もんぺルックが素敵なことでも
有名な黒田さん。ドイツ ガンタ
ー社の編み上げ靴とインドの手
絞りのシルクのストールを合わ
せて。
（生命誌研究館の庭で）

生物学は，科学を通して自然を捉えますが，俳句は，言葉を通して自然に出会い，
言葉を通して表現し，伝えます。俳人の黒田さんと，中村副館長が，
身近な暮らしから自然について語りあい，話は言葉の大切さに及びます。
言葉が乗せている世界は，人それぞれ。俳句の季語を集めた歳時記は，
共通と多様の共存した，生きもののゲノムにも似ている……。

言葉を通して出会う自然と人間
黒田杏子 俳人，『藍生』俳句会主宰
中村桂子 JT生命誌研究館副館長
すが，俳句を作るためというより，出かけた各地で，自然

イ チ ジ ク

季語の記憶――無花果を巡って

やその風土と出会えることが何よりありがたく感動する

中村―――これまではオサムシのように一つの生物に注

のです。サクラでも土地それぞれでまったく違う。さまざ

目して歴史を見てきたのですが，次は生きものの関わり

まな生命体が存在し，草木虫魚もさらに石やお地蔵のよ

合い方の歴史を調べてみようと思って。見ていただいた

うに生きていない存在をも含めて，私に生きてゆく勇気

のは，イチジクとイチジクコバチ，チョウと食草の共進化

を与えてくれます。

（6〜11ページ参照）
の関係です。

中村―――生きることは出会いですね。その時，人間だ
うろこ

黒田―――生命誌研究館は俳人にとって目の鱗が落ち

けでなく自然のすべてを対象にするところが俳句の魅力

る場所ですね。身の回りにある動植物も，その歴史や存

だし，生命誌もその目をもっているつもりです。

在理由を知ると，自分の中の固定した季語の記憶が更

黒田―――たとえば，サクラを見て一人帰ってくる時に，

新され，刺激を受けて次々とイメージが湧いてきます。

後ろからじっとサクラが私を見ているんじゃないかとい

中村―――新しいタイプの俳句が生まれるかしら？

う感じが強いんです。絵本で，雲や木に目があったでし

黒田―――さっき研究室で南の国の小さなイチジクに出

ょ。自然を見に行く時，必ず自然もこちらを見ている，見

会い，ショックを受けました。私の大好きな季語は，学生

てくれていると，この頃強く感じます。

時代，料理上手な母が庭の若い実を採って丸のまま煮

中村―――科学はこちらから見て，時には相手をバラバ

て，瓶詰めにして送ってくれた「無花果」
と書くイチジク

ラにしてでも中まで知ってやろうというやり方をしてきた

なのです。今はもうきちんとした会話が成立しなくなって

のね。私が生命誌を 誌 としたのは，まさに相手の語る

と言えばほ
しまった94歳の母に「お母さん，イチジクよ」

ことを聞こうというつもりなのです。ゲノムの研究も，プロ

ほえんでくれます。

ジェクトではゲノムを解析しますが，生命誌では，ゲノム
が生きものの中で自分を読み解いていく様子を語っても

いちじくを割るむらさきの母を割る

黒田杏子

らおうと思っています。
黒田―――私が俳句で体験，学習，発見していることと

去年の秋の句です。イチジクは私と母をつなぐ記憶の

重なってきますね。俳句作者として生きる私にとって，自

回路のカギ，絆なのです。実験室のイチジクは，中に花

分を含めた森羅万象への好奇心と森羅万象からの語り

粉を運ぶハチ，寄生バチ，もっと小さな線虫が入った小

かけ，その声を聴くことが支えなのです。私にとっての

箱でした。この時，イチジクというものがまったく別の存
在として私の中に立ち上がってきました。人は誰でも身
体に季語の記憶を内蔵しています。懐かしい風景，情景

q

q研究員が解説する野生
のイチジクは食べられな
いが，
「世の中の曼陀羅
が詰まった小箱のよう」
と好奇心いっぱいの黒田
さん。
wアゲハチョウの産卵を
じっくり観察する。
（生命
誌研究館の実験室で）
w

句作の源動力です。

オサムシもアゲハも私も生命誌

出来はともかく表現したいことは同じ。何につけ五七

季語を贈る

五で表現するのは日本人の感性ですね。でも季語の効
果ってすごいですね。
さわ

爽やかに草木虫魚ひともまた

黒田杏子

黒田―――挨拶句を作る時，必ずその一句を差し上げ

とともにね。その内容ががらりと更新される生命誌研究
館は句材の宝庫ですよ。

俳句と科学
黒田―――私，今，日本全国をくまなく歩いているので
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る相手の方を思って，その人にもっともふさわしい季語
黒田―――生命誌への挨拶句を作りました。
「爽やか」が

を選ぶのです。それがセンスで，文化なのです。ギフト

秋の季語で，気候と気持ちが爽やかであること。草木虫

の包み紙をほどくと季語がある。私が中村さんに贈る
「爽

魚がそれぞれの生命を生きている，もちろん人も。

やかに」は私が作った言葉じゃないけど，
「爽やかに」が

中村―――すばらしい。黒田さんがいらっしゃるというの

もつイメージは皆わかる。そしてまさに中村さんそのも

で研究員が作ったのが，

の。季語には著作権がない，誰でも自由に使える日本

言葉を通して出会う自然と人間
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BRH Salon
うに思っていたのに，まったく新しい一日がある。

日の出の絵日記
長尾喜和子
小学校 1 年の時，南佐久の千曲川のほとりに
疎開し，6 年近く過ごしました。
冬の寒さや言葉の違いなど，都会育ちの私は
なかなか馴染めず，学校も長期欠席していました
黒田杏子さん

を覗くのに夢中になりました。私を育ててくれた

のが突然面白くなってきました。

のは学校ではなく，月，星，草木，台風などなど，

いろいろなものが見えてきて，鳥や魚や花がど

増えることも，減ることも，朽ち果てることも，そ

こにいるのかいつ出てくるのか，気配でわかるよ

れぞれ個性をもった自然です。人間もわざわざ個

うになったのです。自分に相性があると感じられ，

性的になろうとしなくても自然のままで幸せなの

毎日が楽しくてしょうがない。今までの退屈はど

だと思います。

たけ ぼうき

中村桂子副館長

が，近くの成田山のお寺で毎朝竹 帚で掃除をし

こかにいって驚きの毎日になりました。ひとつと

ている少年が「日の出の絵日記をつけてごらん」

して同じもの，同じ関係はないけれど全部が不思

とつけ方を教えてくれました。

議なつながりがある，夢の中での幸せ面白パズ

北に浅間山，西に八ヶ岳と蓼科山，南も東も

のすばらしい財産です。

焼け跡の東京では悲惨を味わい，天体望遠鏡

びっくりしました。世の中が変わった。周りのも

歳時記と生命誌

中村―――なるほど。日本に四季があることのありがた

（ながお・きわこ／元ギャラリーいそがや）

ルのようです。

山です。お日様の出てくる前に，周りの空気がき

ある日少年が，
「おれ戦争に行くんだ。お国の

ゅっとひきしまり，どんどん変化するのです。体中

ために」
。その後，帰ってこないと聞かされた日

さ，それを共有する季語があることのありがたさですね。

中村―――この頃俳句は世界一短い詩として，よその国

の毛穴がつぼんだり，開いたり，そのうちに周り

は，一日中とてもちぐはぐな気持ちだったのを覚

黒田―――季語に著作権がないのはすごいことです。国

にも人気があるでしょう。

の草や木も生き生きと変わる。晴れの日，雨の

えています。鎖のように全部がつながっていたの

民的な共有財産，大変な恵みなんですよ。寺田寅彦先

黒田―――長年HAIKUを作り作品を蓄積されたドイツ

日，曇りの日，毎日変わる。昨日と今日は同じよ

に，大事な輪を取り上げられたようでした。

生の言葉ですが，
「歳時記は日本人の生活感覚のインデ

俳句会の方々が，これまでのドイツ語による作品を分類

ックス」
。歳時記には，日本人の生活感覚，つまり感性が

整理して「ドイツ歳時記」を作りたいと発言されたことに

る能力が身についたようだ。誰もやっていない研

そこで私たちは新しい顕微鏡技術を種々開発

見出しとしてすべて収められているわけです。

は感動しました。日本の歳時記を単にドイツ語に翻訳し

チョウもバクテリアも
徹底的に見るビジュアル派

究テーマに挑戦し，それを詳細に調べるという私

し，これらを組み合わせて，細胞内のDNA複製

の好きな研究スタイルは，昆虫少年だった頃にで

装置の位置や，姉妹染色体の挙動や，細胞分裂

きたものと思っている。

装置の解析を可能にした。

ても，それは日本人の生活感覚の集積であってドイツ人
の季節感覚とは違う。たとえば日本では月は秋の季語だ

言葉で表現する

こうこう

けれど，
ドイツではどうなるか。ドイツ人には煌々とした

平賀壯太

早池峰神楽の夏（左から 2 人目）
。宗教学者の鎌田東
二氏（右端）
，地質学者の原田憲一氏（左端）
と。

中学生時代に，当時生活史が不明だったオオ

大腸菌やバクテリオファージ・プラスミドは遺

この技術を用いた研究はバクテリアの細胞周

ゴマシジミの生活史を明らかにした。オオゴマシ

伝子研究の当初から多くの研究者によって長年研

期 についての新しい研究分野へと発展しつつあ

ジミはシソ科のカメバヒキオコシやクロバナヒキ

究されてきた。私も40年ほど前からバクテリアを

る。バクテリアはすでにわかってしまったように

中村―――科学は自然を数式で表そうとしたけれど，自

冬の三日月が月のイメージなのだとも言ってらした。

然は語るものだと最近さらに強く思うようになりました。歳

中村―――日本とドイツの歳時記は違うけれども，人間

オコシの花穂に産卵し，孵化した幼虫は初め花穂

研究してきたが，20年前に始めたのは，バクテリ

思われがちだが，学ぶことはまだまだあり，調べ

時記がある日本こそ，その感覚を生かして歴史の中で

と自然との関わりとして生まれ出る美しい言葉の普遍性

を食べているが，その後クシケアリ属の一種によ

アの染色体DNAやプラスミドDNAが複製後，娘

れば調べるほど，生物は奥の深いものであること

分離してしまった自然誌と自然哲学を合体し，新しく自

という点では，興味をそそられますね。

ってアリの巣に運び込まれ，アリの幼虫を食べて

細胞へと正確に分配される分子機構。私たちは

を実感する。

然を語る
「知」
を作れるのではないかと思います。

黒田―――多くの歳時記は日本の標準時計なのです。で

越冬するという複雑な生活史をもっている。これ

分配に関与する遺伝子群の解析を始めて，徐々

黒田―――同感ですね。科学と文芸はけっして対立する

も地方別の歳時記も作られていますよ。私は「俳句列島

をアリの人工巣を作って明らかにした。またトチ

にその機構を明らかにしてきた。この分野の研究

ものではないし，両方とも人間が生きていくうえで欠かせ

日本すみずみ吟遊」
と名付けて日本中を訪ね歩いてい

の花穂に産卵するスギタニルリシジミの発生段階

には，個々の細胞において染色体DNAやタンパ

ないもの。両輪が共生しないと豊かにはなれませんね。

ますが，各地に素敵な人々がいます。大量生産の工業

も詳細に記録した。当時，小さな卵や幼虫を細部

ク質が時間とともに細胞内で位置を変える様子

中村―――人間を人間たらしめているものは言葉でしょ

製品ではない手紡ぎ手織の布地を生み出すように，豊か

までカメラで記録することはできなかったので，

を知ることがどうしても必要だ。しかし，小さなバ

顕微鏡で観察しながら正確な図を描くことが必要

クテリア細胞内の物質の位置の解析など不可能

だった。その過程で物事を詳しく徹底的に観察す

だった。

科学と音楽

ですが，彼が研究者になったことには違和感はあ

か すい

ふ か

（ひらが・そうた／熊本大学教授）

う。だから最近，言葉がないがしろにされているのが気

に心を耕しておられる。そういう人々の暮らしと密着し

になります。

た地方の歳時記，地方時計も大切ですね。

黒田―――そうですね。俳句を作っている人は言葉を大

中村―――北海道と高知は歳時記が違う。じつは，個人

切にしているはずなのですが，逆に既成概念的な，常識

個人でも違うわけね。歳時記は自然と人間との関係を語

的な言葉にも囚われやすい。しかし，本質的なところで

る言葉のデータベースという見方，本当に興味深い。普

幼児の頃，南の海岸で拾った真っ赤な貝殻が

楽などで13分の7拍子などという極めて数学的な

本当の自分と出会えるのが俳句なのです。句作すなわ

遍だけを求めた科学に対して，多様を普遍につないで

私の一人息子は生物学者です。メキシコの大

きっかけで，以来，彼の中では自然科学への関心

曲に取り組んでいると，音楽と科学は別世界では

ち言葉という形で他者に自分の心を発信することですか

いくことこそ自然を知ることだと考える生命誌と重なり合

学を卒業後，ニューヨークのロックフェラー大学

が途絶えることがありませんでした。海洋生物学

ないと感じます。今世紀は科学と芸術の融合の

ら。自分の心がよく煮詰まっていないと人にちゃんと伝

います。世界中の国が歳時記を作り，それを比べたら生

院で5年学び，エール大学の研究室に数年いた後，

から生化学へととても自然に進み，何の迷いもな

世紀とも言われています。私もせいぜい親子の

えられないし，共感度も減ってくる。共感というのは他者

命誌になりますね。できないかしら。 （写真＝外賀嘉起）

今はシアトルにある世界最大のガン研といわれ

かったからです。ヴァイオリンは一度たりとも強

対話をより密接にして融合の一翼を担いたいと

るハッチンソン研究所で小さいながら自分の研究

制したことはないのに，小学生の時，突然勉強し

考えています。
（くろぬま・ゆりこ／ヴァイオリニスト）

室をもって日夜実験にいそしんでいます。この間，

たいと言い出し，2 年ほど熱中したことがありま

二度『ネイチュア』に論文が掲載され研究者として

す。ポピュラーな曲がどうやら弾けるようになっ

は順調な道を歩んでいます。ヴァイオリニストの

た時，これまた突然，アマチュアならこの程度で

一人息子が科学者になったので，突然変異だなど

十分だと宣言して止めてしまいました。何だか

とおっしゃる方もいます。残念ながら私は科学音

自然科学的 な発想だなあと思い，思わず笑い

と心を共有できてこそのこと。句作の醍醐味はそこに尽
きます。
中村―――言葉は伝え合う前に，自分の中で磨くことが

必要なんですね。表に出てくる時は俳句と科学では違う
けれど，自分の心を煮詰めるところは同じ。そういう言
葉を大事にしたいですね。
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くろだ・ももこ
1938年東京都生まれ。中学時代より句作。東京女子大学在学中
俳人山口青邨の指導を受け，卒業後は広告代理店博報堂に入
社，
「広告」編集室長など務め定年退社。句集『木の椅子』で現
代俳句女流賞・俳人協会新人賞，句集『一木一草』で俳人協会賞
を受賞。日本経済新聞俳壇選者。NHKテレビ・ラジオの俳句番
組にも出演。著書に，
『黒田杏子歳時記』
『花天月地』
（ともに立
風書房）
『俳句と出会う』
（小学館）
などがある。

自作の油絵の前で。

りません。

黒沼ユリ子

痴で，息子の研究内容は正直申してチンプンカン

BRH Salon

アインシュタインを引くまでもなく，科学者と音
楽が結びついた例は多いのです。私も，現代音

出してしまったものです。
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息子の研究室（フ
レッド・ハッチン
ソン ガン研究所）
を訪れて。

