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NPO 法人ニューロクリアティブ研究会 

第３回フォーラム 2010.3.24 科学技術館 

創造する脳―あるがままの心で自分を遊ぶ― 

鈴木良次 

 

はじめに 

素晴らしいご紹介をいただきましたが、まず最初に演壇に登るとき、躓きました。これではち

ょっと話の中身がどうなるか分かりません。 

さて、司会進行して下さっている当 NCL研究会理事の田村さんと、今回のフォーラムのテー

マを何にしようかと議論した時に、「遊び」というものが出てきました。世の中では、「遊びは

悪いもの」という先入観があるようですが、「そうではなく、遊ぶということは、人間にとって

も、社会にとっても、非常に大事なのだ」ということで、このフォーラムのテーマにさせていた

だきました。 

それからの田村さんの働きぶりはすごかったですね。今日のフォーラムで今まで皆さんにお聞

きいただき、あるいは観賞していただき、あるいは体験していただいたメニューは、全部田村さ

んが考え出されたものです。この後、甘利先生が進行される研究助成と褒賞の授与式があるわけ

ですが、その間をなんとかつなぐということで、私がここに立たせていただいております。 

この「創造する脳－あるがままの心で自分を遊ぶ―」というタイトルも田村さんがつけてくれ

たもので、私は、このテーマをもらった時に、「さあ、どうしようか」と思ったのですが、「こ

の際、あるがままにここで遊ばせてもらう」ことにさせていただきました。 

ということで、最初は、「自分にとって遊びとは何か」についてお話させていただき、次いで、

世の中では、「人間にとって遊びとは何か」がどのように議論されてきたかを私なりに調べた範

囲でご紹介し、私の務めを果たしたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

私にとっての遊び 

「私にとっての遊びとは何か」という時に、すごく遠回りするようにお感じになるかもしれま

せんけど、３つの言葉、ホモ・サピエンス、ホモ・ファーベル、ホモ・ルーデンスを取り上げさ

せてもらいます。まず、われわれ人間を、ホモ・サピエンス（知性のある人）という表現をして

いるわけですが、もっと他の動物と区別する用語として、ホモ・ファーベル（作る人）という言

い方がされます。これは、道具を作り、使う人という意味ですが、これが人間と他の動物を区別

する著しい特徴であると言われていました。私も若いころは、その立場にたって色々とやって参

りましたが、もうずいぶん遡るのですが、20 年くらい前になりますけれども、「そうではなく

て、人類はホモ・ルーデンス（遊ぶ人）として特徴づけるべきである」と主張している本を見つ

けて、私も少しずつ考え方を変えてきています。ということで、本日の話の筋書きとしては、ホ
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モ・ファーベルとしてやってきた話と、そしてホモ・ルーデンスということに気づかされたと 

いう、その２つの所をまずお話させていただこうと思います。 

私がホモ・ファーベルに凝り固まるに至ったそのきっかけは、学生時代に

サイバネティクスという考え方に出会ったことです。サイバネティクスは、

1948年に、アメリカ MITの教授であったノバート・ウイナーが提唱したも

ので、「人間や動物と機械とが共通の原理で考えられる」ということを主張

したものです。併せて、「機械文明が、人類社会へ及ぼす色々なリスクへの

警鐘を鳴らした」ものでした。昭和 20年代後半から 30年代初めにかけて、

日本でも、この考えが広く紹介されて、学生であった私も強い影響を受けま

した。 

その中で、ウイナーが電子義手のアイデアを提案していることを知りまし

た。これはどういうものかといいますと、たとえば、手を動かそうと思うと、その指令が脳から

脊髄を通って手の筋肉に達します。その時、筋肉で発生する筋電流という電流を、手や腕の表面

から読み取って、その信号で義手を動かそうというものです。腕の

表面から信号をとらえてそれを解読すると、手をどのように動かし

たいかということが分かるというわけですね。このアイデアを使っ

て、人工の手を動かすことを日本で最初に行いました。東京医科歯

科大学の研究所に勤めていた 1963 年のことですから、今から 47 年

前の話になります。 

少し長くなりすぎましたけれども、義手に関心を寄せたもう一つ

のきっかけは、サリドマイド薬害です。当時、サリドマイドという薬品を服用したお母さんから

生まれてくる赤ちゃんの手足が、十分に育たないという薬害事件があったわけです。それでこの

義手というものを見なおそうという事につながったということもお伝えしておきます。 

そういうことで、東京医科歯科大学におきまして電子義手の研究をしていましたけれども、当

時の技術レベルではなかなか患者さんに使ってもらえるようなものが出来ないという状況があ

りまして、一旦こういう実用研究をやめて、もっと基礎的な、人間が手を動かす仕組みの研究に

移ることにしました。1970 年、当時生物工学科という全国ではじめての新しい学科を開設した

大阪大学に呼ばれまして、そちらで 17年間、そしてそのあと東大で７年間、手を動かす仕組み

についての研究を、川人光男さん（現在、ATR脳情報通信総合研究所所長）、宇野洋二さん（現

在、名古屋大学教授）達とやらせていただきました。 

その過程で、今日ご紹介したいもう 1 冊の本に出会ったわけです。それが国分一太郎さんの

著書「しなやかさというたからもの」（晶文社 1973）です。国分さんは、山形で教員をされて

いた方ですが、この本に出会いまして、これまで、ホモ・ファーベルという立場で、手の研究を

やってきているが、それでよいのだろうか、ということを考えさせられる機会になった本です。 

図 1 ノバート・ウィナー 

MIT 教授・数学者・哲学者 

図 2 
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この本の中の一節をお手元にもお配りしてあります。

本当はそれをここで読み上げたかったのですが、次のプ

ログラムに早く移りたいということもありますので、後

でお読みいただければよいと思います。1973年、今から

37年前の本でありながら、その当時すでに、子供たちが

遊ぶことを出来なくされている状況を非常に危惧した、

そういう本であります。そういうことで、手を使うこと

で脳の働きを高めるというホモ・ファーベル的な話も大

事なわけですけど、同時に遊ぶということについて、も

っとここで考えてみる必要もあるのではないかと思った

わけです。 

ここで「遊びとゆとり」について紹介させていただき

ます。1980年代ですが、当時ちょうど「ゆとり教育」と

いうことが盛んにいわれ、活発に議論されるようになり

ました。実際に授業に取り込まれましたが、また最近そ

れがうまくないということでやめることになっています

けれども、その当時「ゆとり」ということが世の中のキ

ーワードになりました。産業界でも例外ではありません

でした。物作りの世界ですね。それで私が所属している

計測自動制御学会で、たまたま編集委員長をさせていた

だいた時に、「よし、このゆとりと感性」ということで特集を組もうということになり、私もそ

の中にちょっとした文章を書かせていただきました。（「計測と制御」Vol.30.3）これを編集し

ていた時に非常に面白い「遊び」を見つけました。それは何かといいますと、島根県の仁摩町が、

町おこしにと、当時政府が各市町村に配った 1億円を使って、1年間で砂が落ちるそういう砂時

計を作ろうという、そういうすごいことを始めたわけです。1年間ですね。ちゃんと狂わずに砂

が落ちるということを実現しようと思ったら、すごい技術がいるわけです。これは、当時同志社

大学の三輪茂雄教授が中心になって作られたものです。1年もの長い時間にわたって正確に砂を

流しつづけるには、粒のそろった細かい砂を大量に必要とし、その砂を入れる大きなガラス容器、

正確に一定量の砂を通す極細いノズルを製作しなければなりません。それだけ高度の技術を駆使

してまで「砂時計」を作る。なんとすばらしい遊びではないでしょうか。ところで、遊びという

のは目的がなくてもよいのだということになりますけども、実は最近ネットで調べましたら、こ

の 1 年砂時計が仁摩町の観光ポイントになっていて、結構それが活躍しているということを知

りまして、遊びも無駄ではない、ということを再認識させていただいたわけです。こういう遊び

を我々はやるべきではないかというようにも思ったのです。 

 

図 3 
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遊びの生物学 

それでは、人間は遊ぶけれども、動物は遊ぶのだろうか、遊ばないのだろうかという所にまず

疑問を持ちまして、動物の世界での遊びというものを少し調べてみました。 

まず、蟻など昆虫の世界では、生きることに精いっぱいで、とても遊んでいる余裕はないだろ

うと思いました。イソップ物語では、蟻が働いてキリギリスが遊ぶということになっていますが、

どっちも遊べないのではないか。 

次に、もっと環境への適応力が増してきて、哺乳類とか霊長類になると、子供では保育されて

いる間に、遊びを通して生活に必要な感覚や運動能力を獲得するという期間があるわけですね。

生活に責任のない状態で、しかも、活動力と好奇心にあ

ふれたこどもたちは、探索衝動を通して適応の能力を学

習していきます。更に人になりますと、子供たちは、動

物たちがやってきた感覚能力を育てるという遊びだけ

ではなくて、「ごっこ」遊びを行う事が出来るようにな

ります。ままごと、お店やさんごっこ、学校ごっこ、病

院ごっこ、電車ごっこ、怪獣ごっこなど、これは象徴的

な遊びといわれています。 

昨日私が前におりました金沢工業大学の人間情報シ

ステム研究所の送別会がありまして、たまたま隣に佐々木謙さんという昆虫を研究している人が

おりました。彼と生きものの遊びの話しをしていますと、「先生昆虫だって遊びます」と言われ

たんです。今この会場にミツバチの研究をしている科学技術館の笹川浩美さんもおられますけれ

ども、彼女もミツバチの研究をしていますが、つい最近お聞きした話では、働き蜂が巣の中で子

育て、あるいは卵の世話をしているわけですが、たくさんの働き蜂の中で、いつも仕事をしてな

いのがいるらしいんですね。それはたまたまその時に仕事をしてなかったのかと思うとそうでは

なくて、ずーっとさぼっているらしいんです。そういうふうに、昆虫の中にも結構遊んで暮らし

ているものがいるという事が最近になって分かってきました。次々とサイエンスというのはそう

いう新しい事を見つけていきますので、今日の定説が明日はもう定説ではなくなるという事はい

くらでもあります。そういう事で、この昆虫が遊ばないという私の考えは訂正させていただかな

ければならないかと思っています。動物では象徴遊びは見られませんけども、そのうちまたチン

パンジーの研究者が、いや、振り遊びしてるよと言われるかもしれませんが、とりあえずは振り

遊びが出来るのは人間であると考えます。そして、それをやっている時の子供たちの感情的な高

揚っていうことは非常に大事であると、自分の孫を見ながら感じていたわけです。最初に紹介し

た国分さんの本の中にまとめられていることですが、「子供たちの遊びは親の行っている活動の

予行演習だ」と。だからそれをさせないといけないのではないかという主張ですが、具体的には

農村では、農作業に必要な手の働き、すなわち、「つかむ」、「握る」、「ねじる」、などそう

いったものを遊びの中で鍛えられるように、遊びが工夫されていた。それから商家では、商売に

図 5 
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必要な才能がごっこ遊びの中で培われるようになっていた。そういう事が丁寧に書かれている本

なんです。ぜひご関心のあるかたは 1度お読みいただければと思います。  

 

歴史のなかの遊び 

ところが人間では、遊びは子供だけのものではない。本日はワークショップで皆さんに遊んで

いただいたわけですが、教えて下さった先生がたは、子供でないという事で戸惑っている感じが

ありましたが、大人もこういう所に来て遊ぶのは非常によいことであるというように思います。

大人にとっても遊びは何かというのもかなり昔から議論されてきたものであるという事も調べ

ていくうちにわかってきました。 

歴史の中での遊びという事で、人類の遊びはいつごろ出てきたのかは、よく分かりませんが、

別宮貞徳さんというかたの本「『遊び』の哲学」（産能短大出版部 1974）によりますと、紀

元前 3 世紀にはすでにテオクリトスの作品、「牧歌」の中に、遊びの精神についての議論がな

されている、という事が書いてあります。当時から、もちろん生活にゆとりのある人たちの話だ

と思いますけれども、遊びというのは人間社会の中で常に行われていたという事です。日本でも

それはいえまして、12 世紀ですか、後白河法皇の時代に編纂された梁塵秘抄という本の 1 番有

名な歌が、「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さ

えこそゆるがるれ」という、皆さんもご承知の歌がありますが、この時代にもすでに遊びという

ものが普通の話しになっていたというわけです。私がこれを読んだの

は、西郷信綱著「梁塵秘抄」（ちくま文庫 1993 ）(図 6)ですが、ここ

でいう遊びというのは遊女という意味での遊びであるとか、子供たち

の遊びのことでこれが仏の道に一歩つながる近い道であるという考

えなど色々あるのですが、西郷先生によるとこの本でいう遊びという

のは歌を歌う事だ、という考え方をとっています。そういうように遊

びというのが日本の社会でもこの頃から取り込まれていたと言って

よいと思います。先ほど朗読※の中でもありましたけれども、遊びは

特定の階級の人のためだけではなくて、大衆化されるわけなんですね。

その大衆化されるのが江戸時代であって、庶民文化では、庶民がいか

ようにも遊びにいけるようになる。お伊勢参りとか大山参りという、今で言う JAL パックのよ

うなツアーが組み込まれていて、誰でも余暇を楽しむ事が出来る、そういう社会がもう江戸時代

に日本に出てきたわけです。 

 

遊びは人類の進歩にとって必要 

さて、遊びは人類の進歩にとって必要であると申し上げたい。これは、私が初めて言った話で

はなくて、もちろん、昔から多くの研究者が遊びについて議論しています。私がたまたま読んだ

本では、1967年に出たデズモンド・モリスの「裸のサル」（河出書房新社 1969 日高敏隆 訳）。

                                                      
※ フォーラムのプログラム中のカヒミ・カリィさんの朗読ナビゲーション。 

図 6  西郷信綱 

「梁塵秘抄」表紙 
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この中（第４章探索）に、猿の好奇心は大人になると衰える。しかし、人は青年になっても好奇

心はますます強まり存続するという事が書かれています。それは、動物と人間では遊びの役割が

違っているという事になるわけですが、さらに哲学者のルネ・デュボスが 1969 年に出した本「人

間であるために」（紀伊国屋書店 1970 野島徳吉 訳）中にも、遊びや探究心というのは大人の

普段の成長にとっても必要であると書かれています。 

われわれ人類が、最初に申しましたホモ・サピエンス・サピエンスとして、この世の中に進

化を遂げてきたわけですが、それを他の霊長類、他の

動物などと区別するものとして、ホモ・ファーベル（道

具を作る人）という言葉が使われました。すでにホモ・

ハビリスの時代、200 万年前ですけれども、オルドヴ

ァイという単純な石器が作りだされているんですが

（図 7）、最近では、いやチンパンジーでも道具を作

るよという事も言われるようになりました。図 8は、

関昌家先生（金沢大学）らとご一緒に出した本「手と

道具の人類史」（協同医書出版社 2008）の中の図で

すが、共著者のお一人吉原耕一郎先生がチンパンジーに

作らせた石器です。色々と性能の違いはあるのですけど

も、とにかくチンパンジーも道具を作る、という所まで

は分かってきたので、ホモ・ファーベルという言葉は訂

正しなくてはいけなくなってきているわけです。あえて

ホモ・ファーベルを主張するとしたら、道具を作る道具

をつくることのできるのはヒトだけで、これは、動物で

はまだ見つかっていません。図 9は同じくミズンの書物

からの改変ですが、骨角器という矢尻のような道具です

が、これは動物を捕える時の道具だと思います。これを

トナカイの角から作るわけです。これを作るための道具

が、こういう錐とか彫器とかナイフとかこういうものが

また必要になってきます。これを、石核という石の塊か

ら切り出して作る。こういう事が出来るのが 4 万年前以降、ホモ・サピエンス・サピエンス

の時代です。チンパンジーの先生方もそこまでは見つけておられません。 

昆虫が遊ぶというのが分かったので、そのうちにまた、チンパンジーも道具を作るかもしれま

せんが、今、こういうふうにしてホモ・ファーベルの立場を私自身維持してきました。しかし、

先ほどから申しましたように、やはり人は遊ぶことに特徴がある。それを表す言葉がホモ・ルー

デンス（遊ぶ人）です。このホモ・ルーデンスという立場を見つめ直さなくてはいけない。その

きっかけを与えてくれた本が、ルイス・マンフォードの「機械の神話」という本です。既に 1966

年に出版されていたんですけれども、私が読みましたのは割と遅くて、1990 年代に入ってから

図 8 

図 9 ミズンの書からの改変 

図 7 ミズン「心の先史時代」より 

（青土社 1998年 松浦俊輔・牧野美佐緒 訳） 
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です。その中でマンフォードは人間をホモ・ファーベルとして特徴づけるのは正しくないと。私

はどちらかというと手の働きの方を重視していたのですが、言語の発達がその前から営まれてい

た。では道具を作る前に人間は何をしてきたのだろうかという事を考えると、実はそのエネルギ

ーは文化活動に注がれていたのだとして、マンフォードはこの本の中にそういう事をたくさん紹

介しています。そして、ホイジンガという人が、「全ての文化は遊びの１つである」という事を

主張しているのですが、そういう考え方を正しく評価するべきであるという事をマンフォードは

この本の中で主張しています。私が「手のなかの脳」（東大出版会 1994）という本の原稿を

書き終えたあとに見つけたんです。それでこのあとがきでホモ・ルーデンスの立場に言及させて

もらいましたが、いずれにしても多くの先達が、人類をホモ・ルーデンスとしてみるべきである

と主張しているわけです。ホモ・ルーデンスという言葉を最初に出したのが J・ホイジンガ、1938

年、これは遊びというものを文化史的に考察したと言われています（「ホモ・ルーデンス―人類

文化と遊戯」中央公論社 1963 高橋英夫 訳）。そしてその後、「遊びと人間」という本が R・

カイヨワによって出され、日本では翻訳がもっと後に出てますけれども（岩波書店 1970 清水幾

太郎、霧生和夫 訳）、社会学的な考察を加えて、そしてアンリオ（ジャック・アンリオ「遊び

―遊び主体の現象学へ」白水社 2000 佐藤信夫 訳）が更に 10 年後の 1969 年にに哲学的な考

察を加えたという事で、遊びというものが、軽いものだとか、しちゃいけないものだというもの

ではなくて、かなり深いものであると、こういう本から感じさせてもらったわけです。 

 

遊びは発想を豊かにする 

これから少し、創造性の話につながるのですが、遊びというのは発想を豊かにすると皆さん経

験から感じておられると思いますが、その遊びと創造性をつなぐキーとなるのは、想像力である

ということが、2009年に出された比嘉祐典先生の本「遊びと創造性の研究」（学術出版会 2009）

に書かれています。想像力は発想ということにつながると思うのですが、更にシンガー夫妻が「遊

びがひらく想像力－創造的人間への道筋」（新曜社 1997）の中で、想像力が実は創造的人間

への道筋だという事を述べています。この本の最初には、今天才と言われている人達が子供時代

にどういう生活を送ってそこでどういう影響を受けたかを綿密に調査した結果が書かれていま

すが、こういう話というのは天才だけの話じゃなくて、我々一般人でもよいのだと言っておられ

る。そして、遊ぶには何が必要かという事で３つの事を取り上げています。一つは自由に使える

空間が必要だと。それは何でも構わないわけですが、その子にとって思い入れのある家具でもい

いし、秘密基地でもよいし、とにかくその子にとって自由に使える空間が必要である。どんなに

広くても狭くてもそれは構わない。二つ目は、その子供の創意を受け入れる人物が必要である。

それは母親であるかもしれないし、兄弟かもしれない、また先生かもしれない、とにかくそうい

う人が必要である。そして三つめには、自由になる時間が必要である。この３つがそろって子供

の遊びは成り立つんだという事をシンガー夫妻は述べています。 

更に、このフォーラムのカヒミ・カリィさんの朗読に出てきましたピアジェ。彼は子供の発達

を研究した心理学者ですけども、子供の遊びを３つの段階に分けています。１つは感覚運動的な
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遊び。これは感覚と運動の機能の増大にはどうしても要ります。次が象徴あそび、ふり遊び、ご

っこ遊びですね。これは大人社会の模倣であり、大人社会への適応力を培っていく、そういう遊

びであると。更に３つ目にルールに従わせるというのがあります。これはゲームでもいいし、将

棋とかチェス、そういうものでも構いませんが、秩序だった思考、操作的思考が習得されている

と。これももちろん子供の頃はずっと行えますし、大人になってもやっている。個人的にはさら

にこういう、プロセスとは違った「発想とかひらめき」というものが入るのではないかと思いま

す。 

ところで、本来、遊び・ゆとりというものに目的を求めるべきではないといわれますが、あえ

てメリットを考えてみます。遊びやゆとりのある個人や社会の方が、状況や環境の変化に適応し

て生き抜く事が出来ると考えます。これは非常に一般的な概念でして、個々の具体例を詳細に示

すのは難しいのですけれど、マンガとして書きますとこの

ようになります。(図 10）ある社会で、個人の特性を横軸

に、その分布を縦軸にとります。ここには２つの分布が描

かれています。一つは、特性が比較的そろっている鋭い分

布です。他の一つは特性にばらつきが大きく、広がった分

布です。今、置かれた環境が、図の青い線内にいる人にと

って適しているとしますと、2 つの分布では、鋭いピーク

の分布をもった社会の方が、効率がよく発展していくこと

になります。ところが、環境が変動して、赤い線内の人で

ないと適応できないことになった場合、有利なのは分布が広がっている方です。この分布の広が

り具合を、あそび・ゆとりと解釈すれば、遊び・ゆとりのある個人や社会のほうが、変動に強い

ということがいえます。 

一応ここまでをまとめますと、適度なゆとり、遊びは、子供にとっても大人にとっても、そし

て社会にとっても大切であるという事です。ゆとりと遊びということばには少しギャップを感じ

るかもしれませんが、機械では、たとえば、寸法にゆとりがあることを遊びがあるといいます。

そのほうが、機械の動作に融通があって、それを積極的に利用することもあります。 

遊びは怠けることではなく、積極的な意味をもつと結論づけられます。 

 

ご清聴いただきありがとうございました。 

図 10 


