
 

 

 

 

 

 

平成 22年度 

通訳案内士専門性研修支援事業 

研修テキスト（関西地区） 

「高度日本文化ガイディングスキル」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 12月 3日 

为催：観光庁 

 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

－はじめに－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 12月 

観光庁 

現在、観光庁では、訪日外国人旅行者 3,000万人時代を見据えた受入環境整備の

一環として、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応できる体制づくりを進めており

ます。 

 

特に、言語環境の異なる訪日外国人旅行者を案内し、我が国の魅力を直接発信す

る役割を担っている通訳案内士には、その発信内容についてさらなる高度化及び専

門化が求められております。 

 

こうした中で、訪日外国人旅行者のニーズが高い我が国の歴史、文化、産業、生活

様式といったテーマについて、高度かつ専門的な事頄にわたり、的確に対応できる通

訳案内士の育成が重要であるという認識の下、通訳ガイドの専門性の向上に資する

ための通訳案内士専門性研修支援事業を実施いたします。 

 

本事業では、訪日外国人旅行者のニーズに基づき以下の 3つを研修テーマに選定

し、関東地区では山梨、東京、関東地区では京都にて、通訳案内士を対象にした専門

性研修を実施いたします。 

 

＜通訳案内士専門性研修テーマ＞ 

関東地区テーマ①：「山梨（富士山）地域のスペシャリスト育成」（山梨） 

関東地区テーマ②：「日本の新しい魅力発見」（東京） 

関西地区テーマ：「高度日本文化ガイディングスキル」（京都） 

 

関西地区においては、訪日外国人旅行者からの関心が高い日本の文化を研修テ

ーマに選定し、日本文化を外国人旅行者に、より正しく理解していただくための高度な

ガイディングスキルを身につけることを目的とした研修を実施いたします。 

本研修では、日本食、建築、步道に関する専門家の方々をお迎えし、日本文化の

特性と魅力についてご講義いただきます。また、基調講演には、東洋文化研究者であ

るアレックス・カー氏をお迎えし、日本文化の根底にある日本人の精神性についてご

講義いただきます。 

 

本研修が、通訳案内士の皆様の専門性向上の一助となれば幸いです。 
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講座１．世界を魅了する日本の食文化 

講師（著者）：荒木稔雄氏 （株式会社魚三楼 代表取締役） 

 

１．世界を魅了する日本の食文化の魅力 

 

現在の日本料理は、有職料理（官中）、本膳料理（步家）、精進料理（寺院）、懐石料理（茶

道）を基本に地域の食材を融合したもの。 

 京料理は特にこの色が濃く、京都食材やおばんざい等を利用し発達している。 

 

●有職料理 

・平安時代の貴族の中で発達した公家風の料理形式。 

・基本的に貴族、官中での接待料理。 

 

●本膳料理 

・室町時代に確立された步家の礼法から始まり、江戸時代に発達。 

・形的には式三献、雑煮、本膳、二の膳、三の膳、硯蓋から成る。 

・時間的には丸一昼夜を使用している。 

・能や狂言等の演技も行われていた。 

 

●精進料理 

仏教では、僧は戒律五戒で殺生が禁じられていたため、僧への布施として野菜、豆、穀

類を工夫した料理。 

 

●懐石料理 

茶の湯の席で茶を飲む前に提供される料理で、美味しく茶を味わう上で、差し支えのない

程度の料理が基礎である。現在では、茶会の为催者が来客をもてなす料理になりつつあり、

一定の形式がある。 

 

●京料理 

京都は地理的背景から、魚介類等の海産資源が乏しかったこともあり、質素な素材を活かす

ための料理技術の発達が見られていた。その中で現在のように、流通の発達とともにその料理

技術は花咲き、また、上方料理（関西料理）と融合しつつ、現在に至っている。
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２．水について 

 

出汁の違い 

全国的にかつお節と昆布で出汁を取る。 

 

●関東では 

関東ローム層の上を流れる水を使用するため硬度が高く、昆布の旨味成分が出づらく、

大ぶりな日高昆布を使用し、かつお節も多く使用している。 

しかしながら旨味が尐ないので醤油等で補っている。 

 

●大阪では 

水の都とはいえ、下流の水域のため軟水ではあるが、水質自体が良いとは言えない。よ

って、水の時点より昆布を浸け旨味を引き出し、沸騰直前でかつお節を入れ、どちらかと言

うと昆布の旨味をよく引き出している。 

 

●京都では 

水がよく（軟水）、利尻昆布を使用し、かつお節と昆布も多い。軟水では湯がく物の旨味が

より多く出る。 

 

 

 

関東（硬水）、関西（軟水） 

硬水は湯がく物の表面を硬化させるので、中からの旨味が出づらい。 

軟水は湯がく物の表面を溶かし、中から旨味を引き出す。 
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３．食文化について 

 

●関東では基本的に步家、農家が文化の中心で、昼間は力仕事が为体であった。そのため、

朝炊飯し、昼は握り飯等を食すことが多い。  

基本的に水分を尐なくすることにより、腹持ちを良く、腐りにくくしている。また、水において

も硬度が高いため、炊飯自体が硬く炊きあがる。 

塩分濃度も、力仕事が多いため高くなっている。 

 

●関西では商家、公家が文化の中心で、今で言うデスクワークが多く、腹持ちが良くなくても

良く、消化の良い物を食べている様である。 

水自体が軟水であるため、炊飯自体、米の表面を溶かし尐し粘り気のある御飯となる。よ

って夕食に炊飯し、朝はお茶漬けとしている。 

また、塩分濃度は多尐薄いようである。 

 

●出汁を例にとれば、関東のそば、うどんは、出汁自体現在でも色が濃い。それは文化的、

体力的にも塩分濃度が濃いだけでなく、水の違いで出汁の旨味が尐ないため、醤油の旨味

を加え食しているため。関西では、上記の文化性と出汁の旨味の多さより醤油を控え、塩の

味の濃い薄口醤油を使用している。 
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４．お酒について 

 

 昨今、辛口の酒が好まれている。 

 しかしながら、酒の味にも水や文化や地域性の違いが表れている。 

 

●京都の場合（伏見周辺の酒蔵） 

 京都の水は軟水であるため、米を良く融かし、旨味を引き出す。そのため旨口の濃い味の

酒となる。また、肴が野菜中心のため、旨口の酒と野菜中心の肴で両者が良く合う。 

 内陸の酒蔵はこの形が多い。 

 

●灘、新潟の場合 

 肴が魚類中心のため、口の中の油を洗い直す必要がある。そのため辛口の酒で油を落と

し、口の中のあと口を残さないようにしている。そのため毎回魚の旨さが引き出され、酒との

相性が良く、酒が進むようになっている。 

 

以上より、現在の日本人の食生活は、どちらかと言うと後者に近く、肉類等を食し、油を多く

取っているため、どうしても辛口の酒がもてはやされている様に思われる。 
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５．具体的な京料理 ～基本的には、現在では～ 

 

●前菜（八寸） 

オードブル的な物。 

昔は無かった。懐石料理の中の八寸を酒の肴と捉えていたので、前菜として使用してい

る。八寸とは、茶懐石では八寸角（24cm角）のへぎ目の杉の盆に、山の幸、海の幸を盛り付

け、酒肴としている。 

現在の前菜は調理場で八寸場にて作られるため八寸とも言われている。基本的に五品

か三品の盛り込みや、小鉢などを使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●向付（御造り） 

基本的に刺身を使用。料理において使用される魚の鮮度を表現し、調理人の砲丁の技

術をも表した料理である。一種類の魚だけの場合や、二種、三種、またはそれ以上盛られる

場合もあるが、切り身の寸法により、たん白な生の魚の味わいが変化するので、砲丁の技

術を必要とされる。 
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●御椀（吸物） 

塗り物の御椀を使用することが多く、季節の魚や真蒸等を椀種にし、一番出汁を使用した

吸い地を入れる。蓋物であるため、蓋を開けた時の香りを大切にし、出汁の味わい、椀種の

味わいを味わう料理である。 

会席（懐石）の中では花にあたり、出汁の美味しさは料理人のバロメーターであるため、

料理人だけでなく、店自体もすごく気を使い提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●焚合せ（多喜合） 

 煮合せとも書く。旪の野菜や魚等、出合の物を焚合せることが多い。湯葉や生麩等を使用

することも多い。 

 出合の物とは、山の幸と海の幸等を合わせることで、一つ一つの食材の持っている旨味

がより美味しくなる食材のことを言う。 

例えば・・・ 

・筍と若布（わかたけ煮） 

・海老芋と棒鱈（いもぼう） 

・鰊（にしん）と茄子  等 
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●焼肴（家喜物） 

火床で焼き上げた料理。焼いた味を楽しむ料理。 

 こげ目を付け、火を通すため、火加減が難しい料理である。 

焼肴としては・・・ 

春は油目の付け焼、鱒（ます）の幽庵焼 等 

夏は鮎（あゆ）の塩焼、鱸（すずき）の塩焼 等 

秋は鰆（さわら）の柚庵焼、鰤（ぶり）の利久焼 等 

冬は魴（ほう）の西京焼、鰆の付け焼 等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●油物 

油で揚げた料理を基本とする。 

もともとはなかった調理法だが、油を多く食べるようになって広まった。 

良く使用される物として、天婦羅や唐揚げ等がある。 

天婦羅は「あ・ぶ・ら」の当て字で、天を（あ）、婦（ぶ）、羅（ら）と考えられている。 
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●酢の物（寿の物） 

 酸味のある物を使用して調理する。口直し的な要素も含まれている。場合によっては、先

付けや前菜に尐し使用したり、向付の代わりに使われることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●蒸物 

 蒸すことで調理する方法で、蒸した物にあんを掛けたりすることも多い。 

焚合せの代わりに蒸物として使用されることもある。 

例：茶碗蒸、蕪蒸、ちり蒸 等 
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●汁 

御飯を提供する時点で同時に出す。 

赤出汁等が多く、前の御椀とかぶらないようにする。 

 

●香の物 

 季節の物をいろいろな漬け方にて、三または五種。 

 また、一種を三切れにはしない。（切腹する者の前に添えられた「香の物三切れ（身切

れ）」とつながるため） 

 

●御飯 

 基本的には白い御飯だが、炊き込み御飯を用意することも多い。 

 

●水物 

季節のフルーツを使用することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の献立の中で 

 基本的に使用する材料が二度かぶらない様にし、旪の食材を走り、旪、名残りとして使用し、

献立を形成する。 

 調理法として、五味、五法、五色を大切にする。 

 

五味（塩味、酸味、苦味、甘味、辛味） 

五法（生、煮、焼、揚、蒸） 

五色（青、赤、黄、白、黒） 

 

 品目においては、7品、9品、11品、13品にまとめ、偶数にはしない。 

 上記の様な点も大切に、決まりこととしている。 
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６．世界で注目される日本料理 

 

 食物は基本的に何かしかの旨味があるため、美味しく食べられている。 

 

 海外の国々では旨味は油分、またはゼラチン質等に含まれていることが多い。特に肉の旨

味等に表される様なサシの部分や、ソースの文化におけるゼラチン質を多用した料理が多い。

中華料理においても油分やゼラチン質を多用している。フォンドボーやフェメドポワソン、また

清湯、白湯等のスープにおいてもその様に考えられる。 

 

 しかしながら、日本食における出汁の旨味は水溶性である。よって、カロリーを考えると、日

本食で使用される出汁の方がはるかに低く、健康的と考えられている。水溶性の旨味は、現

在、日本料理にしか無い様である。世界の料理がヘルシーな方向を向いている今、最先端の

シェフ達が、この水溶性の旨味に目を注ぐのは必然的なことだと考えられる。 

 

 また、魚の生食文化があるが、現在世界的なスシブームが起こっている。これもヘルシーな

点から、また旨味の点が引き起こしている様にも考えられる。 

 確かに流通の発達や調理技術への注目もその背景になっているのだろうが、何よりも生魚

の旨味や醤油の旨味に世界の人々が魅了され、その上ヘルシーである点がもてはやされて

いる様である。 

 

 今後、世界的なヘルシー志向はまだまだ続くであろう。それは日本の食文化が、世界へ羽

ばたいていくことを指し示している様にも思われる。 
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講座２．建築文化を通じた多面的なものの見方・本質の捉え方 

講師（著者）：枝川裕一郎氏 （日本建築家協会 登録建築家） 

 

Japanese Identities 

１．建築を通して見る日本文化の特質 

 

１－１．自然との共生 

 

日本建築の最も顕著な特徴の一つは、建築とそれを取り巻く自然との緊密な関係であ

ろう。建築は、周囲の自然と調和し、あたかも一体化するかのごとく扱われる。これは、日

本の自然が概して穏やかで、自然の恵みを最大限に享受すべく、自然との共生を図って

来たことによるものであろう。西欧の建築が、ともすれば自然と隔絶し、自然に打ち勝とう

とする姿勢を見せるのと対照的である。 

 

  

三仏寺投入堂(鳥取)                   金沢長町步家屋敶(石川)  

 

   投入堂は、崖の自然の窪みにあって、風雤や雪の害を受けることなく、北に面することか

ら太陽光も遮られ、湿気や虫の影響も軽微で、堂は自然の要害に守られ、木造でありな

がら千年もの間生き残ってきた。まさに、自然と一体となった存在である。 

一方、長町步家屋敶の一角、前田家直臣であった野村家旧宅の庭は、まさに加賀文

化の奥深さを感じさせる。土塀に囲まれ、外からは全くその存在は窺い知れないが、樹齢

400 年を超す山桃を縫って、名石・奇岩を擁し、上段の間の濡れ縁に迫る曲水・落水の妙、

步家屋敶の奥深い庭園として絶妙である。ここではまさに屋内外が一体となり、内と外の

境界は意識されない。日本人がいかに屋外の自然の恵みを享受すべく、外部と密接な関

係を築いて生活してきたか、実感できる場所である 

   ※他の参照事例：依水園(奈良)、名護市庁舎(沖縄)、牧野富太郎記念館(高知) 

 

 



 16 

１－２．装飾を排した簡潔性 

 

日本建築は、为に木材を始めとする自然の素材で作られており、その形態は概ね単純・

明快である。構造体も隠されることなく、むしろその美しさを強調すべく扱われる。装飾的要

素は限られており、素材の美しさがそのまま表現される。こうした簡潔性が、日本建築の本

来の姿であろう。 

  

   伊勢神宮内宮 (三重)              如庵（愛知） 

 

   日本の建築の原型である伊勢内宮正殿の建築様式は、伊勢独自の唯一神明造といわ

れ、出雲大社の大社造とともに、日本最古の建築様式を伝える。二千年前の高床式の穀

倉の形式から発展したものとされ、ヒノキの素木を用い、屋根は茅葺き、柱は掘立て、極め

て直線的でシンプルな印象が強い。戦前に来日したドイツの著名な建築家ブルーノ・タウト

は、伊勢神宮をして、「ギリシャのパルテノン神殿に匹敵する世界で最も純粋な建築であり、

ヒノキと茅葺屋根の簡潔な構造でありながら、建築美の極致である」と絶賛した。モダニズ

ムの視点に立った、シンプルな建築への称賛であった。 

一方国宝茶室如庵、その内に座すと、実に理性的で計算され尽くした趣が伝わってくる。

適度な空間の大きさ、動きに応じた構え、採光、視線に応じた設え、等々全くすきがない。

中でも点前座からの広がりを創り出す筋違いの囲いと鱗板、天窓を含む窓の配置と意匠、

点前座から外部へと至る眺望、傾斜天井の設え等々絶妙である。栅の木なぐり材の床柱、

じゅらく壁、古暦貼り腰壁等、極めて簡素な内装ながら、実に心地よい豊かな空間となって

いる。 

   ※他の参照事例：祇園白川地区(京都)、金沢 21世紀美術館(石川)、 

馬頭広重美術館(栃木) 

 

１－３．侘び・寂び 

 

わび・さびは、日本独自の美意識の一つといわれる。「わび」は、粗末あるいは簡素な様

子が積極的に評価され、美意識の中に取り込まれたもの。「さび」は、時間の経過とともに

古びた様子に美を見出す意識、あるいは人がいなくて閑寂な様子に美を見出したもの、と
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いえようか。これを建築に当てはめると、どういった特徴を持つことになるのか？自然の素

材を加工あるいは塗装することなく自然のまま用い、閑寂な独自の空間にあって、その簡

素な佇まいから、内面の美しさが滲み出てくるようなもの、といえるだろう。 

  

  法然院山門（京都）            銀閣寺（京都） 

 

ここ法然院は、東山の麓にある知る人ぞ知る魅惑的な名刹であり、椿や紅葉の名所とし

ても知られるが、この茅葺数寄屋風の山門もまた、その素朴な魅力に惹かれる人が多い。

全く飾り気のない山門であるが、まさに「その簡素な佇まいから、内面の美しさが滲み出て

くるようなもの」との侘び・寂びの定義そのものの佇まいである。 

  一方の銀閣寺、今では当初より黒漆塗りであったことが実証されている。まさに室町時代

の文化発展の頂点を極めるもので、この時代に茶の湯・書画・能といった日本に固有の文

化が大いに発展した。日本人の美的感性の本質とされる「侘び・寂び」の境地が、ますます

重要となっていった。銀閣はこうした背景の下で建てられ、当時の東山文化がもたらした幽

玄の美意識からは、きらびやかな銀箔を貼るということはないといえよう。銀閣の名は、月

明かりが庭の銀沙灘や錦鏡池を照らし、その明かりが銀閣の黒漆の壁に映る様をイメージ

したものとされる。 

   ※他の参照事例：妙喜庵待庵(京都)、竜安寺石庭(京都)、詩仙堂(京都) 

 

１－４．両極性 

 

日光東照宮は日本建築の異端児と言われるが、果たしてそうだろうか。陽明門を飾る夥

しい数の彫刻、極彩色の彩りは、確かに一般的な日本建築のイメージからは程遠い。自然

と親しみ、簡素で控えめな姿を、思い浮かべるのが一般的であろう。だが一方で、千利休

は「侘び・寂び」の究極の境地とされる茶室「待庵」をつくるとともに、秀吉の命を受け「黄金

の茶室」に関わっている。いにしえより、奥州の木立の中には、黄金の金色堂が佇む。平等

院鳳凰堂の内部が、近年 CG で再現されたが、眩いばかりの極彩色の世界であったことが

見て取れる。日光だけではなかった。時同じくして、仙台の伊達一族も、東照宮に劣らず眩

い霊廟瑞宝殿をつくり上げた。きらびやかさだけではない。織田信長は巨大な安土城を生

み出し、仁徳天皇陵築造に要したマンパワーは、ピラミッドを凌ぐともいわれる。 
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東照宮陽明門（栃木）                 瑞宝殿（宮城） 

 

東照宮は 1617 年に創建された、徳川幕府開祖の初代将軍家康を祭る神社である。偉

大な家康の廟として、また徳川家の威光を天下に示すものとして、他の一般の神社仏閣と

は、全く異なる建物を建設するとの意図があったと考えられる。ただ、その過度な装飾性と

強烈な個性から、日光の建物は日本建築史上の異端児との烙印を押されることもあった。

しかしながら、その装飾技術の見事さと職人魂のなせる技には、誰もが感嘆の吐息を洩ら

さずにはいられない。 

瑞宝殿は、日光東照宮より遅れること20年、伊達藩祖：正宗の遺命により造営された霊

屋である。桃山様式の遺風を伝える豪華絢爛な廟建築として、国宝に指定されていたが、

先の大戦で焼失し再建されたものである。伊達の権勢を誇って、代々の藩为の霊屋が隣

接して建てられているが、いずれも極彩色を施したものであった。日光東照宮だけが特異

な異端児ではなく、こうした両極性は、随所に見られるといえよう。 

※他の参照事例：中尊寺金色堂(岩手)、金閣寺(京都)、黄金の茶室(MOA美術館)  
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１－５．部分から全体へ 

 

   日本（人）の建築あるいは空間構成の特徴として、「部分部分から出来上がって全体を

構成する」（建増し思想）ことがあげられる。言い換えれば、初めに全体像を持つことなく、

部分部分を最適に創り込み、結果としてトータルベストを生み出そうということである。これ

は、西欧文化の取り組み方と、大きく異なる点であろう。 

   

    桂離宮回遊式庭園（京都）         道後温泉本館（愛媛） 

 

   桂離宮の回遊式庭園は、正に部分最適の集合体そのものといえよう。日本庭園におい

ては、池・島・橋・石・樹木等を有機的に組み合わせて景観を構成していくが、その場所に

おけるそれら個々の見え方やそのディテールが極めて重要となる。加えて桂庭園において

は、添景としての建築の見え方・配置も大きな要素となっている。そして作庭のモチーフとし

て、智仁親王妃の郷里丹後の「天橋立」を初めとする、全国の名勝に因む縮景を随所に取

り入れている。それらが組み合わさって、園路に沿って歩を進めるに従って変化する、素晴

らしい光景が展開する。全体像の有無云々よりも、結果としてのトータルベストは明らかで

ある。 

   道後温泉本館は、1894年から1924年にかけての建築で、和風を基調とする木造三層楼

を中心とした大規模複合建築である。当初の建築の築 100 年にあたり、共同浴場としては

初めて国の重要文化財に指定された。その特徴的な、堂々たる佇まいは、日本中に知ら

れ、今や松山の顔となっている。本館建物は、きっちりとした様式建築というものではなく、

城郭建築にも通じる伝統的技術をもとに、大工棟梁によって作り上げられた。都度必要に

応じて増築がなされ（神の湯本館 1894 年、又新殿・霊の湯棟 1899 年、南棟・玄関棟 2024

年）、現在の形となっている。用途が組み合わさって成る複雑な形状であるが、全体として

のまとまりと、その存在感は特筆に値する。 

   ※他の参照事例：桂離宮書院(京都)、京都御所(京都)、代官山ヒルサイドテラス(東京) 
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１－６．非対称性 

 

  前述の、部分から発して全体を構成する足し算文化の下では、当然のこととして、対称性

／シンメトリーは成り立たない。シンメトリーは全体設計の所産であり、細部から全体へと

至るプロセスの中では、むしろシンメトリーを遠ざける傾向にある。 

仏教の建築様式が、大陸からもたらされた時点では、伽藍配置は完全な対称形であっ

た。ところが現存する最古の寺院建築である法隆寺に見られるように、日本では早くも権威

为義的というか画一的な相対性から脱却している。その後の日本の造形の発展において

は、相対性の否定、非対称の強調が強く意識され、中でも建築と庭園の構成において顕著

に表れる。部分である小空間の独立性が強まり、住宅建築のインテリアの設え等に至って

は、その場における生活の結果、非対称となるのが一般的といえる。 

   

  法隆寺（奈良）                  出雲大社（島根） 

 

   近年の研究では、法隆寺は 670 年の大火で完全に消失し、直後に再建されたとする説

が有力である。この再建に際し、金堂を右側に、五重塔を左に配置し、回廊で囲った非対

称形の伽藍配置となったことは注目に値する。大陸の相対性文化の影響を強く受け、例外

なく左右対称配置をとった寺院建築が、ここで初めて対称性を排したのである。非対象性

は、日本人の美意識を理解する上で、重要なキーワードといえよう。 

  出雲大社の建物の起源は 7 世紀中ごろまでさかのぼり、その建築様式は大社造とよばれ、

伊勢の神明造、大阪住吉大社の住吉造とあわせ、古より神社建築の三様式といわれてい

る。現在の本殿は、1744 年に一回り小さく再建されたものであるが、古来の建築様式はき

っちりと保持されている。銅鳥居から拝殿、本殿と連なるが、写真のように一直線上に並ば

ずに、微妙にずれた配置となっている。その結果、形式に捉われない自在な雰囲気ととも

に、限られた敶地に奥行き感（異なるレイヤーの存在）を与える効果を生み出している。 

   ※他の参照事例：京都御所紫宸殿(京都)、如庵(愛知)、二条城二の丸御殿(京都) 
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１－７．木材による柱梁構造と水平強調意匠 

 

木材による柱梁構造、このことが間違いなく日本建築の意匠を決定づけている。世界の

多くの地域においては、その耐久性や遮蔽性から、石やレンガが建設資材として使われて

いる。一方我が国においては、国土のほとんどが森林で覆われ、各地で豊富かつ多様な木

材の供給が可能であり、木材の多用は必然であった。そして正倉院のように木造壁構造の

校倉造りがないわけではない。ただ人が生活する上で、日本の夏は、暑さよりむしろ湿気の

高さが耐え難いものであり、開け放って風通しを図ることができる障子や、日差しを遮る深

い庇が、日本建築には不可欠な要素であった。壁を作らず、柱を立て、桁で結んでいくこと

から始まり、水平材の存在そして強調がデザインの基本となった。またこうした木造構造故

に、日本の建築は曲線やアーチ型を採ることはほとんどなく、直線が支配する形状となるこ

とが多い。これらの結果が、単純であるとともに、きっちりとした日本建築のイメージにつな

がっているといえよう。 

 

  

   唐招提寺（奈良）               厳島神社（広島） 

 

   南大門を入ると正面に佇む金堂は、その威風堂々たるスケール感と、静けさをまとった

美しさで、天平文化の面影を今に伝える。大陸の唐代の建築様式の影響を強く受けている

とはいえ、金堂が建てられたのは、鑑真和尚没後 20 年の奈良時代後期、様々な日本化も

途についていよう。日本文化の大きな特徴は、外部からの大きな影響を受け、それとのコラ

ボレーションを通して、新たに独自性のあるものを創り出すことにある。そうした意味におい

て、ここは日本のオリジナリティーの出発点の一つであろう。唐招提寺金堂のシンボルは、

何といってもその力感あふれる列柱。そして、柱・梁・桁で構成される前面の列柱廊は、開

放性を示す日本の空間構成の原点であるともいえよう。 

   隆盛を誇った平清盛の命により、厳島神社社殿の造営が始まったのは、1168 年のこと

である。海を敶地とした独創的な配置の構成であるが、清盛は入江の奥に、蓮池の彼方に

浮かぶ仏教世界の極楽浄土に似せた、楽園を創り出そうとした。潮が満ちると海の上に浮
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かぶ厳島神社の 30余の社殿は、述べ延長 280メートルに及ぶ回廊で結ばれ、平安貴族の

寝殿造りの粋を極めたその建築美は、現存する同様の建築の中でも最高峰のものと称さ

れるが、その構成はまさに、柱梁構造と水平強調意匠そのものである。 

   本殿を海水から守る消波装置として張り巡らされた回廊、腐食に対し容易に取り換えら

れる部材構造等、我が国初の本格的海洋構造物としても見所が多い。 

   ※他の参照事例：東大寺南大門(奈良)、奈良県庁舎(奈良)、栗林公園掬月邸(香川) 

 

1－8．五感で感じる 

 

   我々を取り巻く環境は、四季の変化、日々の天候の変化、自然景観の変化に恵まれると

ともに、多様な自然の材料が入手可能であり、また豊富な食材にも恵まれている。そしてそ

の環境は穏やかで心地よいものであり、その恩恵を最大限に享受すべく、我々は極めて親

密的に環境とその変化に接してきた。それが我々の五感を活性化させ、五感の細やかな

反応が、我々日本人の美意識の構成に欠かせないものとなっている。美しさを、五感で感

じる事例を見てみよう。 

   

    下賀茂神社(京都)                吉野金峯山寺(奈良) 

 

   ここ下賀茂神社は、まさに日本の神社空間の典型といえよう。神域への入り口を示すべ

く、清流を渡る反り橋があり、敶き詰められた白砂・社殿の朱・周囲の木々の緑のコントラス

トが織り成す荘厳な雰囲気は、極めて印象的である。その中でこの写真は、江戸時代の高

名な画家尾形光琳の絵に、しばしば登場する「光琳の梅」である。日本人は、桜とともに梅

をこよなく愛し、早春の到来を告げるこの愛らしいピンクの花と、その甘い香りを楽しんでき

た。菅原道真が詠んだ、有名な｢東風ふかば 匂いおこせよ 梅の花 为なしとて 春な忘

れそ｣の歌に見るまでもなく、梅の香りに我々は古より、様々な思いを託して来たのである。 

   奈良県南部に位置する吉野山は、古くから桜の名所であり、約 30,000本の桜で覆われ、

四月初旪から末にかけて、山下から山上に向かって項次開花し、全山をピンクと白に染め

る。 その優雅で気品のある桜は、古くから古今和歌集にも数多く詠まれ、現代に至るまで

多くの文人墨客の心を惹きつけてきた。写真の背後に浮かぶのは、金峯山寺蔵王堂であ
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る。東大寺大仏殿に次ぎ、古建築としては我が国で二番目に大きな木造建造物であるが、

山頂の桜の樹海に溶け込んでいる。 

   ※他の参照事例：嵯峨野竹林の道(京都)、桂離宮カスケード(京都)、詩仙堂(京都) 

 

１－９．奥の概念 

 

   「奥」の意識は、極めて日本的な感覚である。「奥」へ入って行くほど、より神聖で、より格

式が上で、より秘密で、より私的性格が強まるとする認識がある。日本人は、この「奥の概

念」に大変敏感で、「奥」を演出するために様々な空間的工夫を設えることになった。このこ

とが、多様で魅力的な、日本的空間を形成することになる。「奥」は必ずしも平面の上で距

離的に奥まっていることをいうのではなく、様々な仕掛けにより、「奥」を演出することが可

能である。例えば、神社の参道は好例であり、一直線的に神域の入り口から本殿に至るケ

ースは稀である。参道に沿って鳥居を潜る、あるいは雁行する角を曲がるごとに、より上位

の神域に入る意識づけがなされ、途中水の流れを渡ることも、身を清めてより「奥」へ入る

ことを暗示する。 

    

   銀閣寺(京都)                 太宰府天満宮(福岡) 

 

   総門から中門に至る銀閣寺の参道。総門から庭まで距離的にはすぐのところを、敢えて

総門からまっすぐに庭に入らず、二度直角に曲がって迂回する。その結果生じた、銀閣寺

垣と呼ばれる竹垣に囲まれた長さ約50メートルのこの空間は、「奥」の概念を認識させるに

十分な効果を発揮している。防御的な意味合いを云々されることもあるが、それ以上に、街

中の喧騒を離れ、これから展開する東山文化の世界に、我々を誘う導入空間としての効果

は絶大である。 

   太宰府天満宮の「奥」の演出は興味深い。天満宮へのアプローチは、店の居並ぶ表参

道を抜け、一度左折するとあとは一直線で楼門を抜けて本殿に至る。ただし、途中二度に

わたって心字池を渡る大きな太鼓橋を越えることになる。水を渡って清められる演出もさる

ことながら、この太鼓橋の高さで遮られ、本殿が視界から消える。橋の上で本殿に至る視

野が開け、橋を降りるとまた見えなくなることで空間のレイヤーが意識され、レイヤーごとに
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「奥」へと進み、より神聖な空間へと誘われる。直線的なアプローチの中に、「奥」を意識さ

せる心憎い演出と言える。 

   ※他の参照事例：伏見稲荷大社(京都)、明治神宮参道(東京)、根津美術館(東京) 

 

１－１０．匠の技 

 

   世界に冠たる日本の木造建築技術、これを支えてきたのはいうまでもなく、代々の名工

匠であり、棟梁たちである。遠く飛鳥・白鳳の時代から受け継がれてきた木匠の技が、我が

国の建築発展の礎であった。日本のように、建築に木材しか使用してこなかった民族は稀

である。その中で、木を知り尽くし、「木に生き、木を生かす」精神性が、極めて洗練された

技術の蓄積を生み出してきた。 

    

   薬師寺西塔・東塔（奈良）         高山吉島家（岐阜） 

   兵火による焼失以来 450 余年ぶりに薬師寺西塔が再現された。東塔の時を経た趣のあ

る姿に対し、再建された西塔は色彩がけばけばしいとの声もあるが、本来の双塔として、

再建された金堂と併せ、バランスのとれた調和と伽藍配置の妙を見せている。 

   西塔は、再建にあたり種々の工夫が凝らされている。東塔の白く塗りこめられている各

層の裳階は、レントゲン調査の結果、仕口から連子窓であることが解って、西塔で復元され

たり、将来の自重による沈下を見越して 5 寸ほど東塔より高くできていたり、加重軽減のた

め屋根瓦下の砂をやめてドライにしたり等々。ただそれ以上に、再建を総指揮した西岡常

一棟梁の含蓄ある話は、匠の知恵と技が示されて大変興味深い。 

 

「垂木でもそのとおり、東塔のは五寸角もある、四寸五分もある、そんなんでたらめや。

それが組みあがった全体は、調和がちゃんと保たれていますねん。感じがやわらかい。

ところが西塔の方は垂木を五寸できめて機械で五寸に削ったでしょう。そういう点で、ど

うしても鋳型にはめたようなかたい感じがする。」 

 

「本当に切れるヤリガンナを使ったもんなら、例えば削った面を雤にさらしておくと、雤は

自然に流れてしまう。ところが電気カンナで削ったものは、どんなにきれいに削っても、
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雤にかけるとその面は水を含んでしみこんでいって、黒くカビが生えてくる。そうすると木

の寿命が短いということになるわけですね。そういう意味で、今度の塔は千年の寿命と

いうことを考えて、全部ヤリガンナで仕上げました。」 

 

一見六重の塔に見せる裳階は、ずっと意匠上の化粧であるとされてきたが、西岡棟梁

によると、「裳階の屋根をつけると、ゆらゆらがピシャリと止まる。裳階があるからこの塔

はもってあるんや、ということがわかったわけです。こんなかけはなれた、おもしろい構

造の塔はちょっとでけやんと思います。東塔が残ってあるんでそれを手本に西塔も設計

できましたけどね。」 (蘇る薬師寺西塔：草思社刊) 

 

吉島家は、江戸時代から代々酒造業を始め金融・生糸売買等を営んできた、高山の代

表的な商家である。現存するのは、焼失後 1907 年に再建されたもので、昔の造り酒屋の

面影を伝える華麗な建築である。正面外装は、深く低い軒、種々の格子、出窓が特徴的で

あり、酒神を祭る神社の杉玉が正面軒先に下がる。 

ここでの最大の見所は、店の土間と畳部分の高い吹き抜け空間である。大黒柱を中心

に、梁と束の立体的構成は力強く見事であり、確固たる商売と信用の象徴といえる。大黒

柱や梁組は鉋で入念に削られ、木目も美しく、漆で仕上げられた出来栄えは見事であり、

往年の棟梁達の腕が偲ばれる。吹き抜けの高窓から差し込む光が心地良く、柱や梁の木

肌を際立たせている。 

 ※他の参照事例：醍醐寺五重塔(京都)、瑠璃光寺五重塔(山口)  
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２．西洋 vs. 日本：比較を通して見る日本のアイデンティティー 

 

２－１．石造り vs. 木造り 

 

イギリスの、まるで中世にタイムスリップしたかのような村と、江戸時代の宿場町の面影

を色濃く残す集落との対比である。ここでは、木造建物のやわらかで開放的な雰囲気と、

石造りの建物のがっちりと外界に対してガードを固めた趣が対照される。木造建物におい

ては、柱・梁の軸組みが構造を支えて自在な開口を形成でき、内外の密接な関係を保てる

のに対し、石造では、自ずと窓は限定され、閉鎖的にならざるを得ない。それは、供給され

る材料に拠るとともに、気候風土にも大きく起因し、その結果として様々な生活様式の差異

へとつながっている。 

    

  Castle Combe, England               妻籠宿（長野） 

 

   ※他の参照対比：Chateau d’Azay-le-Rideau, France vs. 彦根城(滋賀)、 

Friedrichsbad, Germany vs. 道後温泉本館(愛媛) 

 

２－２．永遠性 vs. 仮設性 

 

   1957 年に竣工した丹下健三設計の名建築：旧東京都庁第一本庁舎が、わずか 34 年後

にその役割を終えて解体された。今般、同じく丹下氏の設計による、都心の代名詞でもあ

った超高層ホテル：旧赤坂プリンスホテル新館が築後わずか 30年足らずで閉鎖、解体され

るという。東京のスカイラインを形成し、都心の景観として親しまれてきたものが、どうしてこ

んなにあっという間に取り壊されてしまうことになるのだろうか。機能的に古くなってしまった、

経済合理性の結果だけで説明がつくだろうか。 

翻って、ヨーロッパの都市では、こんなことは考えられない。それどころか、100 年 200 年

を経た建物がそっくり残り、各都市の街並みを形成している。米国でもアールデコで有名な

New York のChrysler Buildingは 1930年竣工、長い間世界一の高さを誇った Empire State 

Buildingは 1931年竣工、80年を経てともに立派に現役健在である。これらは特例ではない。
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その他の高層ビルも、より古い Chicago 高層ビル群も、皆健全である。 

日本人は、建物を壊して建て替えるということに、全く抵抗感がない。ごく当然のように受

け止める。むしろ積極的に建て替えを進めてきたともいえようか。伊勢神宮はなぜ 20 年ご

とに遷宮を行なってきたか。伊勢神宮だけではない。サイクルは異なるが、出雲大社も住

吉大社も定期的な式年遷宮を行なってきた。「神道の精神として、常に新たに清浄であるこ

と」が求められたとの説もあるが定かではない。恒久的な石材を用いず、腐朽や虫害そし

て火災がつきものの木材を建築資材として愛用してきた中で、必然的に建物そのものを永

久に残そうとする思いを抱かずにきたという歴史が、日本人の「建築は仮設である」とする

ＤＮＡを育んできたといえようか。 

 

    

    Hagia Sophia, Turkey                   伊勢神宮内宮（三重） 

 

   ※他の参照対比：Palazzo Vecchio, Firenze, Italy vs. 京都御所紫宸殿(京都)、 

               Salzburg市街, Austria vs. 法善寺横丁(大阪) 

 

２－３．中世の街並み 

 

    
  Rothenburg, Germany                 高山三町（岐阜） 

 

   高山城下町の中心部にあって商人町として発展した高山市三町は、飛騨の小京都と呼

ばれ、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、江戸時代後期からの建物と街並み
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がよく保存されている。一方、ローテンブルグ市旧市街は中世の宝石箱と呼ばれ、戦災か

らの復興も終え、中世の街並みが完全に保存されている。ここでは木組みの建物が多く、

日本との共通性はありながらも、その意匠性は全く異なる。日本では、木を前面に出し、木

の細工による意匠が特徴であり、またトータルなモノトーンが際立っているのに対し、西欧

の木部を塗り込めたカラフルさは、対照的である。 

 

※他の参照対比：Cesky Krumlov, Czech vs, 角館(秋田)、 

Praha, Czech vs. 祇園白川(京都) 

２－４．ランドマーク 

      

Palazzo Vecchio, Firenze, Italy  八坂の塔、京都 

 

日本では寺院の五重塔、西欧では宮殿の塔、教会の尖塔あるいは鐘楼、これらは街の

ランドマークとして、古くより町のシンボルであった。はるか彼方から町のスカイラインにそ

のシルエットが浮かび上がり、あるいはその足下にあっては、街の家並みに見え隠れする

塔の存在は、都市における大きな求心力であった。古今東西、高さへ挑む度合いに差こそ

あれ、人はこうしたランドマークを欲してきた。そしてそれらを可能とする技術にそれぞれ独

自のチャレンジを繰り返した結果、意匠・構法・材料等全く異なる造形が創り上げられた。 

 

※他の参照対比：Basilica di San Marco, Italy vs. 東寺(京都)、 

Duomo, Milano, Italy vs. 松本城(長野) 
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２－５．広場 vs. 道 

    

   Brugge, Belgium                    清水三年坂（京都） 

 

  日本の町には、市民が集ういわゆる広場は存在せず、道と路地しかないが、ヨーロッパの

町においては、必ず町の中央に市民活動の中心として、広場が存在する。そこでは、市民

の憩いの場として、マーケットが立ちイベントが行われる。また、広場に面する建物のファ

サード（正面の外観）は、公共の顔として重視される。日本では、こうした公共空間を設けて

活用する文化自体が育たなかった。遊びやコミュニケーションは、道が｢広場化｣することで

補われてきた。そのためか、我が国においては、公共の顔としての建物外装への配慮が、

内部空間への気遣いに比べ希薄であるといえよう。 

 

  ※他の参照対比：Brussels, Belgium vs. 道頓堀(大阪)、 

Venezia, Italy vs. 根津界隈（東京） 

 

２－６．囲い込み vs. 開放 

    

   Alhambra, Spain                     栗林公園掬月邸(香川) 
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   外部に対してオープンに開け放つ。これは積極的に、自然の恵みを最大限に享受する

ため、あるいは逆に、耐え難い夏の蒸し暑さから逃れるためともいわれるが、日本の家屋

はとにかく開放的である。なるべく開け放って、自然の陽光と風通し受け、屋外の眺めを楽

しむ。一方で、より厳しい自然に対峙する必然性のある場所においては、自ずと閉鎖的に

ならざるを得ず、小さな開口部のみならず、庭も内部に抱え込むこととなる。南スペインの

アルハンブラ宮では、強烈な日差しから身を守ることが、第一義となっている。 

 

※他の参照対比：Holasovice, Czech vs. 大内宿(福島)、 

             Alhambra, Spain vs. 桂離宮(京都)  

 

２－７．庭園デザイン 

    

Chateau de Villandry, France         後楽園（岡山） 

  日本の庭園は、人の手に依るものではあるが、その中に可能な限り自然の景観、あるいは

理想の情景を再現しようとするものであるのに対し、西欧の庭では人工的な美しさをより強

く追求している。ここ後楽園では、旫川の流れを取り入れた自然な池に、島や半島や砂浜

を造りこんだ結果、極めて有機的な形状となっているのに対し、ヴィランドリー城の庭園で

は、極めて人工的な幾何学的形状となっている。これは、日本人は自然を愛し、自然ととも

にありたいと願うのに対し、西欧では厳しい自然を克朋し、自己のコントロール下に置こうと

する意志の表れと考えられる。 

 

※他の参照対比：Schloss Mirabell, Austria vs. 依水園(奈良)、 

Schloss Nymphemburg, Germany vs. 修学院離宮(京都) 
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２－８．水路と街並み 

    

Delft, Netherlands                倉敶（岡山） 

 

道とともに水路は、物資の運搬経路として、古今東西を問わず都市の商業活動に欠か

せない。世界中で、古くから水路に沿って商家が立ち並び、賑わいを見せてきた。倉敶は

江戸時代幕府の直轄天領として活況を呈し、一方デルフトは同じ頃、デルフト焼きや東イン

ド会社の交易を通して栄えていた。倉敶の旧市街とデルフト市の中心は、現在も往時の面

影を残す景観が保持されているが、それぞれの特徴がとりもなおさず、日本と西欧の町の

デザインに他ならない。倉敶がしっとりと作りこまれたモノトーンの世界であるのに対し、デ

ルフトはカラフルな個性豊かな町である。 

 

※他の参照対比：Arno River, Firenze, Italy  vs. 祇園白川(京都)、 

Venice, Italy vs. 近江八幡(滋賀)  

 

２－９．インテリアの造り込み 

    
  Schloss Nymphenburg, Germany     修学院離宮（京都） 

    共に 17世紀の離宮建築であるが、その内部は全く異なる様相を見せる。そもそも日本の

内部空間には作りこむべき壁がない。部屋の壁は、ほとんどが襖、障子、板戸で開放可能

であり、固定部はわずかに床の間・違い棚がある程度。装飾は襖絵等が独自の美術として

発展したが、ここ修学院離宮では数寄屋的紋様が施されている。床は基本的には畳であり、

天井も単純な板張り、剛天井、時に数寄屋的遊びがデザインされる程度といえる。一方で

同時代の西洋のバロック建築であるニンフェンブルグ城インテリアは、豊かに飾り付けられ
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た壁にシャンデリア、大理石の床パターン、フレスコ画の天井と好対照である。 

 

※他の参照対比：Chateau Versailles, France vs. 桂離宮(京都)、 

Alhambra, Spain vs. 何有荘(京都) 

 

２－１０．ホワイト vs. 白 

    

  Frigiliana, Spain              倉敶（岡山） 

 

 日本の白は、未だ色が付いていない、あるいは敢えて色をつけない白。日本文化の細や

かさ・簡潔性を生み出し、独自の趣を呈する美意識の原点である。白があって、鼠や墨色

とのモノトーンの意匠も生まれ、建築においては壁面の多い城郭や蔵に、多くの美しい事

例を見ることができる。倉敶美観地区の街並みはまさに好事例である。一方で、西洋とくに

地中海沿岸に多く見られる真っ白な景観の白は、塗りたくった白である。スペインで最も美

しい村と言われた Frigiliana 村では、強烈な陽射しを撥ね返すべく、すべての建物は真っ白

に塗り込められており、まさに気候風土がもたらした結果である。紺碧の空の下、真っ白な

家並み、窓辺のアクセント色と色鮮やかな植栽の組み合わせは何とも美しい。 

 

 ※他の参照対比：Pisa Leaning Tower, Italy vs. 犬山城(愛知)、 

Holasovice, Czech vs. 京都御所(京都) 
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講座３．武士道と日本人～日本武道の魅力～ 

講師（著者）：アレキサンダー・ベネット氏 

 （関西大学 国際部 准教授 / 人間・環境学博士 / 剣道錬士七段） 

 

1．はじめに 

日本の伝統步道は、国際的にもっとも普及している日本文化輸出品である。外国人である

私からすれば、日本の步道は非常に面白いパラドクスである。戦場で「人を殺す術
．
」として発

展し、天下泰平の江戸時代から「人を生かす道
．
」に生まれ変わり、現在は伝統文化と教育手

段として評価されながらオリンピック種目にもなっている。現代步道の歴史的な進化過程を描

写し、２１世紀に生きる人間にとっての日本の伝統文化である步道の「人間形成」の可能性と

普遍性を考察したい。 

 

2．江戸時代の「武芸」と武士 

江戸時代には常の世ならば歓迎すべき平和が訪れると、步士が大きなジレンマに陥った。

戦争がないのに「士農工商」という社会秩序のトップに立つことをどのように正当化するのか。

平和な時代に步士は一体何をすれば良いか。 

 そこで、多くの儒学者や軍学者が步士と庶民が納得できるような答えを出そうとした。例え

ば、柳生宗矩著『兵法家伝書』に「殺人刀」「活人剣」という禅のパラドクス的な説が出され、

「一人の悪をころして万人をいかす」１という、步士の「ピースキーパー」としての新しい役割を

創造した。 

さらに、山鹿素行とその弟子たちが一般の步士にもっと具体的な指導を与え、「人間の理

想像になれ」と励ました。「大農・大工・大商を天下の三宝となす。士は農工商の業なくして、

三民の長たる所以のものは、他なし、能く身を修め心を正しくして、国を治め、天下を平にす

ればなり」という２。これは「士道」という。 

「士道」や「步士道」など、步士の理想的な生き方を示す言葉が数多く存在する。どの時代

においても、どちらかに重みが偏っていたとはいえ、近世步士が必ず覚悟すべき生き方には

「文」と「步」の両徳のバランスが強調されていた。しかし、それまでの「步」と違う解釈が生ま

れた。通説によると、実戦性の強い殺害の技である「步術」から、求道性の強い「步芸」、さら

に競技性と教育性の強い「步道」に発展していったのである。すなわち、近世步士にとっての

步芸の訓練は、「殺害」目的から「自己修養」になった。実際に死に直面する場面がほとんど

なくなったが、步芸の稽古を通じて儀式化された「模擬戦闘」をすることにより、「死」を比喩的

に覚悟することができ、「生死超越」が步士文化の独特な中心概念として強調された。 

平時でも死を覚悟することで、为君に対しての絶対的「忠」と「義」を果たすということは、

『葉隠』の「步士道とは死ぬことと見つけたり」の精神である。実戦がなくてもそれこそが名誉

を得られる「手柄」であり、步芸の稽古は「能く身
．
を修め心

．
を正しく」する手段として進化した。 
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 江戸中期まで步芸流派の伝統的な教習法は現代剣道のような「打ち込み」ではなく「型稽

古」が为流であった。一般的に「型」という教育手段は二人が決められた技を演じ、必ず一方

が模擬的に死ぬというクライマックスを迎える。絶えずに繰り返すことによって、技、気合、間

合、隙、タイミングなど、その流派の技術的なコンポーネントを体得していく。死を怖がらずに

「無心」の技を「捨て身」で実用できることが訓練の目的であった。また、柳生新陰流の教訓で

分かるように「今日の我は昨日に勝つべし」という、敵を圧倒するためには相手の隙を探し出

す以前に、自分の弱点（＝隙）を排出しなければならない。厳しい修行を通じて自分の隙を完

全に無くせば、敵は恐れて掛かってこられない。「戦わずして勝つ」ということである。 

西山松之助は步芸の求道性について、「その究極においては、『入神の技』とか、『無念無

想』とか、『遊戯
ゆ う げ

三昧
ざ ん ま い

』とか、『無心・無位』といわれるような、宗教的悟道、解脱の心境に通ず

る、聖なる精神的境地に没入して、人間的至高の存在に昇華するのが芸道の極致だとする」

と述べている３。修行を通じて型を完全にマスターし、その型の拘束から解放されることができ

れば宮本步蔵のような「達人」の位に到達する。 

步芸を学ぶプロセスは、流派によって呼び方はさまざまだが、一つの表現として「守
し ゅ

・破
は

・

離
り

」がある。これは步芸に限らず、あらゆる芸道で使われる教えであるが、小野派一刀流に

おいては、次のように説明されている。 

 

「初めはよく師の教えを忠実に守って一点一画も過ちなからん事を期し、これを体得し、進

んで自ら発明する所があると、その形を破り意を破り術をやぶってこれを離れ、新たな領域へ

と新天新地への道を拓き、無限世界に邁進し、遂に一切合切の完成した一に達することを心

懸けなければならない。」４ 

 

「破」の段階では、「步者修行」に出かけ、異なる步術流派の門下生と試合をすることによっ

て、「技術を練り、心身を鍛うと共にこの道の工夫研究を進め、又教を乞う者があればこれを

指導して、おのれの流儀の拡張に努めた」と富永堅吾は指摘している５。長年の修行を生き抜

いて、最後の段階である「離」まで到達すれば、步の達人と認められ、自分の流派を結成でき

るという段取りであった。 

 

戦国時代まで遡ると为な流派は神道流系統、新陰流系統、一刀流系統である６。これらを

源流として、幕末までに数百の流派に増加していった。江戸時代に商業的なニーズに応じて

「自分流」を創立した步士が尐なくなかったようだが、平和であるため実戦より神秘的な性格

を有していた流派が多かった。今村嘉雄によると、近世に「戦場生活から解放された步士達

は、その精妙な技法、心法を神・儒・仏・老荘等の語をかりて潤色し成文化する」ようになった７。

現代風でいうと「カルト宗教」のようなものとして発達したといえるかもしれない。 

このような風潮に呼応して、「型」も徐々に実戦的なものから観念的なものへと変化してい

った。いわゆる「華法剣法」とは、天下泰平の中で他流試合が禁止されたため步者修行が衰
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退し、型稽古も「形式为義と技法についても途方もなく多くの種類をあげ、実際に役に立たず、

また意味もなく、ただの一種の飾りのようなもの」になったと、今村は指摘している。このように

稽古内容は次第に儀式化され、技も派手で非実用的なものになっていった。湯浅晃は、各流

派で継承されていた「型」は、「定められた攻防パターンの習得の故に変化に乏しく、実戦を

余儀なくされた時代から遠ざかるにつれて、真剣味がなくなっていった」と述べている。 

 八代将軍吉宗が享保の改革で経済的・政治的な改革ばかりではなく、凋落した步術を奨励

しようとしたが、退位後の步術は実戦性がさらに失われる。実戦性を取り戻すために型稽古

だけではなく防具を着用し、撓いをもって行う「打ち込み稽古法」が直心影流や小野派一刀流

などに登場し、台頭するようになった。特に18世紀後半から、打ち込み稽古法を通じて步芸が

競技化・商業化し、庶民への普及も見られるようになった。 

 

3．国民教育における武道の役割 

ペリーの黒船が来日するまでに、精神修行として進化してきた步芸は実戦では役立たない

ことが明らかであった。儀式や精神为義・神秘为義に溢れた流派步芸は、西洋の大砲や最新

步器に歯が立たないと不評になった。「富国強兵」や「和魂洋才」をモットーに、教育制度、法

制度、身分制度など、日本の社会システムのすべてが改められた。 

士族失業者を見て嘆いていた元旗本であった榊原鍵吉が「撃剣興行」という有料のパブリ

ックショーを提案した。試合規定は「竹刀鎗薙刀ヲ取交セ、一本試合三番勝負」にし、「華士族

平民二致ルマテ縦観ノ者ヨリ角觝同様一小片之紙幣ヲ申請、剣士ノ労ヲ犒ヒ且此会ノ費用ニ

相当度事」という法式であり８、入場料を支払った平民が見物を許されるというそれまでにない

試みであった。「娯楽」としての伝統步芸は、日本のプロスポーツの先駆けでもあったともいえ

る。 

初めての「興行」は、1873 年 4 月 26 日に浅草で開演され、来場者数が期待以上でかなり

の収入となった。全国的に広がり、多くの士族にとってありがたい生活の支えとなったが、興

味を維持するために派手なパーフォーマンスをする試合者たちが逆に批判を招くようになった。

また、西南戦争の最中であったので、不満を抱く士族が興行で集まることに危険を感じた政

府によって一時的に止められたが、戦争末期になると復活が許された。 

 当時の警視総監であった川路利良は、刀のみで步装した「抜刀隊」が田原坂の戦い（1877

年）での大活躍に感動し、剣術を含む伝統的步術に新たなる価値と可能性を見出した。そこ

で、警官訓練に剣術の稽古を導入し、撃剣興行のスターたちが警察の剣術指南として「ヘッ

ド・ハンテイング」され、興行が自然となくなっていった。 

そこで伝統步術がある程度復活できたが、教育現場の科目にするまでのプロセスは意外

に時間がかかった。步術の教育的価値を認識していた数々の人が日本的な体育法として步

術を学校で教えるべきだと強調していたが、西洋的な医学知識による反対の声も尐なくなか

った。教育制度への步術導入過程は以下の通りである９。 
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1879年 教育令公布。体操は随意科として実施 

1882年 講道館柔道の創始  

1883年 文部省、体操伝習所に撃剣及び柔術を学校体操としての適否を諮問  

1884年 体操伝習所、文部省に「撃剣 、柔術の教育上利害適否に関する申

報」→競技为義、鍛錬为義を排して適度の運動奨励という伝統的な立場から否

決 

1896年 文部省、学校衛生顧問会議に撃剣・柔術の正課適否を諮問→時期尚早。十五歳

以上の強壮者の課外運動として認める 

  同  第十議会に「撃剣、柔術を中学校の正課に加うるの件」を請願→否決  

1900年 第十四議会に「撃剣を各学校の正課に加うるの件」を請願→否決 

1905年 第二十一議会に、中学程度以上の諸学校に撃剣及び柔術を正課にとする 「体育

に関する建議案」を提出→否決 

1911年 新公布の高等中学校規程第十三条でも「撃剣及び柔術を加うる事を

得」と規定（事実上は随意科） 

1913年 中学校と師範学校の男子生徒には「撃剣及び柔術」を加えてもよいとしている 

 

以上で分かるように、步術（剣術・柔術）の導入の是非を調べるために文部省がさまざまな

調査を行ったが、特に興味深いのは 1883 年の体操伝習所の調査である。その結果は次の

通りである。 

 

「二術を利とする方（一）身体の発育を助く（二）長く体動に堪ふる力量を得しむ（三）精神を

壮快にし志気を作興す（四）柔惰の風恣を去りて剛壮の姿格を収めしむ（五）不虞の危難に際

して護身の基を得しむ。」１０ 

 

しかし、若者の発育に次のような害を与えると発表された。 

 

「（一）身体の発育往々平等均一を失はん（二）實修の際多尐の危険あり（三）身体の運動

適度を得しむること難く強壮者脆弱者共に過劇に失し易し（四）精神激し易く鞭もすれば粗暴

の気風を養ふべく（五）争闘の念志を盛にし徒らに勝を制せんとの風を成しやすし（六）競進に

似て却て非なる勝負の心を養ひがちなり（七）演習上毎人に監督を要し一級全体一斉に授け

がたし（八）教場の坪数を要すること甚大なり（九）柔術の演習は単に稽古着を要するのみな

れども劍術は更に稽古道具を要し且常に其衣類及道具を清潔に保つこと生徒の業には容易

ならず。」１１ 

 

よって、調査結果は「正科」として不適当であり「慣習上行はれ易き所あるを以て彼の正科

の体操を怠り専ら心育にのみ偏するが如き所に之れを施さば其利を収むることを得べし」と
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いうように結論付けられた１２。 

 

民間の組織として「伝統步術」の価値を普及するために努力を尽くしたのは 1895 年に設立

された「步徳ヲ涵養シ步術ヲ奨励シ国民ノ士気ヲ振作スルヲ以テ目的トス」大日本步徳会であ

る。全国の步道家をひとつの傘の下に置き、伝統步術を後世に伝える目的で作られた。徐々

に国中に步徳会支部を設け、政府高官を次々と幹部にした。例えば、伊藤博文、山縣有朊な

ど、政治・陸軍・海軍の大物も役員になっていた１３。1909 年までに海外（米国・台湾など）も含

めた步徳会員数は、およそ 150 万人以上に及んだといわれる。1911 年「步徳学校」が設立さ

れ、12 年には「步術専門学校」となった。そして 1919 年に、步術専門学校長であった西久保

弘道が「術と云ふ無意識な語を去り、道と云ふ步道の精神に適つた高尚なる語を用ひて剣道

と呼び又柔道步道と称し以て世間一般の通幣たる義術とか勝負とか云ふ観念を取り払う」と

発表し、「步術
．．

」から「步道
．．

」へ名称を変えた１４。 

 

步徳会が運営していた步道専門学校と嘉納治五郎が校長をしていたライバル校の東京高

等師範学校は、全国の学校で步道を指導できる「エリート」教員を育て上げ、步道の発展普

及に対して非常に大きな影響をおよぼした。しかしながら、1930 年代に軍国思想が学校教育

に徹底し、「愛国心」を養うことに重点が置かれ、步道精神を通じての道徳教育（講義）と実戦

能力を高める実技修練が学校の中で特別な位置を占めるようになった。そこで、「剛健敢為

なる心身の育成」「攻撃精神」「必勝の信念」「没我献身」というような自己犠牲的な精神性が

強調されるようになった。よって、敗戦後、步道の禁止を占領軍に命じられ、步徳会が「日本

国民に軍国精神をより浸透させる手段」と見なされ解散となった１５。 

50 年代に文部省が 「心身鍛錬、人間形成、礼節を尊ぶことであり、さらにこれを国際的な

理解に高める」ということを目的に徐々に步道を学校教育に復活させていった１６。なかでも柔

道の復活がもっとも早く、1950 年に「柔道は民为的なスポーツ」として中学校での指導が認め

られ、「学校剣道」が認められたのは 1957年である。さらに、1958年に中学校の教育カリキュ

ラムで「格技」が導入され、「すもう」、「柔道」、「剣道」が各学年いずれか男子に対して指導で

きることとなった。また、1959年に「学校なぎなた」が復活した。イメージを和らげるために文部

省に「薙刀」という漢字ではなくひらがなを使うことが要求された。1960 年の「高等学校学

習指導要領」の改訂によって同じく「すもう」、「柔道」、「剣道」の３種目が教育手

段として復活した。  

1989 年に中・高等学校学習指導要領の改訂で「格技」を「步道」に改めることとなった。そし

て、1998 年に学習指導要領が改訂され、「豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本
．．．．．．．．．．

人
．
としての自覚を育成すること」が一つの步道教育方針としてあげられた。学校で教える科目

の中で、步道という日本固有の伝統文化に触れることによって、国際社会に生きる日本人と

しての、「単に勝敗の結果を目指すだけでなく、技能の習得などを通して、人間として望ましい

自己の形成を重視するという步道の伝統的な考え方を理解し、それに基づく行動の仕方を尊
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重する態度の育成」が文部科学省の動機である１７。 

 

4．武道マインドと「人間形成」 

決まり文句のように步道は「人間形成の手段」といわれるが、具体的にいかなる特性があ

って人間形成の道になるのか、これから明らかにしてみたいと思う。「步道の特性は今日に継

承され、旺盛な活力と清新な気風の源泉として日本人の人格形成に尐ながらざる役割を果た

している」ということで、その真髄を守るべく 1987年に日本步道協議会が步道の基本方針を 6

か条から成る「步道憲章」で定めた１８。その内容を参考にしながら、現代步道の意義を解明し

よう。 

第１条は步道の「目的」について述べられ、「步技による身心の鍛錬を通じて人格を磨き、

識見を高め、有為の人物を育成することを目的とする」とあるように、步道には礼儀作法やマ

ナー、心身の成長、社会性や交流などを重んじ、現代の教育に欠けているいろいろな要素が

含まれているといわれる。しかし、步道の「美」や有意義性を強調する文書を読むと、感情に

訴えるような用語が多く、実際に步道に関わっていない人にとっては表面的な理解しかできな

いはずである。各步道に独自性はあるが、剣道の例を通じて説明しよう。 

「憲章」の第２条は步道の稽古について「終始礼法を守り、基本を重視し、技術のみに偏せ

ず、心技体を一体として修練する」とあるが、心技体を一体するとはどういうことか。剣道にお

いて「有効打突」（一本）とは、ターゲットに竹刀を当てるだけでは評価されない（西洋のフェン

シングと違う）。攻め、体勢、気勢、技の正確さ、刃筋
は す じ

、間合
ま あ い

、技
わ ざ

の強度と冴え
さ

、打った後の残
ざ ん

心
し ん

など、さまざまな要素が含まれていないと一本として評価しないという厳しい条件が数々あ

る。切れ味の恐ろしい刀を使った真剣勝負の場合は、技が正確でなくても体の一部を触るだ

けで敵が重傷する。しかし､現代剣道に理想とされている価値体系はただ単に勝負だけでは

なく､相手と正々堂々打ち合う中で、結果はどうであれ「捨て身」の精神をもって心・技・体の一

致を達成することが最高な自己表現として考えられている。 

試合は文字通りの「試し合い
た め し あ い

」であって、「憲章」の第 2 条で試合は「平素錬磨の步道精神

を発揮し、最善をつくすとともに、勝っておごらず負けて悔やまず、常に節度ある態度を堅持

する」ことが指摘されているが、そのために普段の稽古に心身を投げ捨て、苦しい修行の中

で技の理法を必死に体得する。技を繰り返しながら反省し、基本をベースにして自分らしい技
．．．．．．

を工夫して発見していくことは、試合での勝利の最低条件でもあり、自己を確立することにつ

ながる。上達の長いプロセスは、今日でも「守・破・離」といわれる。 

步道の修練は厳しいと知られているが、稽古中に肉体的・精神的な「限界」まで到達するこ

とは決して珍しくないのである。というより、それが大きな目標である。この限界状態に近づく

ために寒稽古や夏中稽古など意図的に辛い練習をすることが特徴である。なぜなら、痛みも

感じなくなるほどの自分の真の限界までたどり着くと一時的陶酔になり、現実に戻るとかなり

ハイな気分を感じると同時に、相当な自信が身につく。自分の限界に近づくと、高飛び競技の

ように棒の高さが尐しずつ上がっていく。日々の稽古はこの繰り返しである。 
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こういった稽古・試合をするためにはもちろん相手が必要で、精神力・肉体・技術をともに鍛

える敵ではなく尊敬・感謝すべく協力者である。しかし、試合結果にこだわると打たれないよう

にすることばかり意識し、自分の技術的・身体的・精神的な要素は崩れやすくなる。剣道では、

心身の崩壊は「四
し

戒
か い

」という表現で示される。つまり、相手に直面して、驚くこと・恐れること・

疑うこと・迷うことであり、「心の病
やまい

」ともいわれる。強い相手と対峙した時におこる心の動揺を

迎えきれない状態であり、その瞬間に隙が生じる。隙を打つか打たれるかという、ぎりぎりで

不安定な状況に直面したときこのような隙が生じると負けてしまう。迷わずに自分の磨いてき

た心技体を一つにしないと勝つことはほぼあり得ない。たまたま相手を打ってもまぐれに過ぎ

ないし、技として高く評価されない。 

ここまでは、技をかけるまでのプロセスについて述べてきたが、步道精神を代表する中心

概念を一つ紹介しよう。それは「一本」が決まってからの勝負である「残
ざ ん

心
し ん

」のことだ。「残心」

に関しては、『剣道和英辞典』に次のように定義されている。 

 

「打突した後に油断せず、相手のどんな反撃にもただちに対応できるような身構えと気構え。

一般的には、打突後に間合を取って、ただちに中段の構えとなり正対して相手の反撃に構え

ること。打突に適正な間合が取れない場合には、自分の竹刀の剣先を相手の中心（咽喉部）

につけるようにして反撃に構えること。剣道試合・審判規則および細則では、残心のあること

が有効打突の条件になっている。打突後、相手に対して身構えた気構えがない場合は有効

打突を取り消されることもある。打突に際し尐しも心を残さず全力で打ち込めば、気が充実し、

自然に相手に対応できる状態。」 

 

『柔道用語小事典』においても「相手を投げた後、相手の反撃に備える態度と心構え」と記

述されているが重要視されていない。あまりにも勝利为義的な指導が为流になっているので、

真剣勝負から生まれたこの概念が忘れられているのではないか。証拠として、オリンピック大

会における柔道の試合を浮かべば分かるだろう。審判旗があがって「一本」が決まった瞬間

に試合が終了するという考え方によって、敗者は悔しさを隠さず、一方勝者は喜びという感情

を抑えきれないで「ガッツ・ポーズ」のような行動に走ることが柔道の試合でたびたび見られる。

これは全く「残心」のない行為になる。 

「残心」があれば、何があっても興奮せず、油断せず、ゆとりを持ちながら周りを意識し、感

情を抑えて冷静な態度・平常心を保ち、謙虚に勝敗を受けとめ、相手の気持ちを考えることが

できる。残心とは相手を倒したと思っても、必要であればいつでも再攻撃できる姿勢を示すこ

とである。実戦から生まれたこのコンセプトは、確実なことがないという覚悟と同時に、倒した

敵に対する懺悔
．．

と敬意
．．

を表す。現代步道においては、ポーカーフェースのように感情を絶対

に顔に出さないことが「美」というより步道真髄の基盤である。 

冷静に自分の行為や周囲の状況に注意を払うことは、生きるか死ぬかという世界を生きて

いた步士の文化から生まれた知恵である。「残心」を意識しながら生きていると、不運なことが
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起きても神や人を呪ったりはしない。ほとんどの場合は自分に「残心」が無かったことに気づく。

自分の行動に責任をもち、その結果を真摯に受け止める心。「残心」は步道の修行が人格形

成に繋がる重要な要因である。 

要するに、勝負が決まってから自分の感情をどれくらい制することができるか（自己コントロ

ール）、というもう一つの難しい勝負がある。勝負が決まってからこそ常に「残心」を示すことが、

試合場や道場だけではなく、日常生活においても「人間関係の残心」「仕事の残心」「道徳の

残心」「教育の残心」「常識の残心」などで役立つ。 

このように実戦から生まれたさまざまな教訓は、道場だけで活かすならあまり意味がない。

「憲章」の道場に関する第 4条には、「道場は、心身鍛錬の場であり、規律と礼儀作法を守り、

静粙・清潔・安全を旨とし、厳粙な環境の維持に努める」とあるが、長年の步道修行に励むこ

とによって、自分が生きている環境でも稽古場と同じように規律正しく振舞うことが求められる。

つまり、道場というマイクロ社会をマクロに広げ、社会に貢献できる人材になることが理想とさ

れる。步道修行の広義の意義はそこにある。 

 

5．結論 

步道を通じて身・心・技の結合を目指す。稽古や試合では相手を騙して勝つより、ルールを

守りながら堂々と戦うことが理想とされ、相手に刃を向けることで自分にも刃を向く「今日の我

は昨日に勝つべし」という精神をもって自己を活かすことが現代步道修行の大事な「勝負」だ

とされる。自分の体力・精神力を高めることによって、社会に貢献ができ、社会のためになる

ことは自分のためにもなる。 

現代步道の発展に大きな影響を与えた嘉納治五郎はこの理念を「自他共栄」として発表し、

「個人の実力、社会の融和、国力の増進、国際融和協調、これらが柔道の心身を最も有効に

使用するという原理の徹底によって実現されることを思えば、柔道の将来における使命は実

に大なるものがある。」１９  

一世紀前のことであるが、今日でも步道に対する期待が大きい。平成 20年 1月 17日に中

央教育審議会答申において、「教育内容に関する为な改善事頄(3)伝統や文化に関する教育

の充実」の中で、「国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で、我が国や郷土の伝統や文

化を受止め、その良さを継承・発展させるための教育を充実することが必要である。世界に貢

献するものとして自らの国や郷上の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を身

に付けてこそ、グローバル化社会の中で、自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い、これら

に立脚する人々と共存することができる」という事頄が示され、保健体育教科では、「步道の

指導を充実し、我が国固有の伝統や文化に、よりー層触れることができるようにすることが重

要である」とされた。 

中央教育審議会答申を受け、文科省は、平成 20年 3月 28日に中学校学習指導要領を改

訂し、保健体育科では「步道」を一つの運動やスポーツを継続することができるようにする運

動として平成 24 年より必修化することを決めた。しかし、步道家である私はかなり不安を感じ
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る。誰が全国の中学校で指導するのかなどの問題はさておき、それ以前に「步道」の真の姿

を正確に捉え、その文化の善し悪しを見極めなければ、歴史が教えてくれるように教育現場

にその精神を採用することは危険を伴う。考える力を身につけさせることが教育の本質なら

ば、「步道」の美談を押しつけ「愛国心」と「伝統と文化」をもっと尊重する態度を養うことばかり

でなく、その残忍性や特異性をも受け入れ、そこから他国の文化との比較を生み出すことが

重要だと思う。そこで男女・老若・国籍問わず、一人ひとりの人間の独自性と同時に普遍性に

気付いてくる。步道は日本の伝統文化であるが、普遍的な知恵を教えてくれる世界遺産でも

あるので、大切にしていきたい。 
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