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東北学院榴ケ岡高等学校教諭

はじめに

マヤ長期暦の �	��年 ��月一巡に関連させた

「終末予言」の影響もあり、最近、マヤ文明に対

する関心が高まっている。また、世界遺産の知

名度が抜群のマチュピチュ遺跡に代表されるイ

ンカ帝国も、以前から多くの人々の興味をひい

ている。しかしこれら古代アメリカ文明は、「ミ

ステリアスな古代文明」として誤ったイメージ

が広がっており、学術的知識と一般人が持つ知

識の隔たりは大きい。その理由として、テレビ

番組の視聴率や書籍の売り上げを高くするため

に、謎・神秘性を強調したイメージが捏造・再

生産され、消費され続けていることが挙げられ

る。また、高校生が使用している教科書に正確

な情報が載っていないことも一因であろう（青

山・吉田他 �		�）。

昨年（�	�	年）�	月に、仙台市において古代

アメリカ学会主催の公開シンポジウム「マヤ・

アンデス文明の謎と神秘のベールをはぐ」が開

かれた�。このシンポジウムの目的は、「謎」と

「神秘」のベールに覆われた古代アメリカ文明の

実像に専門家の視点から迫り、誤った世界史観

を是正するとともに、この文明に関する日本の

世界史教育における諸問題を明確にすることで

�古代アメリカ学会主催の公開シンポジウム「マヤ・ア
ンデス文明の謎と神秘のベールをはぐ」は、平成 �� 年度
科学研究費補助金（研究成果公開促進費）「研究成果公開発
表（Ｂ）」によって行われた。

あった。同シンポジウムには一般人（社会人）

のほかに高校生も比較的多く参加した。本論で

は、高校生が使用している世界史教科書の記述

内容と、この公開シンポジウムで回答を得られ

たアンケート結果をもとに、高校生の古代アメ

リカ文明の理解に向けての問題点とその方策に

ついて提言したい。

�．高校生のマヤ文明の知識

筆者は、公開シンポジウムにおいて「中・高生

の古代文明の知識と教科書問題」というテーマ

で講演したが、その準備のために事前アンケー

ト調査を勤務校で実施した�。その結果、高校生

のマヤ文明の知識は次のような傾向があること

がわかった。

まず、中学校の歴史の授業ではマヤ文明の内

容はほとんど学習しておらず、マヤ文明に関す

る情報源は圧倒的にテレビ番組が多かった。ま

た、いわゆる「四大文明」のイメージが強く、マ

ヤ文明やインカ帝国と関連のある用語を選ぶ問

いに、エジプト文明やメソポタミア文明と関連

のある用語を答える人が多かった。このことか

ら、漠然と「古代文明」として一括りにしてい

る傾向があることがわかった。そしてその傾向

は、世界史をまだ履修していない一学年に強く

見られた。さらに、同じ古代アメリカ文明でも、

知名度の高いナスカの地上絵やマチュピチュを

マヤ文明のものだと誤解していることも明らか

になった。これは大学生や一般人と同じ傾向で

あり、吉田 ��		��の言う「マヤ＝インカ思考回

路」によるものと思われる。

ただしこの傾向は、マヤ文明の遺跡名や写真

�東北学院榴ケ岡高等学校の全学年を対象に、それぞれ
の学年 ��� 名程度に対して実施した。一学年はまったく世
界史を履修していない集団、二学年は世界史を履修してい
るが古代アメリカ文明をまだ学習していない集団、三学年
はすでに古代アメリカ文明を学習済みの集団である。
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の知名度が低く、地理的な知識も乏しいために

中央アメリカと南アメリカをまとめて一つに考

えてしまうことと無関係ではないだろう。また、

マヤ文明の栄えた場所を地図で示すように指示

した問題では、エジプトやヨーロッパを解答す

ることも珍しくなかった。このことは、三学年

も含めて、授業や試験において用語の暗記が優

先され、その結果世界地図が頭には入っていな

いことを示している。�年前に筆者が行った定

期考査をもとにした調査（多々良 �		�）では、教

員の教え方次第で理解に差が出ることがわかっ

ており�、現在行われているステレオタイプ的な

授業や試験のあり方に警鐘を鳴らしていると捉

えられる。

�．高校世界史教科書の記述内容

現在高校で使われている世界史の教科書は、

その記述内容に誤りが散見される。古代アメリ

カ学会では、青山和夫を中心とするグループが組

織され、教科書の記述内容を吟味して各教科書会

社に修正案を送付した（青山・多々良他 �	�	）。

その修正案も含め、教科書の記述内容の問題点

は次のように集約される。

���扱われる時代

マヤ文明は他の文明から影響を受けずに成立

した一次文明であり、世界の諸文明と同列に扱

われるべきである。ところが、ヨーロッパの拡

大、すなわち「大航海時代」にヨーロッパに征

服された文明として説明されることが多く、本

来扱われる次元で捉えられていない。やはり一

次文明として「古代」で説明されるのが妥当で

ある。

�地図や写真を使った授業を受けていたクラスと、教科
書の本文とプリント中心の授業を受けていたクラスを比較
すると、明らかに前者にはマヤ文明の場所を把握している
生徒が多いことがわかった。

����年代

近年明らかになってきている編年の情報が、

教科書に反映されていないものが多い。また、

かなり古い情報がそのまま教科書に記述されて

いる例も見られる。主な修正点は以下のとおり

である。

・ベーリング海峡が陸続きだった時代：�万

　 �千年以上前

・トウモロコシ栽培の起源：前 �			年ころ

・アンデス文明の神殿建設開始：前 ��		年

　ころ

・オルメカ文明の成立：前 ��		年ころ

・マヤ文明：前 �世紀～��世紀

・テオティワカン文明の成立：前 �世紀

・アステカ王国の成立：��世紀前半

・インカ帝国の成立：��世紀前半

�����高さ

建造物の高さや遺跡の標高などが、各教科書

によってまちまちであった。また、同じ教科書

会社でも、違う教科書では異なった数値を記載

している例も見られた。正しい数値は以下のと

おりである。

・テオティワカンの太陽のピラミッド：��ｍ

・マチュピチュの標高：��		ｍ

��F�文化的内容

教科書で扱われている古代アメリカ文明の代

表例は、中央アメリカではマヤ文明とアステカ

王国、南アメリカではインカ帝国である。しか

し、その文化要素の説明には正確でないものが

見られる。主な誤りと修正点は次の �点である。

・マヤ文字：絵文字という表現が多いが、表

　音文字もあるためマヤ文字とすべきである。

・国王（インカ）：太陽の化身ではなく太陽の

　子とみなされた。
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図 � 古代アメリカ文明の地図（山川出版社『詳説世界史』より転載）

・金属器：青銅器は南アメリカのみでなく、

　中央アメリカにも存在する。

�F�地図

アメリカ大陸の地図は、多くの教科書に掲載

されているが、時代の区別をせずに位置だけを

記したものが多い。たとえば、テオティワカン

がアステカに含まれたり、チャビン、ナスカ、

チャンチャンがインカに含まれたりしている（図

�）。紙面の制約上、一枚の地図に掲載しなけれ

ばならない事情はわかるが、せめて年代をつけ

るべきであろう。この地図では、テオティワカ

ンがアステカ王国の、チャビンがインカ帝国の

一部だと受け止められてしまう。このような誤

解を避けるために、この種の地図の修正は必ず

行われなければならない。

以上見てきたように、明らかな誤りが教科書

に記述されていることがわかる。学説が定着す

るまで教科書に載せにくい事情はあるにせよ、

根本的な原因は古代アメリカ文明の部分を執筆

する担当者に専門家がほとんどいないことであ
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る。また、教科書のページ数が限られているこ

とは理解できるが、『世界史Ｂ』（東京書籍）や

『世界史Ｂ新訂版』（実教出版）、『世界史Ｂ改訂

版』（三省堂）のように、古代アメリカ文明を独立

した章で扱うことが望ましい（多々良 �	�	"）。

�．古代アメリカ文明に対する興味・関心

古代アメリカ学会主催の公開シンポジウム「マ

ヤ・アンデス文明の謎と神秘のベールをはぐ」

では、�人の講演が約 �	分ずつ行われ、その後

パネルディスカッションが行われた。講演テー

マは以下のとおりである。

「中・高生の古代文明の知識と教科書問題」

「日本における謎と神秘のマヤ・イメージ

　の形成」

「マヤ文明と捏造された謎」

「アンデス文明の謎と実像」

古代アメリカ学会では、公開シンポジウム後

にアンケートを回収した�。そのアンケートで

多かった意見は、もっと深く掘り下げて説明し

てほしかったというものであった。参加者の多

くが学会に期待するものは、やはりマヤやアン

デスに関する新たな情報だったことがうかがえ

る。「謎と神秘のベールをはぐ」ということを、

新たな発見や最新の調査報告という意味にとっ

た人が多かったようである。また、発表時間が

足りなかったという意見も目立ち、彼らがじっ

くりと詳細まで古代アメリカ文明の内容を知り

たかったことを示している。したがって、講演

テーマのうち、「マヤ文明と捏造された謎」や

「アンデス文明の謎と実像」という調査結果を

まじえた具体的な発表に関心が寄せられた様子

であった。

�このアンケート結果は、シンポジウムを主催した古代
アメリカ学会事務局によって集計された。

しかし、そのアンケートでシンポジウムの内

容自体を問う項目は、内容の評価、興味の強さ

（以上四択）、今後聴いてみたい内容、全体の感

想（以上自由記述）に過ぎなかった。そこで、

筆者は勤務校で、次の �項目について自由記述

の形式でアンケートをとり、高校生の率直な意

見や感想を書いてもらった。

��もっとも印象に残った発表

��疑問点（当日回収できなかったアンケート

　に書いたものも含めて）

��パネルディスカッションでもっとも興味が

　わいた議題

��シンポジウムに参加して得たもの

��については、自分の授業の担当教員が公の

場で講演した「中・高生の古代文明の知識と教

科書問題」が印象に強く残った傾向が見られた

が、やはり普段使っている教科書に誤りがある

という事実に衝撃を受けた様子がうかがえる。

また、水晶ドクロやナスカの地上絵など、メディ

アでもおなじみの話題に触れた「マヤ文明と捏

造された謎」や「アンデス文明の謎と実像」に

興味がわいたようである。これは高校生に限ら

ず、全体に言える傾向である。そしてスクリー

ンに写真を映して説明したことが、大いに効果

があったことも記されていた。

��については、圧倒的に「ナスカの地上絵」に

集中した。どのくらいの数や種類の地上絵があ

り、地上絵の目的を詳しく知りたかったようで

ある。また、明らかな誤りがなぜ教科書に掲載

されているのか、大いに疑問に感じたようであ

る。多かれ少なかれ、誤りがどの教科書にも見

られることに憤りさえ訴えていた回答も見られ

た。その他、古代アメリカの研究を始めるきっ

かけや、現在研究を継続している理由など、研

究者の学問に対する動機づけに関連した質問も
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複数あった。

��については、これまでテレビ出演や監修を

手掛けた講演者も複数いたため、メディアでど

のように番組が捏造されているかに興味がわい

たようである。パネルディスカッションでも、

多く時間が割かれてコメントされた�。テレビ

番組にも「意識的な嘘」が盛り込まれているこ

とは、高校生にとって大いに衝撃的だったこと

だろう。

なお参考までに、パネルディスカッションで

取りあげられた議題は以下のものである。

古代アメリカ全体：旧大陸と新大陸の農耕文

　化の違い

マヤ文明：マヤと他地域で出土したものの違

　い・特徴、マヤ暦の内容

アンデス文明：アンデスの乾燥地帯での農耕

　の方法、アンデスにおける生首の利用法

高校世界史教科書：教科書で古代アメリカの

　情報が少ない理由、教科書の修正に向けて

　の現状

メディアについて：水晶ドクロがマヤのもの

　と言われた理由、テレビ番組における問題点

情報の捉え方：情報の理解の仕方、歴史家の

　絶対知の捉え方

��については、やはり自分たちが普段使って

いる教科書の記述に誤りがあることに相当驚い

たようであった。筆者の授業を受けたことのあ

る高校生は、すでにそのことを指摘されていた

ため、改めてその誤りを是正する必要性を痛感

していた。また、メディアによって捏造されて

いたことを「発見した」ことに大きな意義を見

いだした高校生も多かった。ナスカの地上絵が

意外と簡単に描けてしまうこと、地上絵が上空

�シンポジウム・研究会情報：古代アメリカ学会主催第
� 回公開シンポジウム「マヤ・アンデス文明の謎と神秘の
ベールをはぐ」『古代アメリカ学会会報』�3/;7=、����。

からしか認識できないのは誤りであることは、

彼らにとって新鮮だったようである。また、水

晶ドクロが偽物だったことを知らない高校生が

多いことに筆者は改めて驚き、今後も真実を伝

え広めていくことの重要性を認識した。

�．問題点と方策

これまで本論で見てきた古代アメリカ学会主

催シンポジウムに関するアンケート調査結果と

高校世界史教科書の記述内容から、いくつかの

問題点が明確になった。その問題点を整理し、

今後考えていかなければならない方策を提言し

たい。なお、ここでは、特に次世代の担い手と

なる高校生を中心に論じることにする。

���メディアリテラシーの必要性

先述したように、高校生がマヤ文明（古代アメ

リカ文明）の知識を得る情報源は、圧倒的にテレ

ビ番組である。しかし、シンポジウムでも明ら

かにしたように、テレビ番組は高視聴率を稼ぐ

ことを最優先に制作されている。例えば、筆者

が某局のテレビ番組に出演した際、こちらが学

術的な取材を受けるというよりも、すでにでき

あがっていたシナリオ通りにインタビューに応

じる形となっていた。視聴者向けに理解しやす

い用語や説明が必要だという理由なら納得でき

るが、そのシナリオはいわゆる「謎の文明」をイ

メージさせる、あるいは喚起させるような表現

であり、研究者としての筆者と番組制作ディレ

クターとの妥協点を見い出すまで時間がかかっ

た。したがって、実際に放映された番組内容は

史実とは若干違ったものも含まれていた。今回

私が携わった番組は比較的良心的な「教養エン

ターテイメントもの」であったが、中には相当悪

質で、取材協力した研究者が説明していないも

のをあたかも事実であるかのように創り出す番
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表 �　タイトルに「謎」や「ミステリー」等の用語がつく著書（���� 年以降）

著書名 著者（編集者） 出版社 発行年

「マヤ・インカ文明の謎」未解決ファイル レッカ社編集部 �*�文庫 ����

マヤ文明のミステリーが面白いほどわかる本 ボックスストー
リー編

中経の文庫 ����

古代マヤ・アステカ不可思議大全 芝崎みゆき 草思社 ����

神秘のオーパーツクリスタル・スカルの謎―古代マヤの
遺跡から発見された驚異の水晶頭蓋骨

並木伸一郎・山口
直樹

学習研究社 ����

マヤ／アステカ―ミステリー+ファンタジーツアー 土方美雄 新紀元社 ����

メキシコ／マヤ+アステカ �写真でわかる謎への旅� 土方美雄・辻丸純
一

雷鳥社 ����

マヤ／グアテマラ+ベリーズ �写真でわかる謎への旅� 辻丸純一 雷鳥社 ����

古代マヤ文明不思議物語 村上達也 汐文社 ����

沈黙の古代遺跡マヤ・インカ文明の謎 増田義郎 �監修�ク
ォーク編集部

講談社 ����

組もあるという（青山による私信 �	�	）。した

がって、公共の電波で流れてきたものをうのみ

にせずに、疑って物事を考えていく姿勢が大切

である。つまり、視聴者が主体的に考え、批判

的にメディアによる情報を捉えていく「メディ

アリテラシー」が必要となる。メディアはテレ

ビだけでなく書籍や雑誌も含まれるが、「マヤ文

明」と「謎」もしくは「ミステリー」を題名にし

ている書籍は �	�	年だけで �冊も出版された

（表 �）。このなかには非科学的根拠から「謎」を

肯定する書籍もあり、そのような情報に簡単に

左右されない確かな知識を、高校生に伝えてい

くことが重要であり、そのことを頭に入れなが

ら歴史授業をする姿勢が教員には求められる。

����情報の啓蒙・普及活動

今回のシンポジウムには、比較的多くの高校

生（��名）や大学生（��名）が参加しており、当

初目標としていた若い世代への普及活動という

面では成功したとする意見も古代アメリカ学会

にはあった。しかし、実際には高校生は ��名、

大学生は �名が筆者の反強制的呼びかけ（授業

としての必修参加）によるものであった。つま

り高校生と大学生を合わせた ��名のうち、��

名のみが自主参加したということになり、まだ

まだ若い世代に対して古代文明の面白さを呼び

かけるなど、普及活動は必要であろう。

しかし、このような公開シンポジウムへの参

加を呼びかけるといっても、大きな障壁がある。

それは「学会」という言葉の持つイメージであ

る。筆者が用意したアンケート項目にはなかっ

たが、高校生にとって「学会」という冠がつく

催しは、やはり敷居が高いようである。授業で

参加を呼びかけた際にも、「学会＝学術的」と

いう固定概念が先行して尻込みする様子がうか

がえた。捏造された歴史像であることに気付か

せ、正確な情報を提供するために、このような

公開の場を増やし、参加しやすい状況を作って

いくべきだろう。

歴史に関心があり、学習に意欲的な人たちは、

すでにある程度の意識や情報を持っているので、

より高度な知識を獲得したいと考えている傾向

が学会のアンケート結果からうかがえる。今回

のシンポジウムは「謎と神秘のベールをはぐ」

というテーマだったが、彼らにとって「謎」なの

は自分たちが知らない情報を意味する可能性が
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高い。換言すれば、個人が持つそれぞれの「相

対知」を越えるものを「謎」というのであり、

そのことに「神秘」を感じているということに

なる（吉田 �	�	）。そのため、アンケートに対

する彼らの回答には、もっと長く詳しい解説や

報告を求めるものが多かった。歴史への見方や

考え方（理論）を啓蒙することは重要であるが、

その前に正確な歴史的知識を啓蒙することが先

決であると考えられる。そのために、高校教員

は「もっと深く知りたい」と思える情報を提供

し、授業の進め方を工夫することが今後大切に

なってくる。

�����高校世界史教科書の修正

各教科書の執筆者を見ると、古代アメリカ文

明の専門家がほとんど含まれていない。某教科

書会社の担当者から得た情報では、古代アメリ

カの内容に割くことのできるページ数は限られ

ており、そのためだけに単独の執筆者をお願い

するのは困難だということであった。また、研

究者は総じてプライドが高く、誤った内容を訂

正するようにお願いするのも容易ではないらし

い。このことは、世界史高校教科書における中

南アメリカ文明の記述に正確さを欠いている大

きな原因となっている。ただし、古代アメリカ

に精通している研究者から修正案が出された場

合は、執筆者によっては再考する可能性がある

という。もちろん、この見方はすべての教科書

会社や執筆者に共通というわけではないが、非

常に参考となる実態である。

そこで古代アメリカ学会では、どのように古

代アメリカ文明を社会に広めていくかを考える

ために「学術情報の普及に関わる戦略検討」班が

つくられた。そのグループが重視した対策の一

つが、高校世界史教科書の記述の見直しであっ

た。�年以上かけて作成された教科書修正案は、

�	�	年 �月に高等学校世界史教科書の出版会

社 �社に送付された。その際検討した教科書は

計 ��冊であった�。現時点で最良と考えられる

対策をそのグループは行ったが、もっとも大切

なのはその修正案を受け取った教科書会社がそ

れをどう生かすかということである。先述した

ように、どの教科書にも修正しなければいけな

い記述が認められる。教科書執筆者に対し、担

当者が送付された修正案を適切に利用し、真の

古代アメリカ文明像を高校生に伝えていただく

ことを、強く希望している。

��F�新学習指導要領の問題点

最後に、平成 ��年度から実施される地歴科

世界史の新学習指導要領について、その問題点

と方策を述べたい。新学習指導要領では、「世

界史Ａ・Ｂ」とも、大きく「目標」、「内容」、「内

容の取扱い」について言及している。本論では

「世界史Ｂ」に関して整理する。

��目標

「文化の多様性、複合性と現代世界の特質を

広い視野から考察させることによって、歴史的

思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本

国民としての自覚と資質を養う」とある。現行

の学習指導要領と比べると、新たに「複合性」

が加わった。これは文化要素を様々な面から考

え、異文化がどのように関連しあっているのか

�検討した教科書の内訳は、『要説世界史　改訂版』、『現
代の世界史　改訂版』、『世界の歴史　改訂版』、『詳説世界
史　改訂版』、『高校世界史　改訂版』、『新世界史　改訂版』
（以上山川出版社）、『世界史 % 　改訂版』、『世界史 � 　改
訂版』（以上三省堂）、『世界史 %』、『新選　世界史 �』、『世
界史 �』（以上東京書籍）、『新版　世界史 %』、『高校世界
史 �』、『世界史 � 　新訂版』（以上実教出版）、『高等学校
　世界史 % 　改訂版』、『高等学校　世界史 �』（以上清水
書院）、『高等学校　世界史 %』、『高等学校　改訂版　世界
史 %』、『高等学校　改訂版　世界史 �』（以上第一学習社）、
『明解新世界史 % 　新訂版』、『新詳　世界史 �』（以上帝国
書院）、『新世界史 %』（桐原書店）、『世界史 %』（一橋出版）
である（青山・多々良他 ����）。



高校生の古代アメリカ文明の理解に向けて ��

を理解させることを意識している。

��内容

教科書の冒頭部分には、「世界史への扉」とい

う項目が独立して収められている。その中で、

「日本と世界の諸地域の接触・交流について、人、

もの、技術、文化、宗教、生活などから適切な

歴史的事例を取り上げて考察させ、日本の歴史

と世界の歴史のつながりに気付かせる」という

文面がある。現行の学習指導要領と比べると、

新たに「宗教、生活」が加わった。これは異文

化を考察する場合、当時の人々の宗教や生活を

理解することが欠かせないという判断が働いて

いると見る。だが、「諸地域世界の形成」という

項目において、西アジア・地中海・南アジア・

東南アジア・東アジア・内陸アジアが設定され

ているものの、アフリカ・アメリカ・オセアニ

アが欠如している。この地域は日本とは交流が

なかったと考えたのかもしれないが、世界史を

総合的に学ばせるという意味で、特に日本とは

異なった宗教や生活を学習する機会を奪ってし

まうことは大きな問題であろう。

��内容の取扱い

この項目では、「内容の全体にわたって、次の

事項に配慮するものとする」とあり、現行の学

習指導要領から「細かな事象や高度な事項・事

柄には深入りしないこと」が削除されている。

表面的な文化を広く浅く教えればよいという方

針を撤回する姿勢が見られ、担当教員の工夫に

より授業内容を深めることを認めている、と捉

えることができる。また「年表、地図その他の

資料を積極的に活用したり、文化遺産、博物館

や資料館の調査・見学を取り入れたりするなど

して、具体的に学ばせるように工夫すること」

という表現を新学習指導要領で新設している。

以上の改訂事項から考えられる方策として、

文化の多様性、複合性と現代世界の特質を広い

視野から考察させるために、古代アメリカも含

めた様々な文明を深く掘り下げることが必要で

ある。また、普段の教室での授業に加えて、博物

館見学会を積極的に実施すべきである。筆者の

勤務校では、最近 �年間で週末や夏休みを利用

して希望者を対象に見学会を開いている。ただ

見学させるだけでなく、事前に解説授業を行っ

て見学者に興味・関心を持たせ、理解しやすい

ように工夫している。古代アメリカ文明関連で

は、「ナスカ地上絵の謎」展（�		�年）と「黄

金の都シカン」展（�	�	）の見学会を開き、参

加者には好評であった。しかも、�	�	年は初め

て保護者や卒業生、学校関係者以外の人たちに

もインターネットを通じて参加を呼び掛け、ま

さしく一般社会への歴史情報の還元を兼ねた活

動を展開している。このような授業や学習活動

が、今後求められてくるであろう。

おわりに

バランスのとれた世界史を理解するためには、

古代アメリカ文明は貴重な一次文明として学習

しなくてはならない歴史である。従来のような

偏った地域の歴史だけを理解しても、全体の世

界史像を把握できず、それぞれの地域の歴史の

独自性を考えたり、相互比較をしたりすること

ができないからである。特に古代アメリカ文明

は鉄器が不在でありながら高度に発達した文明

であり、他の一次文明から導き出された文明の

要件を満たしていない。南米に文字がなかった

ことはその典型であり、一つの物差しで文明の

あり方を見ることができないことを示している。

他の文明を凌駕するような天文学の発達があっ

たことも特筆され、地域の独自性を考えるため

にも高校生が古代アメリカ文明を学ぶ意味は大
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きい。

一方、正しい歴史像を解明するために、われ

われ研究者は専門化された研究対象を絞り込み、

目の前の研究課題に力を注いでいる。しかし発

表内容を見てみると、それは一部の専門家しか

わからない用語が並ぶことがほとんどである。

学術的には価値の高いものも多いが、それらは

門外漢からは理解しにくいものが多いのも事実

である。研究の最終目的は、研究者の知的好奇

心を満足させるエゴではなく、一般社会への還

元であるはずである。学術的成果をいかに広く

社会に知らしめるか、そして利用してもらえる

形にするのが、これからの研究者の使命であろ

う。次代の社会の担い手となる若い世代に、わ

れわれが苦労を重ねて得た研究成果を広めてい

くことが、今後の重要な研究視点となっていく

のである。
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