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講演の後 、研究 会参加 メン バーとの 自由な 意見交 換が 行われま した。

必要があります。

明 らか にな りま した 。です から 、こ うし た分 野の研 究も やっ てい く

り ます 。こ のよ うな 文化の 中で 、江 戸時 代の 末期に 、交 配の 技術 で

で 高価 な値 段が つく のです 。そ うい う独 特の 園芸観 が日 本人 には あ

ま す。 花の 色が ちょ っと変 わっ てい るも のが 見つか ると 、そ の一 株

も 交配 して 作っ たり せず、 ひた すら 山に 行っ て変わ りも のを さが し

も のを 探し 出し て、 名前を つけ て楽 しむ とい うこと を好 みま す。 蘭

この よう に、 日本 人は品 種改 良を する より も、い ろい ろな 変わ り

を切られても大丈夫です。

は 、根 から 芽を 出す ことも あり ます 。繁 殖力 が非常 に強 いの で、 幹

ら の枝 に別 な花 が咲 くとい うこ とが でき ます 。それ から 、日 本の 桜

桜は 接ぎ 木も 可能 ですか ら、 接ぎ 木を すれ ば、こ ちら の枝 とあ ち

流です。

ま す。 こう して 、野 生のも のに 加え て園 芸品 種を楽 しむ のが 日本 人

す ら探 して 、そ して 、自然 界で でき た変 わり ものを 挿し 木で 増や し

枝 だけ がピ ンク のも のにな ると いう もの です 。そう いう もの をひ た

比 較的 簡単 に出 ます 。たと えば 、も とも と白 い花の とこ ろに 、あ る

つ の桜 が自 然界 で勝 手に交 配し ます 。そ れか ら、桜 は、 枝変 わり が

こ れを 交配 して いろ いろな もの を作 るの です が、日 本で は、 この 三

ザ クラ 、カ スミ ザク ラの三 つは 野生 の桜 で、 ヨーロ ッパ 人で あれ ば

も たな いと いう こと があり ます 。た とえ ば、 オオシ マザ クラ 、ヤ マ

・ また 、日 本人 の特 徴は、 人工 的に 交配 させ ること にあ まり 関心 を

その内容を、要約して紹介します。

「日本人と桜」をめぐって
・
「日本人と桜の歴史」についてご質問がありましたが、たとえば「日
本の文学と桜」といった観点からみる桜の歴史は、
「人間にとっての
桜 の歴 史」 です 。そ ういう 立場 での お話 は、 私には でき ませ ん。 私
の立場からは、
「何千万年前に、どこで生まれて、どのような経路を
た どっ て進 化を して 」とい う具 合に 答え るこ とにな りま す。 それ に
つ いて は、 今日 は準 備があ りま せん ので 、ま たあら ため てと 思い ま
す 。た だ、 日本 の歴 史の中 で、 桜が 顕著 に目 立つよ うに なる 時期 が
あります。それは、自然破壊の時なのです。その一つは奈良時代で、
新 都造 営、 寺院 建築 の材木 とし て使 うた め、 奈良周 辺の 森を ほと ん
ど破壊しました。注① このときに、桜の林が非常に増えたことが予
想 され ます 。ま た、 有名な 吉野 の山 桜は 、南 北朝時 代の 森林 伐採 の
二次林として広がったものです。
森林の変遷を歴史的に考えるという研究は、これからの分野です。
自 然科 学だ けで はな く、古 文書 も読 み解 きな がら類 推し てい かな け
れ ばな らな いの で、 なかな か難 しい です 。し かし、 たと えば 、天 然
の もの だと 思わ れて いた伊 豆半 島の 天城 山の モミの 原生 林が 、実 は
植 林で ある こと が、 江戸時 代の 古文 書を 解析 したご く最 近の 研究 で
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できたのがソメイヨシノです。
・ とこ ろで 、桜 とい えばサ クラ ンボ です が、 桜の木 とサ クラ ンボ の
桜とは別体系で日本に入ってきたものです。日本人は「実を食べる」
と いう こと をあ まり 考えま せん でし た。 日本 のサク ラン ボは 、ヨ ー

り は、 街路 樹も ある 意味で はど んど ん取 り替 えてい く。 その ほう が

木の性質に合っているかもしれません。結局のところ、日本人全体、

「もっと自然を知ろう」ということが大事です。

ラ ンボ が増 えて いま す。こ うい うこ とは 、リ ンゴも 同じ です 。リ ン

ドの生きものとしての仕組みを解き明かす話をいたしました。私は、

・今日は、
「桜には桜の主体性がある」という見方に立って、桜サイ

子どもを自然の世界の魅力に誘うために

ゴ も、 アメ リカ で非 常に改 良さ れた もの が日 本に入 って きて 、そ れ

このような視点を子どもに語りかけていく姿勢が、
「自然世界への誘

ロ ッパ で非 常に 改良 されて でき た系 統の もの で、今 は日 本産 のサ ク

から日本で非常に改良しています。

い」の手だてとして、大事だと思います。

ふつう、
「親と子で」という場面では、親御さんに植物学の知識が

に 子ど もを 自然 世界 に誘え ばよ いか 。今 日の 話題の 桜で いえ ば、 枝

・ 日本 人は 木を 愛で ますが 、木 のい ろい ろな 本性を 理解 して いな い
か と思 いま す。 木は 種類ご とに それ ぞれ の進 化の道 筋を 背負 った 特

の 伸び 方を 見る こと にポイ ント があ りま す。 それか ら、 枝の 皮の ピ

あ ると いう ケー スは まれで しょ う。 では 、い ったい 親は どん なふ う

性 をも って いま す。 その特 性を きち んと 理解 して、 それ に沿 った ケ

カピカした様子がもう一つの観察ポイントです。

ために、
「木の愛し方がわからない」というところがあるのではない

ア をす れば よい ので すが、 そう いう とこ ろが 希薄で はな いで しょ う

れ そう にな った ら、 それを 掘っ て接 ぎ穂 を植 えてや れば 、同 じ個 体

い うち にそ こか ら接 ぎ穂を 採っ て、 挿し 木し て、そ して 古い 木が 枯

生 きる のは 生き 過ぎ です。 一つ の個 体を 大事 にする ので あれ ば、 若

ば 、適 切な 世代 交代 が大事 です 。本 当は ソメ イヨシ ノが 一〇 〇年 も

たと えば 、千 鳥ヶ 淵の桜 （ソ メイ ヨシ ノ） も、木 の本 性か らい え

若 い枝 をな がめ てみ る、比 べて みる 」と いう 姿勢が 大事 です 。子 ど

い う答 えを 一方 的に 言うの では なく て、 子ど もと一 緒に 「古 い枝 と

っ て、 そこ で呼 吸を してい るの です 。こ れが 答えな ので すが 、そ う

い 幹に なる とゴ ツゴ ツの皮 にな って くる ので す。若 枝は 横に 筋が あ

う して でし ょう 。若 枝は光 合成 する 能力 をも ってい るけ れど も、 古

枝 はピ カピ カで すが 、古い 幹に なる とピ カピ カでは あり ませ ん。 ど

子 ども さん と一 緒に 、若い 枝と 古い 枝を 比べ てみて くだ さい 。若

で すか ら続 いて いく のです 。そ うい うこ とを 考える のが 大事 でし ょ

も と一 緒に もの を観 察する 。そ うす れば 、次 にお互 いに 考え てい る

か。

う 。街 路樹 もそ うで す。街 路樹 が枯 れた 、枯 れない と大 騒ぎ する よ
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足 し算 です 。元 のも のは全 部残 って いる ので す。で すか ら、 上手 に

こ ちら にあ る木 と五 メート ル先 の木 が、 違う 歴史を 歩ん でき たと い

こ とを 言う とい う段 階に一 歩進 める ので す。 そうい う最 初の きっ か
そ のた めに は、 大人 が最初 のと っか かり の科 学知識 を持 つ。 それ

う スト ーリ ーが 見え てくる 。こ うい うも のの 見方の 引き 金に なる の

解析をすれば、一本の木の歴史がわかるのです。そのように見ると、

が 、自 然を 見る 目を 育む上 で、 大事 なと ころ です。 私は 大き くい う

は 、私 はや はり 科学 的な見 方を 出発 点に する という こと だと 思い ま

けづくりが大事です。

と そこ が日 本人 に非 常に欠 けて いる と思 いま す。そ の点 、ヨ ーロ ッ

す。

そう いう 視点 が、 子ども たち の教 育に 対し ても欠 けて いる と思 い

パ の博 物学 はす ごい と思い ます 。特 にイ ギリ スが博 物学 の本 家で す
が 、非 常に 客観 的な 知識を 積み 重ね てい て、 そうい う目 で自 然を 見

方 がで きな いの です 。です から 、研 究者 は、 科学の 目か ら見 えて く

ます。
「一本のサクラを全体的に見る」ということ自体、科学的な見

客観的な目で見ることが、すなわち、
「木の側に立てる」というこ

る 本質 を広 く社 会に 伝えて いく 責任 があ りま す。私 はそ こか ら自 然

られるのです。
と です 。そ うい う視 点を日 本人 はあ まり 持た ないの です が、 これ が

観察のノウハウも生まれると思います。

・ 私は 理想 的に 言う と、今 日お 話し した よう な内容 をも う少 し多 様

大切です。ですから、大人も勉強することがやはり必要です。
・日本人の特性として、
「常識とされる類型」でものを見がちで、そ

木 は人 間と 同じ く、 一つひ とつ 違う こと がわ かるの です 。基 本的 に

隣 の木 との 関係 が非 常に大 事で す。 そう いう 目で観 察し てい くと 、

ても、若いものと年をとったものとでは非常に違います。それから、

ま す。 そう する と、 見えて くる ので す。 たと えば枝 のは り方 一つ 見

日 本人 はも う少 し科 学的に 相手 を見 ると いう 訓練を すべ きだ と思 い

と 考え てい ます 。ゆ くゆく は桜 だけ では なく て、い ろい ろな 樹木 に

識 を背 景に 、わ かり やすく 桜を 解説 する よう な情報 が流 せる とよ い

う なこ とが でき れば よいと 思う ので す。 その ために 、い ろい ろな 知

よ いの です 。一 部に 光を当 てて 、そ こか ら子 どもが 桜を 理解 する よ

に 与え る必 要は なく 、たと えば 根の 話と か種 （たね ）の 話の 一部 で

や れた らよ いと 思う のです 。そ の場 合、 やさ しくし て全 部を 子ど も

の ため に本 当の科 学的 なと ころ には 進んで いか ない 傾向 があ ります 。 化 させ て、 それ をや さしく して 、子 ども に提 供でき るよ うな こと を

木 は、 グン グン 伸び る枝と 、そ うで はな い枝 がある 。そ れを 元に そ

つ いて 、こ こか らこ う見て いっ たら 相手 がわ かるよ とい うよ うな 、

たと えば 、杉 や檜 は、材 木と して の利 用、 あるい は、 山の 崩壊 防

自然を見る目の勘どころの解説情報を流したいと思っています。

ういう見方をすると、非常におもしろいことがあります。 注②
しか も、 木は 、生 きてき た歴 史を 全部 体に ためこ んで いる 生き 物
で す。 枝の 伸び でも 、古い 所に 新し いも のを 足して いく わけ です 。
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やはり、その自然の見どころをガイドすることはとても大切です。

見 せて やれ ばよ いと いう考 えも あり ます が、 そうで はな いの です 。

っ てい ます 。特 に自 然を見 ると きは 、何 も説 明しな いで ただ 自然 を

が 近づ きま すよ ね。 私は、 ガイ ドは どの よう な世界 でも 必要 だと 思

い ての 勘ど ころ を解 説した よう なも のが あれ ば、ぐ っと 自然 の世 界

す ばら しい 生き 物か という 知識 は皆 無で しょ う。そ うい うこ とに つ

し ょう 。ま して や、 その木 がど うい う特 徴を もって いて 、ど んな に

子 ども たち は、 杉、 檜の区 別は つき ませ ん。 大人で も実 は難 しい で

は 、正 面切 って 「杉 とはど うい う木 か」 と言 われて も、 小中 学校 の

止 や洪 水調 節の 意味 でも、 日本 人に とっ て非 常に大 事な 木で す。 で

う よう な気 持ち が、 子ども たち はと ても あっ て、そ うし た全 体の 世

方 で、 細分 化し てい くよう な探 求心 より も、 全体を 理解 した いと い

しれません。
「子どもは、博物的な知的好奇心が非常にある。その一

ル には 写真 もよ いで すが、 絵で 表し た方 が、 案外わ かり はよ いか も

ー リー があ って 、お 話とし てや さし く生 物の 本質を 語る 。ビ ジュ ア

か もし れま せん 。客 観的な 、科 学的 な知 識を 盛り込 みな がら 、ス ト

ね 。ど うや って 目を 向けて もら うか 。― ―絵 本とい う手 だて は一 つ

必 要な ので はな いか 」とい うご 質問 です が、 それは 確か にそ うで す

と を親 や子 ども に伝 えるに は、 もう 一歩 、何 か近づ きや すい 方法 が

・
「科学的に、客観的に、という考え方はよくわかるが、そういうこ

界 を経 験し てい く時 に、物 語が 非常 に助 けに なるの では ない か」 と

をつけてやらないと、全体像はつかまえられません。実は日本には、

を示すことが大事なのですが、
「勘どころ」だけにならないように気

だ 本と なっ てい て、 子ども が直 接そ れを 利用 すると いう とこ ろの 広

ク など があ りま す。 でも、 たい てい 本当 にノ ウハウ だけ を詰 め込 ん

も ちろ ん、 自然 観察 は大事 だと いう こと で、 いろい ろガ イド ブッ

いうコメントをいただきましたが、それは考えてみたいことですね。

勘 どこ ろだ けと いう ケース がま ま見 られ ます 。たと えば 、材 木の 構

が りが でき ない ので す。マ ニア だけ が、 うち うちで お互 いや り合 っ

・ ただ 、自 然観 察の 見方を 示す とい うガ イド の際、 確か に勘 どこ ろ

造 ばか り研 究し てい る人、 花の こと だけ を研 究して いる 人、 とい っ

もう一つ、私は、
「自然の語り部を増やす」ということが大事だと

ているような本で終わるのです。

を 考え ると いう 視点 があま りな いの です 。日 本人は 、非 常に 職人 的

思 いま す。 基本 のプ ログラ ムが でき れば 、そ れをも とに しな がら 発

た 具合 です 。そ うい う研究 を、 生き た桜 全体 に戻し て、 桜の 全体 像
な のか なと 思い ます 。そこ がヨ ーロ ッパ の博 物学と 違う ので す。 や

展できる、語り部の数が増えるといいですね。

・ 実は 、桜 を含 めて 森を観 察す ると 非常 によ く見ら れる のは 、木 同

はり、そういう細かい部分の勘どころを、
「全体の生き物として」と
い うも のの 見方 に、 一度つ なげ て考 える とい う姿勢 が、 非常 に大 事
です。

士の競争なのです。少し注意すれば、どこでも見ることができます。
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それは非常にシビアです。

は 昆虫 にと って は非 常に毒 なの です 。そ うい う研究 が、 かな り進 ん

されて枯れてしまいます。ところが、逆に松のほうが上に行ったら、

が 松の 上に 広が ると 、松は 非常 に太 陽光 が必 要な樹 木な ので 日陰 に

桜 のほ うが 松よ り高 くなっ たら 、松 は死 ぬし かない ので す。 桜の 枝

白 樺の 仲間 の木 で、 広い林 の中 でた だ一 本だ けとい うも のが あり ま

ところが、あるものは一本でなければ生きていけません。たとえば、

や 檜は 、わ りあ い同 じ仲間 が寄 って 共生 して 生きて いけ るの です 。

生 き物 の世 界は 非常 に多様 です から 、一 筋縄 ではい きま せん 。杉

できています。

同 じよ うに 太陽 光を 必要と する 桜は 死ぬ しか ないの です 。そ れは 、

す 。こ れは 、若 いと きには 種が たく さん 出て 林を作 りか ける ので す

た とえ ば桜 の隣 に松 がある と、 どち らが 高く なるか 競争 しま す。

非 常に シビ アな 競争 です。 一度 負け たら 、挽 回する 手だ ては あり ま

が、隣の枝と隣の枝が接触したら、どちらかが枯れてしまうのです。

と テル ペン を余 計に 出す。 その テル ペン をほ かの木 が感 じる 。葉 に

テ ルペ ン類 とい う物 質を出 しま す。 これ はあ る木が 害虫 にや られ る

す が、 杉や 檜の 森同 士が会 話す ると いう ので す。杉 も檜 も、 葉か ら

い ると いう 内容 の「 植物コ ミュ ニケ ーシ ョン 」とい う本 が出 てい ま

そ うい う面 の一 方、 たとえ ば、 ヨー ロッ パで は、植 物が 話を して

と ころ が、 それ がだ んだん 分化 して 変わ って きたの です 。植 物学 で

パにも負けないくらいありました。レベルも非常に高かったのです。

が 、い いえ 、日 本に は江戸 時代 に博 物学 があ ったの です 。ヨ ーロ ッ

専 門化 した 研究 者が たくさ ん育 った のだ ろう か」と いう ご質 問で す

ろ が、 日本 は博 物学 があま りな いと ころ に自 然科学 が細 分化 して 、

・
「ヨーロッパには博物学の伝統に加えて、科学的研究もある。とこ

「生き物の全体像を見る」という姿勢が大切

を育む基本なのです。

こう いう 生き 物の 本性に つい て知 ると いう ことが 、自 然を 見る 目

せ ん。 そう いう 姿は 、実は どこ でも 見ら れま す。公 園に 行け ばす ぐ
にわかります。
ですから、森は、そこを構成している木がお互いに共同し合って、
一 つの 仲良 し世 界を 作って いる ので は、 決し てあり ませ ん。 一本 一
本 の木 がい かに 生き 抜くか とい うこ とを 、本 当に必 死に なっ てや っ

気 孔と いう 穴が あっ て、そ こか らテ ルペ ンが ほかの 木に しみ こん で

も 、明 治、 大正 、昭 和くら いま で、 博物 学の 伝統が 中心 でし た。 と

ている世界です。

い く。 そう する と、 それが スト レス にな って その木 もテ ルペ ンを 出

こ ろが 、ア メリ カか ら近代 的な 学問 が入 って きたら 、た ちど ころ に

像を考えるようなところに戻すことが大事だと思います。

な くな って しま って 、いま はな いで すね 。で すから 、も う一 度全 体

す。それで、森全体がテルペンを出すのです。
つ まり 、害 虫に やら れたこ とに よっ て、 森全 体がヒ ステ リー のよ
う にな るの です 。テ ルペン の霧 がた ちこ める と、テ ルペ ンと いう の
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か った 動植 物を 見つ ける、 そし て名 前を つけ る。そ して 、自 分だ け

り ます 。珍 品探 しに なるの はそ のと きで す。 いまま でだ れも 知ら な

の 動植 物だ けを 集め て自慢 する とい う方 に変 質して しま う傾 向が あ

る か」 とい う問 いは 、なく ても よい ので す。 その結 果、 珍し い種 類

の生き物であるのかを追求するのが一つの要素です。
「どう生きてい

あ りま す。

ビ ーグ ル号 に乗 って 、また 出か ける ので す。 そうい う大 きな 流れ が

と いう こと です 。後 に、ダ ーウ ィン がこ の旅 行記を 見て 感激 して 、

て 測っ たり 、絵 を描 いたり 、自 然の 客観 的な 記録を きち んと 残し た

事 な姿 勢が あり まし た。そ れは 、現 場に 出て 行って 、物 差し を使 っ

フ ンボ ルト は世 界探 検調査 を始 めた 人で もあ ります 。そ こに は大

れています。

が 持っ てい ると いう ことに 最高 の喜 びを 感じ る。こ うな ると 切手 の

ど ちら かと いう と生 態学的 世界 です 。た だ、 私は生 態学 とは 言い た

・ 博物 学の 仕事 は、 生き物 をた くさ ん集 めて 、それ がど うい う種 類

コ レク ショ ンと 同じ です。 そう では ない もう 一つが 、博 物学 の大 事

く ない 。む しろ 博物 学とし てお きた い。 それ は、相 手の 生き 物の 全

私 が今 日話し たの は、 分類 学的 世界で はあ りま せん 。

な 要素 にあ りま す。 それは 要す るに 「全 体と しての 生き 物を 理解 す

体像を理解するような視点でありたいという思いなのです。
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る」という方向です。両方大事です。
・ 博物 学に 対し て生 態学は 、生 き物 と生 き物 がどう いう 関係 を結

本内容の無断転載はご遠慮ください。

び なが ら生 きて いる かとい うこ とに 興味 があ ります 。自 然の 営み 、

2008 年 3 月 4 日
森永エンゼル財団
東京都港区芝 5-33-1
森永プラザビル内 〒108-8403
TEL:03-3456-1767（代表）

注 ① 森林伐採の跡地に他の樹木より早く生長する性質があるので、自然破壊の
後に桜が増えるのです。
注 ② 長く伸びる枝を長枝といい、樹木の骨格を作ります。長枝から短い短枝を
出します。短枝は葉や花をつけます。
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有 り様 、分 布と いっ たテー マは 、生 態学 の一 つの流 れで す。 それ か

© 近田文弘（講演）

ら 生物 地理 学とか 景観 学と いう よう なもの のく くり にな って います 。

ダイアローグのまとめ

そ うい うも のを 最初 に大い にや りだ した のは 、フン ボル トだ と言 わ
れています。
フンボルトの総合学は大変有名です。
「地球上にある生き物は勝手
に ある ので はな く、 きちん と一 つの 規則 性が あって 、全 体的 に配 列
は決まっている。そういう中に、それぞれの生活がある」
、そのよう
に 哲学 的な こと を考 えて、 彼は 一生 かけ て世 界中の 生き 物の 規則 的
な 配列 を記 述し よう としま した 。フ ンボ ルト は、博 物学 に根 をも ち
な がら 、近 代的 な生 態学へ 出発 する 学問 の基 礎を築 いた 人だ と言 わ
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