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１．会長あいさつ
女子栄養大学名誉教授
会 長とな りま した ので 、当 学会 の意 義の中
心を 述べて みた いと 思い ます 。た だし あくま
でも個人的感想です。
現 代の世 界に は、 知的 論理 的な 課題 が次々
と生 起して いま す。 とら えよ うに よれ ば、そ
の全 てが自 然・ 人間 ・社 会・ 文化 的な 警告と
なるものでしょう。
私 自身は 、最 近ま で国 際自 然保 護連 合（Ｉ
ＵＣＮ ）やＵＮＥＰ などに深く関わっていて 、
自然 と野生 生物 の示 す現 実と 人間 社会 、人類
史に ついて 、特 に自 分と して は何 もで きない
ので はと思 いな がら 、考 えさ せら れて きまし
た。 私が考 察を 加え てき た人 間の 自己 人為淘
汰に よる自 己家 畜化 の論 理か ら、 自然 との相
互関 係を構 成し なお した い。 人間 にと っての
「自 然な」 生活 の途 へと 転換 する 自己 人為淘
汰を 考えた いと 念じ てい るか らで す。 いうま
でも なく、 人類 史は 自然 史を 引き 継い で人間
化を 果たす こと で、 人間 は社 会と 文化 を実現
して きまし た。 人間 が生 み出 した 道具 に由来
する 「モノ 」は 、自 然か ら全 てを 得、 自然と
の関係をつくり 、文 明を発達させてきました 。
自然に依存し 、社会化して生活ができ「 モノ 」
を生 産する 。そ のよ うな 社会 の仕 組み とその
成果 である 文化 との 相互 関係 （ヒ トに とって
の進 化適応 ）に よっ て、 人間 の歴 史と 存在を
可能 にして きま した 。生 物と して のヒ トであ
り、 同時に 社会 的人 間で ある とい う特 殊な生
存の実現です。
作 り出し た「 モノ 」は 言語 によ る抽 象的精
神世 界（二 次的 反映 ）ま でを 含め て、 全て自

小原秀雄

然 に基づ いて 生み 出し たの です が、 現代 社会
に 到るま でに 、技 術と 科学 の発 展と の相 互作
用 により 質量 共に 増大 し、 改変 を重 ねて きま
し た。そ の基 本が 、速 く多 くと 求め る社 会シ
ス テムで す。 歴史 を経 てこ れを 文明 化と みな
し 、先進 的と され る発 達原 理が 地球 上を おお
っ てきま した 。こ れら のす じ途 には それ なり
の 論理が 働き 、人 間も また 個人 の働 きや 意識
か ら集団 の全 て、 そし て国 家の 政策 など との
相 互発達 や複 雑化 を経 て、 多く は次 々と その
仕組みに組みこまれ、推進してきました 。
今日で はグ ロー バル な「 発展 」の 影が 地球
上全体に広がり 、気候変動に見られるように 、
自然からの警報 、病変などが起こっています 。
こ の過程 は企 業社 会で ある 先進 国で 著し い上
に 、わず か数 十年 の間 に人 間の 存在 は都 市生
活 に見出 され るよ うに 、自 然か ら幾 通り にも
乖 離し、 変化 しつ つあ りま す。 とは いえ 、人
類 史が示 すよ うに 、人 間化 ・社 会化 を放 棄で
き ない以 上、 野生 生活 には 戻れ ませ ん。 また
人 間は人 間で ある 以上 「自 然さ 」を 別の 形で
実 現する 以外 に途 はな いの では ない でし ょう
か。
現在、 国際 政治 経済 はも とよ り、 個々 人の
生 活様式 でさ え、 たと えば 日々 口に する 食物
や 呼吸す る大 気に おい てさ え人 工化 され つつ
あ ります 。完 成さ れた 人工 化さ れた 世界 が時
と 共に人 間の 自然 性ま でも 、そ れへ の適 応を
強 いてい ます 。情 感や 精神 をも とり こん でい
く強力な流れと思われます。
そこで あら ゆる 面で の閉 塞か らの 文明 の転

換の 必要性 は、 自然 の側 から 提示 され ている
と思 います 。国 際的 な自 然と 野生 生物 の保全
と、 動物と 人間 （ヒ ト） の比 較生 物学 から人
間存 在を考 察し てき た私 は、 小さ な学 会では
あっ ても、 この 重要 な、 実践 性を とも なった
知的課題を確認しておきたいのです。
自 然は人 間化 社会 化さ れつ つあ り、 自然を
生産 や人間 の社 会的 営み から 、自 然の ままに

お くこと に疑 念を 持つ 考え が多 数で しょ う。
し かし、 人間 にと って 内な る自 然と 外な る自
然 との調 和を 考え るた めに は、 また 自然 のし
ぜ んな社 会化 を考 える 上で も、 地球 上の 自然
を しぜん のま まに 「美 しく 」保 全す る重 要さ
も 新たな 意義 を持 つの では ない でし ょう か。
課題は 多様 なの です が、 一点 にし ぼっ て述
べました。

２．設立総会報告
10 月 7 日（土）に東京農工大学府中キャ ン
パス講堂にて本学会の設立総会が開催された 。
記念 講演で は、 語り 部・ かた りす と・ キャス
ターとして多方面で活躍中の 平野啓子氏が｢語
りは 心の絵 画― 地域 の伝 統文 化研 究か らみた
「 共に生きる 」という こと― 」という演題で 、
わが 国の伝 統文 化、 特に 農村 に残 る風 習・民
話などの無形の文化的側面に注目し 、共生の 1
つの ありよ うに つい て自 身の 見聞 ・経 験を交
えながら紹介した。
「共生社 会へのみちすじ」というテーマを掲
げた 記念シ ンポ ジウ ムで は、 小原 秀雄 （女子
栄養 大 学 名 誉 教 授、 本 学 会 会 長 ）、 古 沢 広祐
（国 学 院 大 学 教 授、 同 理 事 ）、矢 口 芳 生 （東
京農 工大学 教授 、同 理事 運営 委員 長） の３氏
が各 人の専 門を ベー スに 共生 社会 シス テム研
究の 方向性 なら びに 課題 に関 する 独自 の試論
を提 起・説 明し た。 各パ ネリ スト の演 題は順
に 、「「 共生 」社 会の 可能性 を人 間と社 会から
考える 」（小 原 ）、「共生 社会シ ステム への道
― 持続 可能な 社会の 形成 」（古沢 ）、「共生社
会へ の み ち すじ ― 農 業経 済 学 の立 場 か ら
― 」（矢口）であった。
パ ネリス ト３ 氏の 講演 後、 引き 続き 尾関周
二（ 東京農 工大 学教 授、 同副 会長 ）と 清水本
裕（ 東京農 工大 学教 授、 同理 事） を座 長に、
フロ アから の質 疑応 答の 形で パネ ル・ ディス
カッ ション が行 われ た。 フロ アか ら積 極的な
発言 があり 、当 初予 定の 時間 を越 えて の白熱
した 議論が 展開 され た。 ここ では 議論 の中身
につ いては 割愛 する が、 一連 の議 論の 中で感
じた 2 点を記しておく。第 1 に、参加者の 専

門 分野に おけ る多 様性 であ る。 哲学 や経 済学
などの人文・社会科学分野の研究者のほ かに 、
生 物学、 生態 学、 農業 工学 など の自 然科 学分
野 の研究 者も 多数 参加 し、 積極 的に 議論 に加
わって いた姿が印象 的であった。第 2 は、参
加 者が研 究者 に限 定さ れず 、一 般市 民の 参加
も 見られ た点 であ る。 豊富 な現 場経 験に 裏付
け られた 実務 者の 意見 や、 みず みず しい 感性
を もつ若 い学 生か らの 鋭い 質問 にパ ネリ スト
が タジタ ジに なる 場面 も見 られ た。 こう した
自 由闊達 に議 論で きる 雰囲 気が 今後 とも 継続
され 、名実とも学際的性格を保持しながら「 共
生 社会」 につ いて 市民 とと もに 考え る学 会に
発展することが期待される。
記念シ ンポ ジウ ム後 、本 学会 の設 立総 会が
行 われた 。議 長に 矢口 氏が 選出 され 、学 会設
立 準備委 員会 が作 成し た会 則案 にし たが い、
１ つ１つ の会 則内 容の 合意 を得 る形 で議 事は
進 行した 。こ こで もフ ロア から 積極 的な 質問
・ 意見が あり 、学 会の 英文 名称 や総 会定 数等
に 関して は検 討事 項と して 理事 会で 検討 され
ることとなった。
総会終了後、農工大 50 周年記念ホールにて
懇 親会が 催さ れた 。本 学会 の発 足を 祝い 今後
の 発展を 祈念 する とと もに 、参 加者 間で は学
会 の方向 性に 関し て活 発な 意見 交換 が行 われ
た。
当日 の 総会 参加 者 数は 174（ 記 帳者 数、 実
際に は 200 人前後 の参加者 があったと 推測さ
れる ）、懇親会出席 者は 60 名を超え 、学会設
立総会は成功裡に終了した 。（千年記）

３．会員数拡大の呼びかけ
現在 、会員は一般･学生･賛助会員を合わせて 100 名強です 。本学会の社会的重要性にかんがみ 、
今後ますます本学会の活動を充実させるため、是非とも会員の拡大にご協力くださいますようお
願い致します。入会申込書は下記の学会ホームページからダウンロード可能ですので、本学会に
関心を持ちそうな方が会員各位の身近にいらっしゃいましたら、是非、本学会に参加していただ
くよう、お声をかけてください。

４．次年度大会へ向けて
設立総会で， 2007 年度共生社会システム学会大会を東京農工大学で開催することが決定されま
した。 2007 年 2 月ごろに発表募集を開始します。詳しいことは 2007 年 2 月に発行予定のニュー
スレター第２号でお知らせします。
皆様の積極的なご参加を心よりお待ち申しあげております。
大会担当理事 野見山敏雄・朝岡幸彦

５．会費納入のお願い
早速ですが同封の振込用紙によりまして 、2006 年度会費の納入をお願い申し上げます 。会費は 、
一般会員 6000 円、学生会員 3000 円、賛助会員 20000 円となっております。よろしくお願い申し
上げます。

６．学会誌『共生社会システム学研究』の発行
当学会では、年 1 回学会誌『共生社会システム学研究』を発行します。既に E メールでご連絡
しましたが、第 1 号への投稿締切は 2006 年 12 月 20 日必着となっております。第 2 号以降につ
いては随時、投稿論文を受け付ける予定ですので、会員各位におかれましては奮ってご投稿くだ
さい。
投稿 規定など の詳し いこと は学会 ホームペ ージ http://jaks.exblog.jp/ 内 の「投 稿規定 」（暫定
版）を参照してください。また、投稿原稿の執筆および提出の際は 、「執筆要領 」（同ホームペー
ジ参照）に従って作成・提出してください。
投稿についての質問および問合せは、下記、編集委員長 武田までお願いします。
原稿送付先および学会誌に関する問い合わせ先
編集委員長 武田庄平
国立大学法人東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 比較心理学
〒 183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
E-mail takeda@cc.tuat.ac.jp TEL ＆ FAX 042-367-5588（ダイヤルイン）

７．学会ホームページ
学会ホームページ（ 暫定 ）を立ち上げました 。アドレス（URL ）は http://jaks.exblog.jp/ です。
ホームページには「 加入の呼びかけ 」
「 設立趣意書 」
「 設立総会の記録 」
「 会則(暫定)」
「 役員名簿 」
「 投稿規定 」「 執筆要領 」が掲載されています 。ご自身のホームページをお持ちの会員は 、是非 、
学会ホームページへリンクを張っていただき、アクセス増加にご協力ください。また、学会ホー
ムページ充実のために皆様からのインプットを歓迎します。ご意見等がありましたら、中尾誠二
(nakao@kouryu.or.jp )までお知らせください。

８．運営委員会事務局だより
2006 年 10 月 18 日に東京農工大学にて学会運営委員会が開催されました。設立総会で指摘され
た会則に関する事項、学会運営方針・活動計画ならびに学会員拡大などの検討が行われました。
会則の修正案は 2006 年 12 月 17 日に開催される理事会で審議される予定です。会則に関する決
定事項は、次回のニュースレターにて皆様にお知らせします。
今回は第 1 号のニュースレターということもあり、Ｅメールによる配信に加え郵送もいたし
ますが、 第 2 号以降は予算上の都合もあり、原則的にＥメールによる配信のみとさせていただ
きます。その旨ご了承ください。ニュースレターはホームページ上にも掲載される予定です。
学会のロゴマークを募集しております 。良案のある方は 、是非 、学会事務局（ 千年篤 chitose@cc.
tuat.ac.jp）までお知らせください。
いよいよ学会活動がスタートしました 。不慣れな事務局で不手際なこともあるかと思いますが 、
温かい目で見守っていただければ幸いです。ご支援、ご協力の程よろしくお願い致します。
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