質に達すると平衡状態になり反応が静止するという状態を
いう。それに対して柴谷書の「動的平衡」は、このような平衡状態に達するまでの変化過程が
持続することを意味している。柴谷書の“つねに平衡点にむかって進む反応の動き”の「つね
に」がかぎをにぎる語であり、動きが「定常的」
、あるいは「恒常的」
、
「安定的」という意味の
ようである。動的平衡という語を分解してみると、平衡という状態が動的であるということに
なる。しかしこの語から想定される生物体の実態は、変化・反応が進行しつづけている状態、
変化反応が定常的に進行している状態である。動的と平衡との関係が、実態とは逆になってい
る。しかし生物体としては安定状態でありながら、その内部においては物理・化学的変化が絶
え間なく進行しているというようにみるならば、動的平衡という見方がまちがいであるとはい
えない。しかしそのようなことは、生物体に限ったことではない。非生物世界においてもみら
れる。
柴谷の「動的平衡」の実態は、変化している状態の持続であるから、
「持続的変化系」という
べきである。柴谷のこの「動的平衡」という語は、ベルタランフィの前掲の‘Theoretische B
iologie’に由来し、それはまたシェンハイマー(1898-1941)の研究に依拠したものである。シ
ェーンハイマーについては、福岡伸一書＊１の中の「動的平衡」もそのもとにしている。どうし
ても「動的」という語をつかうならば、むしろシェーンハイマーの遺稿の表題にみられる「生
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体構成物質の動的状態(The Dynamic State)」＊２が適当ではないかと考える。シェーンハイマ
ーのこのようなとらえかたは早い時期にもっていて、それをベルタランフィが受け継ぎながら、
異なる概念にした。それが、柴谷書の「動的平衡」の最初である。しかし「生きている」状態
を明らかにするのに、体構成物質に視点をおいてとらえるのではなく、それとその変化状態に
視点をおいて考えるならば、
「定常的反応系」がもっとも適した考え方である。
＊１：福岡伸一(2007)『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書
＊２：ルードルフ・シェーンハイマー・水上茂樹訳生体構成物質の動的状態
https://www.aozora.gr.jp/cards/001548/files/52232_68664.html

柴谷書の「動的平衡」は、私が名づけた「エネルギー発生反応持続系」だけにとどまらず、
生物体内のすべての反応、またその全体に広げて考えるようになった。そのことによってベル
タランフィや、永野為武などと考え方が同じになり、柴谷書の独創性が失われ、また極度に抽
象化することによって、生物学の方法の基本を追究する手がかりにすることが難しくなった。

４．理論生物学としての特徴
柴谷理論生物学研究は、
「生きている」状態を「動的平衡」状態ととらえ、それを基本として
生物学の方法の基本となるものを見つけようとした。これは当時においては唯一のものである。
当時は、理論生物学が何を目的にするかについては、およその共通理解がされていたと思わ
れる。たとえば、内山孝一(1898-197)は次のように述べていた＊。
「生物哲学」の目的は、所謂「方法論」Methodologie order Methodenlehre から生物学の学的位置を
考察し、其の学的根拠、論理的構図を批判して、其の認識目的並びに認識限界を明確たらしむるにある＊
＊：内山孝一 (1928)『生物哲学研究』(大鎧閣)。このころは、まだ理論生物学と
いう語はなかった。理論生物学という語がみられるのは、丘書１が出たころが
最初ではないかと考えられる

永野為武は理論生物学を次のように考えていた＊。
理論生物学の名の下に呼ばれるところの第一の意味では、生命科学の認識論と方法論である(中略)第二の
意味での理論生物学は(これがわれわれのいう真の理論生物学であるが)あたかも理論物理学に於ける実験
物理学の関係の如く、記載的実験的な生物学と関係する自然科学である。それは生命現象の個々の領域に
於ける理論と課題とするもの(中略)理論生物学の現代の課題は、科学の一分野としての生物学の独自性を
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みとめるために、全体論的立場にたって生命の法則を確立することにあると思う。
＊：永野為武(1934)最近の理論生物学と生物学の哲学『文化』(永野、1943 前掲書に所収)

石井友幸・石原辰郎(1935)の『生物学』では次のように述べられている。
理論生物学は、生物学の論理であり、方法であり、同時に行動の指針でなければならない(中略)吾々は現
在まで正しく理論生物学(生物学概論といってもよい)と称しうべきものをもたなかった

これらは、理論生物学論であって、理論生物学そのものではない。その中にあって、柴谷書
は、実際の理論生物学の書であった。戸坂書は、生物学方法論について次のｲとﾛの二つの異な
る方法があるといっている。
ｲ.生物学は自然科学の１分野であるから、自然科学の方法から明らかにする
ﾛ.生物学の対象である生物それ自体から明らかにする

柴谷は、ﾛを採用して生物学方法論に取り組もうとした。このうちﾛの手法には、丘書１によ
れば次の a、b の二つの進め方があり、柴谷書の手法は、a の「単なる理論生物学」研究の進め
かたである。
a.ある一つの原理より出発し生物学の取扱う諸現象をせんとするもの・・単に理論生物学という
b.第二の意味に用いられた理論生物学を生物学概論と呼ぶことにする。(中略)生物学の用ふる
個々の概念や学説を厳密に批判することにより、下の方から徐々に理論系統を打建てんとす
る・・生物学概論

当時、八杉龍一(1911-1997)、碓井益雄(1911-1997)は、丘書１の生物学概論を支持し、沼田
眞は、丘書１を支持してその著書＊１の中で柴谷理論生物学を批判しているが、飯島衛(1949)＊２
は、両方が必要であると述べている。
＊１：沼田眞(1948)『生物学論―現代生物学批判』白東書館刊(岩田好宏(2021)『沼田眞著作
集』第２巻「生物哲学」学報社に所収)
＊２：飯島衛(1949)書評『生物科学』第１巻第 1 号、岩波書店

沼田は、生物学概論に基づいて植物生態学方法論との関係において独自の生物学概論研究を
進めた＊。沼田の理論研究は、その初歩期において植物生態学を植物集団の学としたところで植
物生態学の方法の基本を明らかにし、以後の理論研究は次のｲ～ﾊの三つの植物集団の構造を明
らかにすることに集中した。
ｲ.集団全体のとらえかた
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ﾛ.集団がどのような要素の
ﾊ.どのような関係にあるか

その結果ある意味でそれが成功したが、それは実験的研究に負うところが多かった。生物学
の方法の基本についての研究は十分進展するものではなかった。
＊：岩田好宏編(2021)前掲書)

そこで、理論生物学が、生物学理論研究の中でどのような位置にあるか、また通常生物学と
いわれている実証的な生物学に対してどのような役割を果たすものであるか、一つの考え方を
提示してみたいと思う。次の分類表はそのような目的から生物学理論研究全体を見渡しながら、
その中での理論生物学の位置を考えてみた。
分類 生物学研究の一環としての理論生物学の位置
生物学的生物世界像の確立
実証的生物学の実際の場面で発生する理論的課題に応える理論研究
実証的生物学の理
論的基礎
仮説の設定、仮説の検証など理論的考察
生物学方法論
実証的生物学への作業仮説の基礎の提示
純粋理論研究(理論
生物学)
実証的生物学全体の理論的研究

理論生物学とは、純粋生物学理論研究である。理論は生物学全般にわたって必要であり、現
にすべての生物学において理論研究はされている。純粋理論研究生物学である理論生物学の役
割は、三つあると思われる。一つは、生物学全体の基本となる方法上の理論を明らかにするこ
と、第２は、具体的な生物学は、実証的な研究であることによって各個生物学になるから、そ
れぞれの生物学に対する方法上の課題に応えることである。そして３番目のこととして、生物
学の成果を総動員して生物学的な生物像を形成するにあたっての理論的根拠を提供することに
あると考える。そして理論生物学の研究課題を挙げるならば、次の表のように考えることがで
きる。
１の「理論生物学論」は、それぞれの人が、理論生物学をどのような学と考えているかを明
確にすることである。これがされないと、理論生物学の基本にあたるところで論議に行き違い
が発生する。１の３は、生物学についての純理論研究は当然のことながら、生物学研究の１分
野であるが、ここにも議論を混乱させる要因がある。
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１．理論生物学論
1 理論とは何か
2 生物学においては理論は実験とどのような関係にあるか
3 生物学における純粋理論研究は科学か
4

生物学における純粋理論研究と実証的研究とはとどのような関係にある
か

２．理論生物学
生物学における純粋理論研究の上向理論研究と下向理論研究とはどのよ
5
うな関係にあるか
6 生物学における理論研究と生命論とはどのような関係にあるか
7 生命論と生物論とはどのような関係にあるか
8 何をもって「生きている」と判断するか
３．実証的研究の分科
9 生物学と生物学を構成している各分野とはどのような関係にあるか
10 生物学の各分野における理論的研究について考察しているか
４．他学問、他科学との関係
11 生物学と物理学・化学はどうちがい、生物をとらえる上で相互にどのよ
うな関係にあるか
12 生物学と哲学とはたがいにどうちがい、どう関係しているか
５．人間の生活との関係
13

生物学の人々の生活、他の社会的営為に対する影響について考察してい
るか

14

人々の生活、他の社会的営為の生物学に対する影響について考察してい
るか

２の５についてふれると、丘書１の「生物学概論」を字の意味どおりに解釈すると、生物学
についての概ねの論となり、理論生物学そのものになる。対する「単なる理論生物学」も字の
意味どおりに解釈すれば理論生物学にほかならない。そこでこのような名称にしたが、これに
はかなりの議論が必要である。
そこでもう一度、丘書１のこの２つの理論生物学についての定義をとり上げて検討したいと
思う。そのもっとも重要なことは、丘書１がいう「単に理論生物学」の場合、
「ある一つの原理」
がなければ成り立たないことになる。具体的な例をあげるならば、柴谷書の「動的平衡」は、
その「一つの原理」といえるのだろうかということである。これは、生物の「生きている」と
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いう存在のしかたを解釈したに過ぎない。沼田の植物生態学方法論についていえば、植物生態
学は、植物の集団についての学であるという見方を示したことによって、研究対象を限定して
いるから、植物生態学の方法上の原理が定めたとみることができる。もしそうであるならば、
植物生態学方法論の研究は、植物生態学を、集団の学というようにその対象を限定したことを
問わなければならない。
生物学概論の場合、個々の概念や学説の批判、検討から理論系統の確立が可能なのであろう
かという疑問もある。理論系統の確立には、指導原理が欠かせないのではないか。また「個々
の概念や学説」が形成されていなければ、これも成り立たないことになる。当時の生物学がか
かえていた課題は、もっと手前のところの問題の解決でなかったのではなかろうか。具体的に
いえば、柴谷書の「動的平衡」の場合も、原理まで到達したものではなく、仮説としての段階
のものではないか。丘書１の生物学概論という方法は、生物学においてはまだ原理なるものが
明確にできていないから、別の方法で原理を見つけるという考え方からうまれたものである。
論理学でいう帰納と演繹の関係は、研究方法としては対等の関係でありながらちがうという
ようにみえるがそうではない。常識的な範囲で解釈すれば、演繹が一般的な原理をもとにして
論理的に個々のことがらやその法則性を明らかにするものであるのに対して、帰納は、個々の
ことがら、法則性を明らかにしながら、一般的な原理や法則性を明らかにすることである。し
たがって演繹と帰納は、ものごとの認識について帰納が前段の過程であって、演繹は後段の過
程という関係にある。丘書１の生物学概論は、帰納の位置にあるが、戸坂書の生物学の基本的
な方法を探し出すために取組んだ生命論も、帰納と同じ認識過程の前段にあたるもので、演繹
ではない。それは、生物学の方法上の原理を探すための理論的作業であった。柴谷の「動的平
衡」の発見も同じもので、しかもくりかえすが原理の発見ではなく、その仮説の段階のもので
ある。したがって仮説の検証と仮説の発展のための理論的作業がこの後されねばならなかった
とみることができる。どちらの進め方であっても指導原理が発見できれば、そののちの後段の
研究は、演繹的になる。そしてこのことから、この二つの進め方は相互の関係が欠かせないと
考える。相互作用があれば、原理発見に向けた理論的作業は加速されると考える。
以上のような考えに基づいて、柴谷書を、1930 年から 1949 年までに示された他の主な理論
生物学についての考え方との比較した結果をその次に示した。
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戸坂書

1 理論とは何か

丘２書

柴谷書

沼田２書

八杉書

〇

〇

〇

〇

生物学においては理論は実験とどのような関係にある
2
か

〇

3 生物学についての純理論研究は科学か哲学か

〇

生物学における純理論研究と実証的研究とはとどのよ
4
うな関係にあるか
生物学における純理論研究の上向理論研究と下向理論
5
研究とはどのような関係にあるか
生物学における理論研究と生命論とはどのような関係
6
にあるか

〇

7 生命と生物とはどのような関係にあるか

10
11
12
13
14

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8 何をもって「生きている」と判断するか
9

〇

生物学と生物学を構成している各部門とはどのような
関係にあるか(生物学の分科)
生物学のいずれかの部門における理論的研究について
考察しているか
生物学と物理学・化学はどうちがい、相互にどのよう
な関係にあるか
生物学と哲学とはたがいにどうちがい、どう関係して
いるか
生物学の人々の生活、他の社会的営為に対する貢献・
影響について考察しているか
人々の生活、他の社会的営為の生物学に対する影響に
ついて考察しているか

〇

〇

〇

△
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

注 丘２書：丘書１と丘書２沼田２書：沼田(1948)と岩田(2021)、八杉書：八
杉龍一(1948)『生物学の方向』
＊：岩田(2021、前掲)

柴谷書の理論生物学としての欠陥をあげるならば、次のｲ～ﾆの四つにあると考える。
ｲ.「エネルギー発生反応の持続」を「動的平衡」として抽象化したこと
ﾛ.「動的平衡」を生体内の物質変化のすべてに広げたこと
ﾊ.生物の特徴を明らかにするのに、その対象である生物個体内の物理・化学的現象から生物世界全体
まで目を向けなかったこと
ﾆ.生物学の分科がないこと

因みに柴谷は、２年後の 1949 年に柴谷書に著わしたことをさらに発展させた一つの論文を書
いた＊。
＊：柴谷篤(1949、前掲)

その発展とは、目を「動的平衡」と呼んでいた生物体内におけるさまざまな物理・化学的な
定常的変化過程からそれらの相互関連に向けたことである。
それをシェーンハイマーの考え方からみれば次のようになる。
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シェーンハイマー

ベルタランフィ

柴谷書

柴谷1949年論文

生体内構成物質の動的状態

体内物質反応の「動的平衡」

体内物質反応の「動的平衡」とエネル
ギー発生反応持続の法則*

体内物質反応の相互連関
*:筆者が名づけた

しかし生物体内構成物質の動的状態という見方を重視し、生物体内構成物質その物を軽視し
たために、反応の実態である諸物質の変化という見方が消えて反応のとらえかたが抽象的なも
のになった。そしてこの傾向はさらに強まり、その結果 1985 年発表の論文＊において動的平衡
論をすてて、構造主義という抽象性の高い考え方に転換した。
＊：柴谷篤弘(1985)動的平衡から出発して構造主義に至る『生物物理』第 25 巻第４号

５．柴谷書をどう受け継ぐか
柴谷書をどう受け継ぐか。それは、柴谷書が積み残した課題にとりくむことではないか。そ
うだとすると、柴谷理論生物学には次のようなｱ～ｵの五つの問題点がみられるので、これらに
取組むことであると考える。
ｱ.生物個体を物理・化学的にみるならば、それは「動的平衡」系ではなく、
「熱力学の法則に
則した反応のくりかえし継続系」または「エネルギー発生反応継続系」とよぶべきである
ｲ.それがどのように維持されているかについてはふれていない
ｳ.それを検証することをせず、それをもとに各個生物学を解釈した。だから沼田眞＊が理論生
物 学 と 生 命 論 と の 関 係 に つ い て 述 べ た “ Theorie des Lebens で は な く 実 は
Lebensanchauung(生命に対する見解、直観)”にとどまった。ただし沼田は、理論生物学
の一環としての生命論については、Lebensanchauung であるべきであると考えていた。
＊：沼田眞(1947) 生命論批判(民科編『自然科学』no.7
ｴ. 生物学の‘分子から生物世界全体まで、生物を主体とする「主体―環境」関係全体’を対
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象とした方法を導き出す指導原理になっていない
ｵ.生物学の分科についてふれていない

これらの内、ｲとｴについて次の a～d の四つを考えてみた。いずれも、生命の起原から初期
生物世界の確立を考える中で明らかになった。
a.エネルギー発生反応継続の実現に結びついている反応系
まず柴谷書が「動的平衡」とよんだ、熱力学の法則に則した「エネルギー発生反応」の継続
と結びついた(支えている)諸反応がどのようなものであるかを考えた。それは次の図のような
ものである。

環境(体外)
生体内
エネルギー
発生反応の
持続

エネルギー発生反
応の特定化と固定
化

生体外膜
終末静止物質)
の排出と再入
抑止

終末静止物
質増加の抑
止

分解反応開始
物質のとり入
れと流出の抑
止

分解反応開
始物質の確
保

酵素など反
応物質確保

ATP合成反応系と
エネルギー発生反
応の共役

反応物質自
体による更
新

反応物質の
損傷・破壊

合成反応とエネル
ギー発生反応の間
接的共役

反応物質合
成系

ATP合成系と合成
系の共役

体構成物質の
流出抑止

図

生体内のエネルギー発生反応継続と結びついた諸反応

1.反応の開始物質の確保が欠かせない。それは生体外膜を通じて体外から吸収し、体外への流出を
抑止することが欠かせない
2.エネルギー発生反応の平衡状態に達して反応が静止した時の物質が体内で増加することを抑止す
る。それは体外への排出と体内への再入の抑止を実現させることである
3.このことから生物体は、完全な開放系でもまた閉鎖系でもなく、物質の出入が調整されることが
欠かせない。直接的には生体外膜に選択的透過性がそなわることである
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4.この包囲膜を境界に外部と内部の物質組成が異なること。もっとも重要なことは、開始物質から
最終物質までの反応の各段階の素反応における物質と反応する物質(反応物質)が体外からとり入れ
るのではなく、体内で合成されることと体外への流出が抑止されることが基本となる。現実にはタ
ンパク質、核酸などの確保である。
5.それらは、高分子化合物であることから、素反応において物質と結合した時に、その構成要素で
ある物質相互の結合の主系列にあたる共有結合は維持され、水素結合、イオン結合、ファン デル
ワールズ引力のような弱い力による結合に変化があり、反応が終わると、それとかかわった物質は
終末物質に向けて変化するが、反応物質それ自体はもとにもどり確保される。
6.しかし反応物質は、時にはエネルギー発生反応にかかわる物質とは別の物質と反応し、自体更新
できない物質に変わることもある。その時そうした反応物質の合成が欠かせない。ここで、DNA
などがかかわる。
7.高分子化合物合成反応は、エネルギー吸収反応であるから、エネルギー発生反応との共役が欠か
せない。
ⅰ.とくにエネルギー発生反応とエネルギー吸収反応が直接ではなく間接的に共役する
ⅱ.‘エネルギーの発生から吸収へ’といわれることが自由エネルギーの転移というかたちをとるこ
とが欠かせない
ⅲ.具体的には ATP などの合成・分解が仲立ちすることによって実現している。エネルギー発生反
応は ATP などの合成と直接共役的にかかわる
8.エネルギー発生反応は、特定の反応に限定されるようになった

以上の 1～8 の性質が一つでも欠けると、生物の生存は不可能であり、生命の起原の最初は、
これらが確立した時である。これは、現在の生物学に広くみられる DNA という物質の安定性か
ら生物をみるという視点とはちがって、生物世界の物理・化学的特殊法則を追求するという視
点からみたものである。
しかし、この「エネルギー発生反応持続の法則」だけでは、生物が出現したとはいえない。
次の三つの法則に則して存在することが欠かせない。
b.持続個体群の法則
生命の起原から生物世界の確立までの初期の変化にとってもっとも重要な問題は、出現した
もの自体の内部にある滅亡の要因が除去できるかということである。
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生物個体の「生きている」状態を常識的に表現すると次のようになる。
「生まれ―育ちー増えー死ぬ」

生物個体の「生きている」状態には限界がある。複数の個体からなる個体群に注目する必要
がある。しかも単なる個体群ではなく、持続可能な個体群がどのようなものかということであ
る。それは次のように考えられる。
“個体群が前世代から後世代へ転換する時、後世代の個体数が前世代の個体数と同じの場合、その個
体群は持続する”

なお生物世界の多様性は、この持続個体群の多様性を基本に考える必要がある。
c.生物世界物質循環持続の法則
最初に出現した個体群は、他養生物といわれている。したがって環境の中のエネルギー発生
反応開始物質(栄養物質)がなくなれば、死骸だけ残って消滅する。最初の生物は、それ自体に
滅びる要因(内因として消滅の原因)をふくんでいた。また最初の個体群が自養生物であっても、
内因としての消滅の原因があった。栄養物質合成の材料物質が不足し、死骸を残して絶滅した
にちがいない。自養生物、生体利用他養生物、死体利用他養生物の３種の生物の出現とその相
互関係の成立が欠かせない。

光

二酸化炭素
＋水

貯蔵物質

貯蔵物質

栄養物質

栄養物質

エネルギー

自養生物

体構成物質

貯蔵物質

体構成物質

栄養物質

エネルギー
二酸化炭
素＋水

エネルギー

他養生物
生体利用

二酸化炭素＋水

体構成物質

二酸化炭素＋水

死骸・排出物

他養生物
死体利用

合成反応
分解反応

しかしこれだけではなく、次の３種の他養生物の存在が欠かせない。
ｲ.陥入とり入れ(捕食)生物

ﾛ.体外消化吸収生物

ﾊ.吸収生物

d.生物世界の分化と持続個体群の多様化の法則
以上のことから、生物世界全体とその成分である持続個体群の持続にとって、持続個体群の
多様化とそれらの相互関係が欠くことができず、それをうみ出す生物世界の分化が必須の条件
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となる。
これらの法則と生物世界の空間的な構造との関係をみると次のようになる。

生物世界
「持続個体群―生物世界」系
第４法則「生物世界分化と持続個体群の多様化の法則
第３法則「生物世界物質循環継続の法則」

持続個体群
「個体―持続個体群」系
第２法則「持続個体群の法則」

個体
「分子―個体」系
第１法則「エネルギー発生反応継続の法則」

低分子・高
分子化合物

以上のような４法則を考慮しない生命起原論は空論となる。またこの４法則を指導原理とし
て生物学の方法論を進める必要があると考える。
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エッセイ

新コロナウイルス蔓延とその２年間のご報告
佐竹 幸一（さたけ こういち）
連絡先 ： pcr92240＠nifty.com

はじめに
「人間学研究所年誌 2021」
（第 18 号）には、初めて文章を書くことができませんでした。新
コロナウイルスの蔓延がピークを迎えたころであるとともに、体調が思わしくなかったことが
あります。３回の検査入院の後、ちょうど年誌の原稿を書くころ、2021 年 1 月に大腸がんの手
術を受け、
「年誌 2021」の文章を書くことを断念しました。
新型コロナウイルスの蔓延の状況は 2020 年２月 10 日より、
「こういちの人間学ブログ」に、
書きつづけた文章があります。
「新型コロナウイルス蔓延 蔓延は政治次第」というブログです。
いろいろな状況の変化を記入、月ごとに更新しています。
「人間学研究所通信 91 号」にも関連
した記事を書きました。
「人間学研究所年誌 2021」
（第 19 号）には、新コロナウイルス蔓延の 2 年間の間のさまざま
な記録を書くことにしました。ただ 2021 年末でも体調は良くなってきましたが、まだ完全には
思わしくないということもあり、短報という形で最低限の記載にさせていただきました。

１．
「こういちの人間学ブログ」における新コロナ蔓延の記録について
人類と感染症との戦いは世の中を一変してしまうことがありました。世界で黒死病と恐れら
れたペストは、キリスト教の権威を失墜させるものでした。またコレラ、結核、梅毒、マラリ
アなど様々な感染症が人類を襲いました.
1918 年から 1919 年にかけてインフルエンザは世界中に爆発的に広まり、これによる死者は
8000 万から 1 億人とみられています。当時の世界人口は 20 億人、そのうち 5 億人が発症した
といわれます。犠牲者数はアメリカで 55 万人、イタリア 50 万人、中国では 400 万人から 1000
万人、インドでは 1200 万から 2000 万人が死亡したと推定されています。日本でも 38 万人の
死者が出ました。これにより第１次世界大戦は早期に終了しました。
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今回の新型コロナウイルス蔓延では 2021 年 12 月 22 日で世界の感染者 2 億 76２4 万人、死
者 537 万人。アメリカで感染者 5127 万人、死者 81 万人、インドで 3476 万人、死者 47.8 万
人、ブラジルで感染者 2222 万人、死者 62 万、イギリスで 1１61 万、死者 15 万人です。日本
では感染者 173 万、死者 1 万 8381 人です。しかし 1２月にオミクロン株の国内感染が見つか
り、今後急速な感染拡大が生じております。
佐竹は 2020 年２月 10 日より新型コロナウイルス蔓延の状況を、
「こういちの人間学ブログ」
に書き連ねています。テーマは「新型コロナウイルス蔓延。蔓延は政治次第。2020 年 2 月 10
日より、日本及び世界の状況の変化を 2021 年 12 月。～」というものです。毎月更新してい
ます。
（この記事を書いたころから後に、オミクロン株の感染者が急速に増えています。ブログ
は 2022 年 2 月 10 日の 2 年間で一つの区切りを付けました。
）
新型コロナウイルスの蔓延の世界での始まりは、2019 年 11 月 22 日に中国武漢での新型コ
ロナウイルスの発病になります。
日本においては、
2020 年 1 月 16 日初感染が発表されました。
その後ダイアモンドプリンセス号でのたくさんの感染者の発生。2 月 12 日には 1 日 39 人、累
計感染者 174 人となりました。３月 29 日には志村けんが 3 月 29 日死去し、衝撃を与えました。
「こういちの人間学ブログ」はこのころからの記録を書いています。
「人間学研究所通信 No91」には、このブログの記事をもとに「新コロナウイルスの蔓延、
および日米の違いについて」を書きました。アメリカでは共和党支持者の多くがコロナのワク
チンをうたず、マスクもしないといいます。アメリカ大リーグの試合で大谷が大活躍した時で
すが、アメリカの北西部のシアトルではマスクをしている人は３～4 割いました。カリフォル
ニア州のエンゼルスの拠点では 1、2 割いました。ところが、テキサスレンジャーズの拠点ア
ナハイムでは、満員の観客でマスクをしている人はほとんどいませんでした、あれでは感染者
が広がるわけです。
このように日米の違いを書きました。
参考
「こういちの人間学ブログ」のアクセス等は 2021 年 12 月２3 日
「こういちの人間学ブログ」 は 2009７月 22 日より書き始めました。
アクセス累計 194,３万、記事数 118２、カテゴリー数は３０分野
コメント数 1404 になります。

33

『人間学研究所年誌２０２１』第 19 号(2022 年３月 10 日発行)

2013 年 11 月旅行先で脳出血をおこす以前は、ブログの 1 日のアクセス数が 1000 ほど
ありました。

２．身体の不調の状況について―回復への方向へ
2020 年の中頃、どうも体調が思わしくないということから 8 月 24 日から 8 日間、代々木病
院に検査入院しました。その結果、大腸ポリープが大きくなったものがあり精密検査で慶応病
院に改めて入院することになりました。9 月 14 日に 5 日間入院、さらに 10 月 19 日から５日
間入院した結果、S 字状結腸にがんがあると判明しました。その後いろいろな検査後 2021 年 1
月 3 日に入院、1 月 5 日に S 字状結腸の切除手術を受けました。
幸い転移はありませんでした。
その後、7 月ごろから不眠症となり、昼夜逆転の状態となりました。それとともに体調もき
わめて悪くなりました。初めて精神科へ行き睡眠薬を処方してもらいました。それとともにず
っと以前に視床出血を起こし右マヒとなったのですが、右の目じりからこめかみにかけて痛み
が強まり、右の歯茎や舌のしびれも起きてきました。これはペインクリニック（麻酔科）で直
してもらうそうです。胃のむかむかもありました。以前から来てもらっている大久保、戸山診
療所の医師に不具合のところを箇条書きで 7 つも書き出して症状を訴えました。精神科や戸山
診療所で睡眠薬等をいろいろ処方してもらいました。
いろいろな治療の結果、12 月中頃から体調が急速に回復してきました。―で記載。
a.お腹がむかむかし食欲が減退し 10 キロ近く体重が減少しました。－胃の内視鏡検査を受けました。
異常なしとわかりました。その後、12 月中ごろから食べる量も増え、ほぼ回復しております。
b.右の目じりからこめかみにかけての痛みが極めて強く、右の顎から舌もしびれるようになりました。
－8 年前の視床出血（右半身麻痺）がまた強まったようです。今はこれが一番つらい状態で、
ぺインクリニック（麻酔科）の受診をすすめられました。
―処方してもらった鎮痛剤タリージェが効いてきたようです。痛みが減少して
きました。催眠作用もあるようでした。慶応大の麻酔科も受診し ました。タリージェで様
子を見るようにといわれました。
◎タリージェ５ｍｇは今まで朝晩０，5 錠だったのが、現在は 1 錠、５ｍｇずつです。これが
非常に良い効き目があるようです。
（その後現在は 1 日 3 錠）
タリージェ錠は主成分、ミロガバリンベシル酸塩で、末梢系神経性治療薬です。2,5mg、5mg、
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10mg、15mg とあります。腎臓障害のある人は薬の量を控え高齢者も量を控えます。
c.不眠症で昼夜逆転。夜は眠れず、昼間はぼーっとしている。これは身体の一番の不調のもとになり
ました。初めて行った精神科で睡眠薬を処方。食後はエスゾビクロン１ｍｇとトラソドン２５ｍｇ
2 錠。それとタリージェです。タリージェは催眠作用もあります。寝る直前と夜中に目が覚めた時
に飲む睡眠薬ゾルビデム酒石塩錠が良き効き。また睡眠薬ロゼレム錠 8m を飲みます。これらによ
り睡眠は劇的に、改善の方向へ。
－今では 8 時間以上よく眠れます。ただ昼間はやはり、ぼーっとしています。
d.足の裏のしびれ（両足）両手の手の平が熱を持つ。皮膚のかゆみは減少。
―急に手の熱っぽさがなくなる。足のしびれは継続しています。
e.痔の悪化。初めて肛門科へいく。いい座薬をもらうが治るのに時間がかかりそうです。
―座薬ヘモポリゾン軟膏朝晩 2 回で治療中、少しずつよくなってきました。
f.これは前からだが、小便が細く、切れが悪く早くトイレに行きたくなる。
―いくらかよくなりました。
g.始め便秘がひどく、毎回浣腸をしなければいけない状態でした。
―途中から改善 今は通常になってきました。

◎体調は少しずつ回復しておりますが、人間学の例会もフルタイム参加できぬ体調の時もある
と思います。例会後の懇親会の参加は睡眠薬を飲んでいるため、飲酒は禁止です。
また 2022 年 1 月、2 月例会はオミクロン株蔓延で中止となりました。
2022 年には新コロナも早く収束を向かえればいいなと思っています。
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随想３題―「文化学院開学 100 年」
、
「続自然保護論」
そして「日本人は幸福か」―

岩田 好宏(いわた よしひろ)
連絡先：yoshihiro_hanamigawa@yahoo.co.jp

１．文化学院開学 100 年
文化学院が開学されてから昨年(2021 年)で 100 年となった。そのことを、昨年「ルヴァン美
術館」＊に訪れた時はじめて知った。妻が、大学生のころ第２代校長の石田アヤ女史の夫であっ
た石田周三教授から教えを受けたことから、毎年晩夏軽井沢に数日滞在した折には必ずこの美
術館を訪れていたのだが、それまではまったく知らなかった。
＊：公益財団法人「軽井沢美術文化学院」

美術館は、いつもとはちがって、100 周年記念を特集して展示していた。そこからいくつも
驚かされることがあった。その第１は、卒業記念の集合写真にあった。前列に卒業生が並び、
その背後に教師たちが立っていたのである。私は、
「学校をつくりなおす―学習助成 20 年計画」
というテーマの研究を、2003 年から子どもと自然学会の専門委員会の一人として取組んできた
が、学びの当事者の子ども・若者に対して、教えとか指導ではなく、学びを助成するという考
え方に最近やっとたどりついたのだが、その見本のようなものを写真から感じとった。
二つ目のことは、文化学院が男女共学の中等学校であったことである。たしかに以前から男
女一緒に生活と学習に取り組んでいたことを展示物からわかっていたが、そのことに意識的に
見ることをしていなかったが、今回初めてそれを知ったかのように驚いた。
展示物の中にあった１週間の授業の時間割と教育課程表も驚きだった。その一つは、
「体育」
がなかったことである。当時はたしか「体操」であったと思うが、その字が時間割になかった。
かわりに「音楽及び舞踊」があった。まちがいなく当時の体操は、軍国主義教育と強く結びつ
いていたと思われるが、それがないことに畏敬の念さえおぼえた。
学科の中に「日本文学」というのがあった。別に「国語」があったが、それと同格の扱いと
なっていた。
「名著購読」や「文学概説」
、あるいは「作文作歌」と並記されていた。また第３

36

『人間学研究所年誌２０２１』第 19 号(2022 年３月 10 日発行)

学年から「国語」がなくなっている。時間割には「外国文学」があり、
「英語」のほかに「英語
会話」があり、
「仏語」のほかに「仏語会話」があった。
文化学院中学部学課と教授時間(1921年設立趣意書より)
学年
学科

第１学年

第２学年

第３学年

倫理、労働及

精神講座 び現代的常識

日本地理日本

人文科学 歴史

2 び現代思想一
般の講説

3 代数幾何
日本地理日本

3 代数幾何三角
外国地理西洋

3 歴史東洋史

4 史

4 同左

4 講読文学史作

国語名著講読

日本文学 文学概説作文

2 現代思想の講

2

説

4 微分積分

3

地理学通論、
4 西洋史、現代
史

4

4 同左

4

3 物理化学

3

6 同左

6

文学概説名著

作歌

自然科学 博物

倫理、労働法
制、経済及び

倫理、労働及

2 同左

の講説

数学 算術代数

第４学年

文作歌

3 博物生理

3 物理化学

7 同左

6 名著講読英語

英語英語会話
英語英語会話

外国文学

作文国文英訳
仏語仏語会話
美術概説絵画

美術 図案
音楽及び舞踏 声楽器楽舞踏
日本習字英習
手芸 字家庭手芸

計

仏語仏語会話

1 同左

2 名著講読

仏尾仏語会話

3 名著講読仏語

3
4
2

3 同左

3 同左

6 同左

6 同左

作文国文仏訳
美術史絵画図
3 案
6 同左

日本習字家庭
3 手芸料理

2 家庭修験料理

2 同左
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「理科」がなく「自然科学」となっていたことは、私の専門であっただけに驚愕した。ただ
し科目名は、当時の中等学校で教えられていた「博物」などかわらなかった。
学院は、1943 年８月 31 日をもって閉校となった。というより国の教育方針に反するという
理由で、東京都長官の命令で閉校させられたというのが正確なところである。
閉校の時も記念の教職員の集合写真が撮られていた。中央に校長の石田アヤや、作家の佐藤
春夫、画家の硲伊之助、科学史の岡邦雄の姿があり、今泉篤男や山口薫もみられた。その中で
目が釘付けになったのは、若き日の八杉龍一(1911―1997)の姿がそこにあったことである。
八杉さんには、私が訳した英語の『島のたんじょう』という絵本の推薦文を書いていただい
たことがある。また岩波書店から刊行されていたころの季刊雑誌『生物科学』の編集委員会の
時にもお目にかかっていた。
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いうまでもなく進化論とダーウィンの研究者として著名の方であり、1949 年に発表された
『生物学の方向』その他多くのご著書に学ばせていただき、多くの示唆を受けた。八杉さんは、
1935 年に東京帝国大学理学部動物学科を卒業されてからも、実証動物学の研究に取り組まれて
いたが、その一方で生物学理論研究を重視され、のちに生物学史研究に専念されるようになっ
た。1943 年のころ八杉さんがどのようなお仕事をされていたのかわからないが、東京女子高等
師範学校(現在のお茶の水女子大学の前身)の講師などをされていたようで、その傍ら文化学院
の先生をされていたことを、この集合写真で初めて知った。とすると、文化学院の博物の授業
は、並みのものではなかったのではないだろうか。
因みに、ルヴァン美術館、2021 年発行の冊子『西村伊作の理論の学校 文化学院』には、1943
年９月 1 日の朝日新聞の朝刊の記事の写真が掲載されていて、そこには東京の「向島高等女学
校」も文部省の命令で閉校になっている。

２．これからの自然保護運動のあり方－続「自然保護論」

１
前報*で自然保護活動の将来展望を明らかにするという視点から次の三つの課題を示した。
ｲ.当面の保護活動の課題 ﾛ 保護活動後継者の確保 ﾊ.保護活動の究極目標の設定
*：岩田好宏(2021)自然保護活動のあり方を具体的に考える―『トトロの森を
つくる』と『野生動物のためのソーシャルディスタンス』の２書を読んで－、
『人間学研究所年誌２０２０』人間学研究所発行 pp.29-49.

これらのうち、第３のﾊの課題については具体的にふれることができなかった。本稿は、その
具体策を提示したい。この三つの課題のうち、ﾛについては、説明を必要としないであろう。後
継者を欠くと、里山保全など人間世界は、保全のはたらきかけがなくなるから、里山などは消
滅してしまう。野生世界も、後継者がいなくなれば、そこに侵入して破壊する人間の行為を阻
止することができなくなる。これも消滅する。
ｲは、ﾊとの関係で考えなければならない。したがって基本となる課題はﾊである。これに対す
る対策の中でもっとも重要なことが二つある。それは自然保護には二つの目的があるからであ
る。その一つは、自然を保護するそのことが目的とすることであり、もう一つは、自然を人間
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の立場から環境ととらえ、環境保全を目的とした行動の手段としての自然保護を位置づける場
合である。
a.自然の保護を目的とした自然保護活動
b.自然保護を環境保全のための手段とした活動

この二つの目的をどのように達成すればよいか。いうまでもなくこの二つの目的は、互いに
ちがうから、活動の目標も方法も、具体的な行動もちがうはずである。したがってこれからの
自然保護活動の進め方は、この二つの自然保護活動を同一視することなく、ちがいを明確にし
ながら互いに強く結びつけて考える必要がある。具体的には、b の場合は、人間が存続してい
る間にかぎって考えればよい。これに対して a の場合は、人間が消滅した以後のことも考慮し
なければならない。ところが人間が消滅したあとは、人間の生物世界との関係はなくなり、人
間世界＊１も消滅する。地球上の生物世界はすべて野生世界＊２となる。したがって私の場合、自
然保護の目的を野生世界の保存と考えていたから、人間が滅びると地球上のすべての生物世界
は野生世界になり、人間が存続している間は、わざわざ自然保護のための活動をしなくてもよ
いことになる。
＊１：野生世界が人間によって破壊されて出現し、人間のはたらきかけを受け
ない限り存続できない生物世界
＊２：人間のかかわりがない場合、あっても軽微である場合、それ自体におい
て存続する生物世界

一方、環境保全の一つの手段として進められる自然保護の場合は、保護の対象となる野生世
界は、人間の環境として適したものにかぎって考えればよく、人間の環境として適したもので
なければ、保護の対象から外し、場合によっては破壊して人間世界に変えるということも考え
られる。そうなれば特別に自然保護という考え方も行動も不要となる。目的を環境保全の一点
に統一してそのあり方を考え、行動すればよいことになる。そしてくりかえすことになるが、
人間滅亡後生物世界はすべて野生世界になるのだから、この点においても自然保護という考え
方もそのための行動も不要となる。
２
ここでもう一つ、自然保護について検討しなければならない考え方がある。それは「生物多
様性の保存」である。これは、人によって考え方にちがいがあるので、私自身の考えを述べる
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ならば次のようである。種の多様性に限定することなく、種内の多様性や通常「生態系の多様
性」といわれている生物世界の多様性をもふくんでいる。具体的には、野生世界の多様性保護
を中心とした人間世界の中の馴化生物の多様性の保護というように考えている。この場合の「馴
化生物」というのは、人間世界の中でその構成生物として生存している培育生物(飼育動物、栽
培植物、培養菌類・細菌類の総称)以外の生物で、人間世界の中に自体で移り住み、人間世界に
馴染んで生存するようになった生物をいう＊。道端のオオバコやスズメノカタビラなど植物、ス
ズメやカラス、ツバメ、クマネズミ、ドブネズミなどの動物である。
＊：岩田好宏(2017)野生生物とその保護、野生生物保全論研究会編『生物多様
性保全と持続可能な消費・生産』pp.71-83

この生物多様性の保護と野生生物の保護を結合させるならば、厳密ないいかたをするならば、
野生世界の保護の考え方にその多様性保護の考え方を結合させたらどのようなことになるか。
これまで描いていた野生世界の保護に対する考え方は、本来そういうものであったのではない
か。概念の上での野生世界保護(自然保護)を論理だけで考えれば、人間滅亡後地球上の生物が
滅びない限りすべて野生世界にもどることになるから、積極的に自然保護を考えなくても何も
しなくても野生世界は復活することになる。しかしそれは、これまで私たちが描いてきた自然
保護(野生世界の保護)とはちがう。
３
野生世界の保護の考え方には、言葉(概念)から受ける野生世界の保護だけでなく、生物世界
の 38 億年の分化と多様化という歴史的過程の中で形成された生物世界を保護するという考え
方がふくまれていたはずである。危うく概念だけのやりとりだけで、その大事なものをすてて
しまうところであった。このように考えると、野生世界の保護は、38 億年の分化と多様化によ
ってうまれたものをそのまま人間滅亡後へつなぐという保護となる。こうみれば、人間が生物
世界とどのようにかかわっても最終的には放置して野生世界は復活すると考えて無関心でいる
わけにはゆかない。
人間が地球上に出現してからある時までは 38 億年かけて出現したものがほぼそのままのか
たちであった時期があったはずである。しかし人間の生物世界とのかかわりの歴史をさかのぼ
ると、ある時そうではない、危機の兆しが現われ、その後ある時決定的になった。その危機の
もとになったものをとり除き、可能なかぎり復元に近い状態にもどすという考え、それを人間
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滅亡までの間に実現させるという自然保護観が必要なのではなかろうか。現在は、地球の 38
億年つづいてきた‘生物世界のそれ自体による分化と多様化’の自然史の方向が、ある時期か
ら人間によって別の方向に変えられて危機状態に陥っているが、比喩的にいえばバイパス手術
によってもとの方向に戻し、人間滅亡後につなげようという構想である。
４
その危機の兆しは、農作生活を始めた時に現われたとみる。それ以前の狩猟採集生活は、と
り尽くす前に放置することによって生物世界のそれ自体によって回復するという野生世界の法
則性との関係で成り立つ営みであった。狩猟採集民は、野生世界との共存によって生存してい
た。ところが田畑の造成と維持管理は、野生世界を破壊して人間世界をうみ出しそれを持続さ
せることである。危機の兆しは、厳密にみればもう少し早い時期からあったと思われる。火入
れをして森林を焼き払い草原化すると、人間の食料源となる植物や動物が移り住み、馴化して
生存するようになる。
「自然発火―森林火災―草原化―採集狩猟」を人為的に行なうようになっ
たと思われる。これは人間世界の創出であり、野生世界の破壊である。種まきや除草などをし
ないから農作でないようにみえるが、農作の原初的なものとみることができる。
「狩猟採集」と
「農作」という語の対比のしかたにだまされてはならない。農作も種をまき、除草し、食料源
を「採取する」
。牧畜は、家畜に飼料を与え保護し、食料源を「捕える」
。狩猟採集は、前もっ
て何もしないで「採取し」
、追いかけ、わなをしかけて「捕える」
。
５
自然保護の究極の目標を、人間の滅亡の時までに 38 億年の生物世界の「それ自体による分化
と多様化の歴史」をつなげることとするならば、その目標に到達するための基礎づくりの目標
は、できるだけ野生地域を拡大することであり多様性を高めることになる。これでその基礎づ
くりのための、自然保護活動が当面取り組まねばならない課題(至近目標)が明らかになる。そ
れは、次のように考えられる。
ⅰ.現在保存されている野生世界を破壊させない
ⅱ.里山など人間世界の馴化生物を存続させる

この二つは、現にこれまでされてきたことである。しかしⅱは、これだけでは充分とはいえ
ない。人間世界は人間のはたらきかけがなくなれば破壊され、馴化生物は絶滅する。この不備
を補うのは、次のことである。
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ⅲ.馴化生物が人間世界に移り住む前に生存していた原環境である野生世界を保存する

このⅲの処置は、馴化生物を野生生物にもどすことでもある。馴化生物は、人間世界ができ
た時外から進入してきたのであるから、すべて外来生物である。馴化生物は、人間世界の中で
生存する前は野生世界の中で出現した生物「野生生物」であった。野生世界の中で、生物世界
の分化と多様化の一つとして出現したとみることができる。その出現は、野生世界であった場
所の環境との対応関係の中で生存可能になって実現した。その時の環境を原環境とよぶならば、
人間世界は、原環境となっていた野生世界とは異なりながら基本において共通し、そのことに
よって原環境のかわりに生存可能となった環境である。これは、馴化生物にとって「代替環境」
とよぶことができる。
さらに考えるならば、次のことがあげられる。
ⅳ.里山、田畑、人工林など放置されたものをそのまま放置して人間世界を野生世界にもどす

里山など人間世界は、放置されると生物世界のそれ自体において変化によって消滅する。こ
の変化状態は、人間の立場からは「荒廃した」とよばれている。それとは別に、植物生態学は
「植生の遷移」が進行し、いずれは「極相」となるという。しかし遷移を人間と生物世界との
かかわりという視点からみれば、生物の理と人間の理に則して存在していた人間世界から、人
間の理からの作用がなくなり生物の理だけに則した変化となり、生物の理に則した生物世界(野
生世界)が形成される。遷移は、人間世界から野生世界への転換の過程である。これは、野生世
界拡大の唯一の方法といえる。しかし人間世界が出現する以前の野生世界と同じものに転換す
るとは限らない。次のようなことが必要である。
ⅳ.放置された場所、あるいは周辺地に破壊される前の野生世界を形成していた生物と同じ生物の繁
殖源の確保

以上のⅰ～ⅳの四つが、当面の自然保護活動が目的であるとみることができる。

３．
「日本人は幸福か」
2022 年元旦の『日本經濟新聞』に興味深い記事を見つけた。大きな見出しは「成長・満足度
両輪で活力」となっていて、日本をふくむ先進国といわれる８か国についての資料（数値表「経
済・社会指標の各国比較」
）つきで特集していた。
見出しの中の「成長」は、文字どおり日本人の生活、あるいは日本社会の成長を意味してお
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り、
「経済成長」はその一つに位置づけられていた。その成長と満足度を評価する指標は 13 項
目あって、社会的に適したものと不適なものが混じっていた。
適した項目：経済の成長率 賃金の伸び 労働生産性 教育への投資 男女の平等
他者への信頼度 健康寿命 幸福度
不適な項目：所得格差 貧困世帯の割合 社会の腐敗 治安 失業率

新聞の表の中の数字は青(不適なもの)から赤(適したもの)までの優劣の階級分けした色がつ
いていた。たとえば日本は「男女の平等」が 0.66 となっていてかなり濃い青になっていて、先
進国の中では最悪であった。先進国の中では最適であったフィンランドは、0.86 で濃い赤に着
色されていた。また先進国平均は 0.76 であった。もっとも赤が濃かったのは、日本の健康寿命
とフィンランドの男女平等で、もっとも青が濃かったのは、アメリカの健康寿命であった。
この各項目の国別の数値を、その中のもっとも大きいもので割ることと、不適なものはマイ
ナスをつけ、13 項目それらの国別の合計の二つの作業によって次の指標を算出した。
ｲ.各項目についての国別相対適度と相対不適度
ﾛ.各国の成長と満足度からみた相対評価

ｲについて日本はどの程度か、グラフ化してみた。

このグラフの中の１は最適、-１は最不適を意味している。最適の１は、1 以下の国々にとっ
ては当面の努力目標とみることができる。マイナスのものについては、０は、不適なものがな
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いことであり、最終目標となる。それぞれの算出数値は、最悪の国の数値と比較してどれだけ
目標に近いかを意味しているとみることができる。
このグラフの０点より右の適していることについては、日本は「健康寿命」が 1.0 となって
いるから、先進８か国の中でもっとも高いことになる。それに対して「賃金の伸び」は非常に
にぶいことがわかる。
「他者への信頼度」も、日本人は非常に低いということになる。経済の成
長率も最高のものの半分以下だから、これも相当悪いと考えられる。
「男女の平等」にしても「教
育の投資」にしても、また「労働生産性」も、良いとはいえない。
０点から左側のマイナスの数値をみると、
「失業率」が 0.5 以下であり、８か国中不適度が低
かった。これはひどくは悪くないといえないが、就業したい人が多くいながらこれだけの失業
率というのは問題である。ほかの 7 か国の就業状況は日本よりはるかに悪いことになる。それ
よりも、その他のマイナスの項目をみて唖然とした。日本は、
「治安」はともかく「社会の腐敗
度」
、
「貧困世帯の割合」
、
「所得格差」がいずれも大きいことである。このことから、日本は、
人々の生活も社会も８か国中最悪かもしれないと思った。そこで、これら 13 項目を合計して全
体的なことはどうなっているか、見ることにした(マイナスの数値は、引き算することになる)。
それが次のグラフである。

もっとも良好なのはデンマークで、これを総合相対評価１として、その他の国については、
それに対する比で表わした。かりに、デンマークの国情を当面の目標とするならば、第２のス
ウェーデンは、その 80％まで達しているとみることができる。それに次ぐドイツとイギリスは、
60％まで達している。その他の４国は、50％にも達しておらず、その中の最下位である日本は、
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20％にも達していない。ところが国民の幸福と感じている程度は次のようである。

日本人の「幸福度」は８か国の中で最悪であるが、それでも大きく異なっているわ
けではない。しかしそれは日本人の生活や社会の実態とは大きく異なっている。
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2021 年度活動報告
１．2021 年度人間学研究所、実用的人間学研究会・合同例会報告

第 1 回例会（人間学研究所１６０回例会、実用的人間学１２０回例会）
日時

2021 年 10 月 19 日（金）午後 6 時より

主題

「歌の歌詞について」

講師

田中稲生氏 当実用的人間学研究会員

会場

西戸山タワーホームズ集会室

第 2 回例会（人間学研究所１６１回例会、実用的人間学１２１回例会）
日時

2022 年 1 月 21 日（金）午後 6 時より
「わかる」から「できる」へ向かうわが国の
学校地理における教師の専門性

講師

生田清氏（当研究所研究員、元開成中・高校教諭）

会場

西戸山タワーホームズ集会室

◎1 月例会、並びに 2 月例会は新コロナウイルスの蔓延により中止となりました。

２．人間学研究所通信「HUMANOLOGY」の発行

第 86 号

2020 年 4 月 16 日

しばらく休会しますｐ１

岩田好宏「石射高三郎略伝」ｐ２
佐竹幸一「こういちの人間学ブログから」ｐ５
第 87 号

2020 年 6 月 20 日

しばらく休会します p.1

倉田 眞「黒人差別事件に見るトランプ大統領の対応と精神構造」ｐ２
森岡修一副所長からのお便り」p.８
岩田好宏「ウイルスが感染すると」ｐ.９
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懇親会のご案内 p.10
第 88 号

2020 年 8 月 31 日 休会の通知
2020 年度会費納入のお願い
岩田好宏「高校教師をしていた頃」ｐ.２―ｐ.６

第 89 号

2020 年 11 月 12 日 合同例会の通知
「人間学研究所年誌２０２０」18 号刊行予告
「交流の広場」を始めました。

第 90 号

2021 年 5 月 11 日『現代ロシアの教育改革』特集号
佐竹幸一『現代ロシアの教育改革』が森岡修一氏から送られてきました
森岡修一『現代ロシアの教育改革』伝統と革新の光を求めてｐ.３
白村直也『現代ロシアの教育改革』伝統と革新の光を求めてｐ.11
岩田好宏『現代ロシアの教育改革』を読んでｐ.12

第 91 号

2021 年 10 月 7 日
2021 年度『人間学研究所 2021』刊行予告と原稿募集
佐竹幸一『新コロナウイルスの蔓延、および日米の違いについて』p.４
岩田好宏「事実・観念―概念‐用語」関係について p.５

３．
『人間学研究所年誌２０２０』の発行

発行年月日

2021 年 2 月 15 日

１－10「新聞と戦争－満州事変」

里見 脩

11－19「心理臨床からみえてくる思春期のメンタルヘルス」
－MHL（精神保健リテラシー）教育を中心として

西田隆男

20－28 「大学生はソ連やロシアをどのようにとらえているのか」
－学生へのアンケートをもとに授業づくりを考える

白村直也

29－49 「自然保護活動のあり方を具体的に考えるー『トトロの森をつくる』と
『野生動物のためのソーシャルディスタンス』の 2 書を読んで
岩田好宏
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エッセイ
50－55

政治報道の堕落

56－58

2020 年度活動報告

倉田 眞

４．
「交流の広場」について
メールの連絡網を使って文章を書くことを提案し、早速投稿がありました。
「交流の広場」始めました。佐竹幸一
人間学研究所通信 No.89 より 2020 年 11 月
第 1 号 倉田 眞 「政治報道の堕落」2020 年 9 月

p.４

第 2 号 里見 脩 「倉田論文を受けて」2020 年 9 月 p.14
第 3 号 生田清人 「人間学研究所の皆様」2020 年 10 月 30 日
第 4 号 森岡修一 「会員の皆様へ」2021 年 11 月 1 日
第 5 号 生田清人 「添付ファイル地理で『考える』授業を作る」
地理月報 2 月と 4 月を加えます 2021 年 11 月 5 日
第 6 号 佐竹幸一 「皆様へのご報告」2020 年 11 月 25 日
第 7 号 佐竹幸一 「交流の広場再開いたします」2021 年 3 月 27 日
一時、佐竹のパソコンの故障で連絡がうまくできなくなってしまい、また 2021 年 1 月の
佐竹の入院などで中断してしまいました。残念です。また再開できるといいなと願ってお
ります。ただ、一斉メール網を使って連絡はスムースに進んでおります。

５．人間学研究所の所員による刊行物について
2021 年に当研究所の所員による優れた著作が発表されました。以下の３冊が人間学研究所
に寄贈されました。
1.『沼田眞著作集―第 2 巻―生物哲学 －新しい研究領域開拓の軌跡』
沼田眞著作集編集委員会 岩田好宏編 学報社 502 ページ
20２1 年３月 30 日 4200 円
「こういちの人間学ブログ」2021 年 12 月 10 日
「生物哲学」沼田眞著作集第２巻 岩田好宏編が出版されました～
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2.『現代ロシアの教育改革』
伝統と革新の（光）を求めて

ロシア・ソヴィエト教育研究会

白村直也 「インクルーシブ教育をめぐる諸相」
他にコラム欄を担当
関 啓子 「ソヴィエト教育とは何であったか」
森岡修一 「ヴィゴツキーの心理学・教育学理論を読みなおす
―協同学習と補充教育を中心に
2021 年４月３日 東信堂 406 ページ ３960 円（税込み）
「こういちの人間学ブログ」2021 年５月 29 日
HUMANOLOGY

NO90 「現代ロシアの教育改革」が発行されました

「こういちの人間学ブログ」2021 年 5 月 4 日
森岡修一氏から「現代ロシアの教育改革」が送られてきました
3.『言論統制というビジネス』
新聞社史から消された「戦争」
里見 脩 2021 年 8 月 25 日 新潮社 287 ページ 1550 円 税別
10 月 31 日（日）NHK ラジオの番組で、歴史ノンフィクション「著者からの手紙」とい
う番組で 10 分間、この本についてのお話が放送されました。新聞の書評でも紹介され、
大きな反響を呼んだ本でした。
「こういちの人間学ブログ」2021 年 8 月 30 日
「里見脩氏から「言論統制というビジネス」という本が送られてきました。

５．人間学研究所・実用的人間学会組織

所長
副所長
専務理事

岩田好宏 子どもと自然学会顧問 学習助成学・生物学
森岡修一 大妻女子大名誉教授 教育学
佐竹幸一 実用的人間学研究会長 実用的人間学

理事

木村廣子 女子栄養大学名誉教授 栄養学

理事

天野幸子 女子栄養大学名誉教授 発達心理学（2022 年 3 月退会）
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理事

松本 孚 元相模女子大教授 心理学

監事

河村信弘 元女子栄養大学

研究員

生田清人 元開成中高校教諭 駒澤大学講師 地理学

研究員

倉田 眞 元新聞社編集局長

研究員

白村直也 岐阜大学助教授 教育学

研究員

高橋喜代治 元立教大学特任教授 教育学

研究員

里見 脩 元大妻女子大学教授 大妻女子大人間生活文化研究所
特別研究員

所員

野本雅央 少年写真新聞社

所員

石崎（高橋）摂 高校教諭

所員

野池桂

所員

蕨俊夫

所員

関 啓子 一橋大学名誉教授 社会学（2020 年度より入所）

名誉会員

馬場小室山遺跡研究会

岩城正夫 和光大学名誉教授 原子技術史

実用的人間学研究会（関連団体）
会長 佐竹幸一 （株）サタケ会長
副会長 杉山靖夫

杉山税務事務所長

幹事 江原正忠

（株）エバー会長

幹事 河村正弘

元女子栄養大学

幹事 倉田 眞

元新聞社編集局長

顧問 岩田好宏

人間学研究所長

顧問 森岡修一

人間学研究所副所長

会員 田中稲生

元銀行支店長

会員 岡島恵三
会員 新田ミツ子
会員 藤原博子
会員 星野實千江

税理士
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会員 上杉徳治郎

たん焼き忍

会員 壇上 新

新建築アトリエ 1 級建築事務所

会員 壇上千代子

同上

人間学研究所における入退会について
入会
関 啓子氏 2021 年 11 月

退会
以下の方が退会及び退会・退会予定されました
2021 年 11 月

宮坂琇子氏

理事

鈴木正博氏

2021 年

天野幸子氏

理事

2022 年 3 月予定

関根秀樹氏

理事

2021 年

中江和江氏

名誉会員
(佐竹 幸一記)

51

