井上円了が旅した「不潔」な国と白夜体験
グループ２
東洋大学の学祖・井上円了は、終生、在野の哲学者・
思想家・教育者として活動したが、当時としては、異
例ともいうべき、生涯に３回の海外視察旅行を行って
いる。第１回（明治 21 年 6 月 9 日～明治 22 年 6 月 28 日）、
第 ２ 回（ 明 治 35 年 11 月 15 日 ～ 明 治 36 年 7 月 27 日 ）
は欧米中心だったが、第３回（明治 44 年 4 月 1 日～明
治 45 年 1 月 22 日） は南半球まで足を延ばしている。
洋行に際し、円了は、そのつど旅行記（『欧米各国政教
日記』
『西航日録』
『南半球五万哩』
） を著している。
「欧
米各国のことは、日本に安坐して想像するとは、大い
に差異なるものなり」（『欧米各国政教日記』）。
明治 35 年 11 月 15 日、
「余再び航西の途に上らむ
とし、午前 8 時半、新橋を発す。ときに千百の知友、
学生の余が行を送るありて、汽笛の声は万歳の声にう
ずめられ、秋雨蕭々のうちに横浜に着す」（『西航日録』）。
正午、横浜を出港、上海、香港、シンガポールを経て、
カルカッタから鉄路チベットへ向かった。
「これより
山道にかかる。汽車転々として登る。あるいは蛇行し、
あるいは回旋し、あたかも曲芸を演ずるがごとし。か
くし て ダ ー ジ リン に 達 す れ ば、 汽 車 は す でに 七 千
フィートの高地にあり。これよりチベット人の住宅に
入り、チベットの茶をのみ、チベットの食を食す。
・・・
チベット人の不潔は、シナよりもインドよりも一層は
なはだし。チベット人は胎内を出でてより死するまで
沐浴することなく、身体に垢の多きは多福の相なりと
いふ。これに加ふるにチベット人は顔面にバターを塗
る習慣あれば、垢とバターとが混合して、黒光を反射
するに至るといふ。・・・不潔の点につきては、余も
やや辟易せり。
・・・同国人のこの地にあるもの、み
な合掌の礼を行ふ。その中には舌を出すものあり。出
舌はチベットの最敬礼なりといふ。笑ふべきの至りな
り」（前掲書）。
ちなみに、中国・上海について、円了は次のような
感想を記している。「城外の市街はその広大なる、神戸、
横浜の比にあらず。東洋のニューヨークと称するも可
ならむ。されど城内の不潔にいたりては、実に言語道
断なり。余、先年ここに遊び、彼我両国を比較して、
シナ人の心は黄河とともに濁り、日本人の心は富峰と
ともに清し、と言ひたるが、15 年前と今日とさらに
異なるところなし。しかるに、その国を大清国と称す
るは、名実不相応といはざるべからず。自今、よろし
く日本を大清国と名づけ、シナを大濁国と呼ぶべし」
（前掲書）。
●

●

●

●

●

●

リーダー

教授

堀

雅通

第３回視察では北極海の観光ツアーに参加、日本人
としては、おそらく初めて白夜を体験している。明治
44 年 7 月、
「英京ロンドン客中俄かに思ひ立ち、北極
海観光の一行に加はり、欧州最北地点なるノルウェー・
ノールカップにおける夜半の太陽を望見せむことを期
し、観光船エーボン号に搭乗することを約す。かくし
て、7 月 21 日、炎晴をおかして、午前 11 時半、キ
ングズ・クロス停車場より臨時汽車に駕し、グリムズ
ビー港に至りて乗船す。・・・（7 月 23 日）夜 10 時
に至りようやく太陽を失ふも、天なほ明らかにして昼
のごとく、星光力を失ひ、ただ二個の星宿を認むるの
み。夜半試みに書をひらきて検するに、四号文字はも
ちろん、五号文字もやや読み得るなり。・・・
（7 月
24 日）夜 10 時に至り、西北の天際遠く晴れ、夕日
波上に映射し、上下に太陽を見るは実に奇観なり。と
きに、水中に一道の光芒を浮かべて、眼眸に映じ来た
るところ、その美妙ほとんど言語に絶す。かくして
10 時半、太陽地平線下に入る。・・・（7 月 25 日）太
陽は 6 時、7 時の間は西方にあり、これよりようやく
北方に移り、夜 11 時日の没するときは、ほとんど正
北に近き方位にあり。没後北天紅を吐き、毫も白昼と
異ならず。ひとり室外のみならず、室内にても灯なく
して書を読むを得。太陽のまさに地平線下に入らむと
するや、前夜のごとく波上に光明の一道を漂はし、わ
が視線に映射し来たる。・・・（7 月 26 日）当夜は 12
時に至るも太陽地下に入らず、まさしく北天にかかり、
徐々として東方に移る。一天片雲なきも、また星光を
認めず、全く白昼なり。・・・船客、多く徹夜して太
陽を望む。なんとなく奇異の感に打たる」（『南半球
五万哩』）。
7 月 27 日、円了はラップ人の（不潔な）生活を垣
間見る。
「ラップ人種の部落に達す。家屋は樹木を結び、
その上に土を載せ、一見塚のごとき形をなす。頂上に
煙出しの口を開く。屋内は床を張らず、木の枝を敷く
のみ。石をもつて椅子に代ふ。夜寝るときは、毛皮を
敷きてこれに臥す。わがアイヌの住家よりも劣等なり。
衣類は獣皮にて作るも、決して洗濯することなく、と
きどき日光にさらすのみなれば、垢のために黒く染ま
り、臭気はなはだし。赤子はこれを獣皮にて包む。そ
の形、エジプトのミイラに似たり。平素トナカイを養
ひて生活す」（前掲書）。
●

●

注：傍点筆者。なお引用文は漢数字を算用数字に変えるなど一部表
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記を変えたところがある。

被災した街ごと保存し観光地化した中国四川省北川県
グループ２

研究員・准教授

島川

崇

2008 年 5 月 12 日の四川大地震（現地では汶川大
地震と呼ばれている）の被災惨禍をそのまま保存し、
観光地化した地区がある。四川省第 2 の都市綿陽市
から約 40km 山間に入ったところにある北川県で
ある。
北川県はもともと少数民族の羌（チャン）族の自
治県であった。羌族は震災前はもともと総人口が約
32 万人いたが、震災で約 10 分の 1 の 3 万人が犠牲
となった。四川大地震の死者・行方不明者の総数は
約 9 万 7000 人であるので、その 3 分の 1 が羌族で
ある。羌族は中国の最も古い少数民族のうちの一つ
であり、独自の文化伝統を重んじ、現在まで衣食住

のチケットを購入し、専用バスに乗車する。専用バ

全ての面で独自の民俗的なライフスタイルを維持し

スは高台からの景色を概観しながら次第に谷間へと

てきたが、今回の地震でその文化伝統の継承面でも

下っていき、元メインストリートの入り口で乗客を

大打撃をこうむった。さらに旧北川県城は地形的に

降ろす。あとはメインストリートに沿って徒歩で見

も大きな活断層の真上にあり、また急峻な山あいの

て回る。県政府施設、北川大酒店（ホテル）、北川中

谷間に位置していることから巨大な落石が頻発し、 学等の廃墟を間近で見学できる。倒壊の恐れがある
流量の多い蛇行した川があるのでしばしば川の氾濫

建物は支柱で補強してあるが、できるだけそのまま

にも見舞われることから、ここでの復旧復興はせず、 の状態で見せている。
王東明氏によると、観光振興をしてみて、観光に

この地から約 27㎞離れた安県の平坦な農業地帯に新

来た人たちはみな気を引き、当事者意識を持ってみ

しい北川県城を建設することになった。
綿陽市唐家山堰塞湖地理監北川老県城保存工作指

てもらえるとの大きなメリットがある一方、安全面

揮部王東明副部長によると、地震後の新都市建設に

での注意を守らない人がいるというデメリットも存

関しての専門家会議の中で、地震、防災、建設、土

在するとのことである。現在は国家意識の高揚とい

木などの専門家がいる中で、歴史の専門家も参加し

うメリットがあるので無料で参加させているが、収

ており、その歴史の専門家が、旧北川県の扱いに関

入が国家からの予算だけだと運営費に予算が回せな

しては、子どもたちの未来のことを考えたら旧城を

いので、深いものを見せられないことに問題意識を

残して地震教育に使うべきとのアイデアを提示し、 感じている。
今後も、震災で生き残った若者の生活のためにも、

当時の首相であった温家宝氏がその場で決定し、指

観光施設は充実させ、地震の知識を全世界に関心を

示を出したと言われている。
北川老県城地震遺址は、近隣の大都市綿陽市から
この地域へのバスの終着ステーションがそのままエ

持ってもらうために発信し続けたいとの強い意識を
持っている。

ントランスにつながっている。エントランスで 17 元
−2−

エルサルバドル出張報告
グループ１－１

研究員・教授

松丸

亮

2013 年 9 月 5 日 か ら 16 日 に か け て、 中 米 の エ

関連の研究に携わっている研究者と最新の防災研究

ルサルバドルとパナマの 2 カ国を訪問した。中米地

の動向についての意見交換を行った。さらに、訪問

域は、地震、火山、ハリケーンなど多くの災害に見

した地方自治体の 2 ヶ所では、コミュニティを訪問

舞われる地域であるが、政府の財政上の理由や災害

し、コミュニティレベルでの災害管理活動の実態を

管理にかかる技術および技術者の不足などから、適

確認した。

切な災害管理が行われておらず、特にその影響は、

ふたつ目の訪問国であるパナマでは、特にコミュ

コミュニティレベルにおいて大きく、開発の阻害要

ニティレベルの環境管理活動について、その方法や

因の一つである。また、頻発する災害は、地域の環

現状を理解することにあったが、訪問期間が短期間

境にもマイナスのインパクトを与えること、逆に環

であったにもかかわらず、同国環境省チャグレス国

境への負荷が災害の要因にもなることから、災害と

立公園事務所が国立公園内の小学校で実施している

環境を同時に適切に管理していくことが、同地域で

環境教育の現場を視察し、国立公園事務所職員と活

も課題となっている。

動に関する意見交換を行うことができ、収穫のある

今回の出張の目的は、中米地域の災害および環境

訪問となった。

管理がどのような体制で実施されているか、両分野

今回の出張で得た情報や出張の成果をもとに、中

のコミュニティレベルの活動が実際にどのように行

米地域において具体的な研究プロジェクトを平成 26

われているかを現地で確認し、来年度以降に同地域

年度中に立ち上げていくことを目標にしていきたい。

で実施を計画している、災害と環境管理問題を中心
に据えたコミュニティレベルでの活動の対象候補地
を選定することにあった。
最初の訪問国であるエルサルバドルでは、エルサ
ルバドル国の災害管理を統括する組織である市民防
災局（Dirección General de Protección Civil）
をはじめ、環境天然資源省、公共事業・運輸・住宅・
都市開発省といった災害管理活動の実施機関、地方
自治体（サンルイスタルパ市、サンペドロマサワッ
ト市、サンミゲルテペソンテス市）などを訪問し、
政府レベルでの災害管理活動、組織・制度などを確
認した。また、エルサルバドル国立大学では、防災

エルサルバトルにてサンミゲルテペソンテス市長および職員と

ノルウェーにおけるエネルギー・環境政策に関する調査報告
グループ１－１

9 月 16 日㈪～ 20 日㈮、ノルウェー・ベルゲン市

研究員・教授

久留島

守広

本センター事業等の紹介を行った。

へ出張、同市・テルミナ・ホテルで開催の『第 2 回

さらに、同国・スタットオイル社及び欧州連合・エ

二酸化炭素燃焼後分離・貯留会議 PCCC2』
（国際エ

ネルギー総局の担当官他と、国際共生社会への方向・

ネルギー機関 IEA 主催）に参加、
『日本のエネルギー

方策等につき意見交換・討議等を行った。

技術動向』に関する講演・討議等を行い、併せて同所

同会議における講演においては、当職からエネル

及びトロンハイム大学他にて、国際共生社会へ向けた

ギー環境分野におけるアジアを中心とした発展途上国
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への技術移転のニーズと課題、とりわけ今後有望視さ
れている二酸化炭素分離・地下貯留技術と二酸化炭素
有効利用としてのバイオマス関連技術等について説明
を行い、併せて震災後のわが国のエネルギー供給体制
などの質疑・応答を行った。
さらに、欧州産業界代表・研究者他を含め総合討議
に入り、震災後のわが国エネルギー・環境技術政策と
ともに、本学・本センターの紹介を行い、欧州での活
動基盤形成に努めた。
今後とも、このように機会をとらえ本センター事業
等の情報発信を行うとともに、内発的発展に対する途
上国支援に関する研究者との情報交換に努めて参り
同会合における石油企業代表者等によるパネル討議（筆者撮影）

たい。

《カンボジア出張報告》

文明と国家

グループ１－１
みなもと

文明発祥の源は「水」。

岡﨑

匡史

すく、人間が都市を形成するには適さない。

たいが

文明は、大河に支えられて育ち発展してゆく。

食料を確保するために水は必須である。大河の水

かっすい

水で国が栄え、渇 水で潰れる。この鉄則に例外は
ない。

研究員・研究助手

つらぬ

げん

カンボジアを貫 くメコン河は、チベット高原を源

りゅう

かんがい

めぐ

きょうじゅ

を利用して灌 漑農業を行い、大地の恵 みを享 受でき
ることが死活的な条件だ。収穫高を上げるために灌
漑施設が作られるようになると、一部の農民たちは

流 とし、東南へ流れてミャンマー、ラオス、タイ、 農作業から解放され、階層社会が形成されてゆく。
カンボジア、ベトナムを通り広大なデルタ地帯を形

知識人層は文学、建築、数学などで発明や進歩をも

成しながら南シナ海へと注 ぐ。旅行者を魅 了 するア

たらし、芸術家や手工職人たちは冶金、織物、陶器、

そそ

み りょう

や きん

とう き

ほうじゅん

かも

ンコール・ワットの南に位置するトンレサップ湖は、 工芸などの作品を生み出し豊 潤な文化を醸 し出し文
120 キロほど離れたカンボジアの首都・プノンペン

明が発展する。

でメコン河と合流する。メコン河とトンレサップ湖
はぐく

人々が都市生活を維持するには、水だけでなく木

たみ

は、カンボジアの文化を育み、民の生活を支えてきた。 材も欠かせない。建築の資材や燃料を調達するため、
プノンペンは 150 万人以上もの人口を抱える大都

身近な自然や森を切り開いてゆく。だが、乾燥地で

市だが、彼らの生活を支えるには厖 大 な水が必要と

は樹 木の生育環境としては相 応しくないので、木材

なる。都市生活は水がなければ成り立たず、人が定

が不足する。樹木を豊富な場所から運 搬するには手

住するには食料の安定供給が不可欠である。

間がかかり、いずれ自然環境は限界に達し、新たな

ぼう だい

ひも と

じゅもく

ふさわ

うんぱん

ひ だね

ど

き

文明の歴史を紐解くと、四大文明であるエジプト、 土地を求めることで紛争の火 種 が生まれる。土 器か
メソポタミア、インダス、黄河に共通する点は、い
ぼっこう

せい どう き

てっき

ら青 銅 器、さらには鉄 器など文明が高度に発達する

ずれも乾燥地帯で大河のほとりで勃 興したことだ。 ほど、多くの燃料が必要になる。文明が進歩するほど、
おぎな

無論、アンコールの大地は、カンボジアのなかでは

燃料が不足し、それを補 うために森林を切り開く。

乾燥地帯と言える。

人間が自然を支配し、根こそぎ破壊したことで、文

かん

めつぼう

ち すい

乾燥地では気温や降水量、干 ばつや洪水など気候

明は滅 亡の道へと転がり落ちてゆく。高度な治 水 技

変動がめまぐるしいが、それを補う十分な利点があ

術を持ち、水源を確保し、灌漑施設を整えたことで

る。疫 病の蔓 延を防ぐことができることだ。熱帯地

燦 然と輝いたクメール王朝も同じ道を辿 ったのでは

域ではマラリアなどの病原菌やウィルスが増 殖しや

ないだろうか。

えきびょう

まんえん

ぞうしょく

さんぜん
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たど

ひ さん

なみ

クメール王朝の没落後、カンボジアは悲 惨 な歴史

波 に飲み込まれ、未来の展望を予測することが難し

を歩 んだ。フランスの保護国となり、第二次世界大

い世界情勢で、カンボジアにはいかなる命運が待ち

戦では日本に占領され、独立の機 運 は高まるが大国

受けているのか。

あゆ

き うん

ほんろう

の論理に翻 弄される。独立は勝ち得たものの、ベト

建設ラッシュに沸くプノンペンと近代化から取り

ナム戦争に巻き込まれ、ポル・ポトによる大量虐殺と

残されてゆくスラムや農村部を目 の当たりにしてか

いう悪夢と内戦という泥沼をくぐり抜けた。

らクメール遺跡に佇 むと、経済発展という逃れられ

ぎゃくさつ

どろぬま

ふっけん

えい が

ま

たたず

ぼんのう

まど

ようやく国家の復 権を目指すカンボジアは、栄 華

ない人間の煩 悩に惑 わされ、人類は同じ失敗を繰り

を極め、そして没落していった古代文明や王朝と同

返し、人間の精神は同じ場所に停 滞し続けるのでは

じ道を辿るのだろうか。グローバリゼーションの荒

ないか、と思わざるを得ない。

あら

ていたい

RA修了生
劉

蘭芳

あたり、農村資源と観光開発を両立させるモデル地

私は 2010 年 4 月に東洋大学大学院国際地域学研

域として、遼寧省を詳細に研究することは欠かせない。

究科の博士後期課程に入学し、同時に当センターの
RA として採用され、2013 年 9 月に国際地域学博士

黄

として修了しました。深く感謝しております。

貞淵
博士後期課程に在籍している間、台北市の市街地

研究テーマは、中国における農村資源を活用した
観光開発による地域活性化に関してです。中国は目

に焦点を当て、住環境形成のメカニズムを明らかに
するための調査及び研究を行った。

覚ましい経済成長を遂げる一方で、農村部では社会

本研究で着目した台湾台北市の居住環境は、高密

の疲弊と経済の衰退による格差拡大や環境破壊が顕

度かつ多様な用途の集積により、まち活気をもたら

在化している。しかし、中国の農村は豊かな自然、 すだけでなく、開発手法のひとつのモデルとして示
伝統文化、技術、景観などの資源に恵まれており、 唆する点が多い。台北市では、低層部に店舗や工場
先進諸国ではこうした農村資源を観光開発などの地

などの非住居施設、上層部に住居といった立体型用

域活性化に活用し、国民に広く便益を供給している。 途混合形態が、既成市街地に一般的にみられる。また、
先進国のヨーロッパや日本諸国では農村観光開発が

中層建築群によって構成され、台北の既存市街地に

進んでいるが、中国の農村資源を持続可能な形とす

特徴的なヒューマンスケール（人間尺度）に依拠し

る観光開発は未成熟な段階にある。今後、農村観光

た空間に類似している。たとえば、東京のミッドタ

開発によって地域をいかに活性化するかを明らかに

ウン開発は、「用途の混在」を掲げ計画的に構築した

するために、調査対象地域遼寧省を中心に、観光客、 が、周辺との一体感が欠如し既存の市街地景観には
都市近郊住民と地元農民、都市住民の視点から、農

ない超高層建築物が歩行者に圧迫感を与えている。

村観光評価、観光資源保全と農村観光開発の意識調

用途の混在は条件であるが、同時に「まち空間」と

査を行い、中国遼寧省における農村観光発展の可能

してのヒューマンスケールを考える必要がある。台

性と問題点を発見し、農村観光政策設定に提言した。

北市の知見からは、本研究は都市の高密度な空間づ

先進国のヨーロッパ等の事例は中国にも応用する

くり及び用途混合の割合を提案することに至った。

ことが可能であり、既存の研究成果を裏打ちするこ

この９月無事に博士号を取得することができまし

とができる。それだけに留まらず、中国の中山間地

たが、国際共生社会研究センターの RA への支援制

域の研究は手つかずの状態であり、観光によって地

度がきちんとできているおかげだと思います。RA と

域を活性化させ持続可能な農村開発への手法を構築

して在籍している間、調査や研究に専念できるよう、

する有用なケース・スタディである。また、本研究

色々な方面でサポートしてくださった先生方やス

で取り上げた事例地区遼寧省は沿岸部にありながら、 タッフの方に、この場をかりて深く御礼申し上げま
経済の発展が遅れた地域であり、多くの自然が残さ

す。ありがとうございました。

れている。今後、中国政府が内陸部の開発をするに
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センターニュース
★国際地域学部・国際地域学研究科の白山キャンパス
への移転について
東洋大学国際地域学部及び国際地域学研究科は、
2013年４月より、白山第二キャンパスより白山キャ
ンパスに移転しました。本部キャンパスとの合同に
より、「現場主義」をスローガンとした教育研究活
動の一層の発展を目指してまいります。詳しくは、
東洋大学及び国際地域学部のホームページをご参照
ください（http://www.toyo.ac.jp）。
また、連絡先は以下をご参照ください。
★国際ワークショップの開催

パス125記念ホールで開催いたしました。カンボジア
地方開発省地方水道部副所長のドク・ドマ氏、大阪大
学准教授の松行輝昌氏、三菱UFJリサーチ&コンサル
ティングの小柴巌和氏にご登壇頂き、活発な議論が行
われました。
★新客員研究員就任
劉蘭芳（東洋大学大学院国際地域学研究科修了生）
がセンター客員研究員に就任いたしました。
★書籍『国際開発と内発的発展』
（仮）の刊行予定
東洋大学国際共生社会研究センターによる既刊4点を
受けて、センターの最終年度の集大成として、今年9月に
書籍『国際開発と内発的発展―フィールドから見たアジ
アの発展のために―』
（仮）を刊行する予定です。
★連絡先
【住 所】〒 112-8606 東京都文京区白山 5 － 28 － 20
白山キャンパス
【メールアドレス】 cesdes@toyo.jp
2013年7月20日㈯、国際ワークショップ「ソー ※ホームページをリニューアルいたしました。どうぞ
シャルビジネスと内発的発展」を東洋大学白山キャン ご活用ください。http://www.toyo.ac.jp/site/orc

アクセス

東洋大学 １２５周年記念館
●都営地下鉄三田線「白山」駅 A1出口から徒歩5分
または「千石」駅 A1出口から徒歩8分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅

1番出口から徒歩5分

国際共生社会研究センター

（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）
E-Mail: cesdes@toyo.jp
Tel/Fax 03-3945-7747

URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc

所在地 〒 112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 白山キャンパス８号館７階
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