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人と植物とのかかわりを探る [7J

らしの中の身近な盟

松尾英輔*

〔キーワード〕・園芸学会，IJ、集会，暮らしと館芸，

人間・植物関係学会

はじめに

東日本大震災は，日本中にさまざまな影響をもた

らした.復旧・復興の声が高まってからは，被災者

が避難している遠隔地では，阪神・淡路大震災の経

験を活かした花による癒し活動がボランティアに

よって声合まったことも話一!mとなっている.

影響は日常生活だけでなく，学術分野にも及んで

いる.震災直後の自粛ムードの中で，筆者が属する

(3月 21，22臼に宇都宮大学で、開

催予定で、あった)は取り止めとなった.自粛ムード

の行き過ぎが経済の停Hfiを来たし，復興の足を出っ

張るという声も開かれるようになった4月になって

からも 6月に治改11での開催が予定されていた人

間・櫛物関係学会 2011年大会が中止とi9とまった.

ともあれ， Jfj;に植物があり，それらが私たちに癒

しゃ希望をもたらしていることに気付いている人

は少ないし，そのことを考えようとしたこともない，

という人が多いのではなかろうか.人と柏:物との関

係は，いわば空気とi司じように，それがなくなった

ときに初めて気付くような関係であるともいえる

このような日常の生活における植物とのかかわ

り，特に暮らしの中における身近な国芸について探

り，その意義を考え，そして議論し，その情報を共

有化しようとしづ試みが，園芸学会の折iこ，学会活

[ylのーっとしての小集会という形でf写年行われて

きた.それは， 1992年に始められた「暮らしと

を考えるj 小集会で、ある.

ところが，東日本大震災の影響を受けて，本年の

関芸学:会春季大会は中止され暮らしと園芸を考

えるj小集会も秋季大会に繰り延べとなった.これ

を機会に，今年で 20年尽を迎えた小集会を振り返

り，今後のあり方をも考えてみたい.なお，本コどを

まとめるにあたって，会員が暮らしと園芸とのかか

~I\，I芸 fi7i祉研究T;r， f'jíDtth"G1:~;定大学 (EislIke MatslIo) 

わりを考え，そして討議できる小集会という機会を

与えていただいた園芸学会に謝意を表したい.

1. r暮らしと園芸を考えるj小集会発足のいきさつ

園芸学会における小集会というのは，園芸学会員

による自主勉強会である.年 2回の研究発表会の折

に，会員の提案で開催することが認められ， 1967 

年秋季大会から始まった(関芸学会 1967). さまざ

まな話題で勉強会が開催されているのであるが，干

の「暮らしと闘芸を考えるJ小集会が最初に聞かれ

たのは， 1992年 4fJ413東京農工大学で行われた，

関芸学会平成4年度泰季大会のときであった.以来，

原則として園芸学会大会の機会ごとに開催され，

2011年秋の大会までの20年間に都合36回を数える

ことになる.この間， 1994年第 24西国際園芸学会

と 1997年秋季大会の折には，この種の話題を取

り上げたシンポジウムが行われたので，小集会はI~~

催されていない.また， 1998年春には間際会議があ

り，小集会は開催されなかった.これらの小集会と

関連するシンポジウムの記錬をまとめたのが表 1

で、ある.

ところで暮らしと Illil芸j を考える小集会が開

催されるようになった直接のきっかけは，隠|諜隆i芸

学会議をアジアでは初めて 1994年に京都で開催す

ることを劉芸学会が決定し，その標語を f健やかな

生1;5と美しい環境を創る園芸 ;τheBeautification of 

Life and Its Environment through Horticultural ScienceJ 

とすることが発表されたこと(闘芸学会 1990)で

あった.この標語は，従来から営々と続いてきた園

芸分野における生産至上主義に風穴を開けること

になった阿期的なもので、あったといえよう.

というのは，それまではテレビのテキスト「趣味の

園芸jが釘:月 90万部発行され(松尾 1995a)，多く

の都市住毘が花国や鉢物闘芸に親しみ，その数は匡!

民の 3千万人を超えるといわれていた(財・余暇開

発研究所 1993)にもかかわらず，非農家・アマチュ

0369-5247/10/Y500/1論文/JCOPY
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表 1 IhlJ芸学会の際iこ I~fl{寵された「暮らしと図芸を考えるj 小集会の記録

第l回 1992年4JH日東京農工大学(東京・府中市)

*園芸と人間とのかかわりに関する研究・教育Cの現状

松尾英紙i(鹿児島大学燦学部)

第2回 1992年10月9臼鳥取大学幾学部(鳥取市)

*みどりカ執しい・ショッピングセンターの調主主から

下村孝(大阪芸術大学)

第3回 1993f!三4fJ41=1筑波大学農林学系(つくば市)

*教育としての隈芸一小・中学校における悶芸学習

オミ島滋夫(滋賀大学教育学部)

第4胆 1993年同月8沼山形大学(山形市)

*教科としてのf暮らしと隠芸jを考える

土屋照二(石川農業短期大学)

第5回 1994年4月4日東京農業大学(東京)

*日本における図芸療法の現状

松尾英治11i(九州大学没学部)

第24剖悶係国芸学会議1994年8月22日京都市国際会館(京都市)

シンポジウムfHorticulturein HumanLife， Culture and Environment;豊かな人間生活，文化の発展，快

適環境の創造にかかわる図芸j

*図芸活動は，私達が人間として生さることを可能iこする・行動・思想のバランスと生きがい

松尾英中市(九州大学農学部)

*健康と幸福に対する|認芸の役割:心理的，生理的，社会的効果

C. Lewis (アメリカ・イリノイ州，モ一トン植物関)

*人間の歴史と文化における隊|芸の役割

w. Z. Zhou(中隠)

ネ陵i芸療法:ハンディキャッブともつ人々の生活の質の向上に対する溺芸の貢献

j. A. Stoneham (イギリス，レディング大学)

*学校Jl~[認と市民燦l詞:教育と暮らしの向上を隠指して

G. Groening(ドイツ，ベルリン芸術大学)

*都市化社会における環境問題にみる鋼芸的侭IJffii:地球を管理するモデルとしての悶芸

ゐl.Burchett (オーストラヲア，シドニー工科大学)

*悶芸企業，研究者，教育者にとっての悶芸ι，nJ]とのかかわりの重要性

D. Relf(アメリカ，パージニア工科・州、|立大学)

第6回 1995年4月6日千葉大学(千葉市)

*東京下l!lj"における路地樹芸

田中宏(玉川大学農学部)

第7自 1995年同月 2213 sII:硲大学(宮崎市)

*大学の農業系専門学部・課程以外の学部・課税における際i芸教脊 武蔵川女子大学の伊めらー

西尾康三(武JllI川女子大学)

第8臨 1996年4月413 13本大学(藤沢市)

*家庭の場における殺l音管理の問是重点

エド城好明(司王城隠芸研究所)

第9由 1996句三日月 313 愛媛大学(松山市)

*地域における花への取り組み

{支出11吉久(宮崎大学農学部)

*シンポジウム槌物と人間とのかかわり(米国テキサス州)の話題から

勝y↑三雄二(KKバイオファクトリ ) 

アの障芸は遊びと見{放され，園芸を学んだ専門家が

かかわる分野ではないという雰囲気すら感じられ

る状況だ、ったからである(松尾 1995b，2009). 実

|民盆裁についての学会発表が好意的にとらえられ

ていないことは，当時学生であった 1960年代にも

耳にしていたし，就職してからは，ある大学では「テ
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表 l 隠芸学会の際に開催された「暮らしと劉芸を考えるj小集会の記録(続き)

第10@] 1997年4月48 宇都宮大学(宇都宮市)

*横浜国立大学における悶芸と栽培教育

織田弥三郎(横浜毘立大学教育学部)

特別集会(滋|芸学会シンポジウム) 1997年10月12日名城大学(名古屋市)

関芸療法を諮る r暮らしと溺芸を考えるjシンポジウム

*医学，心理学からみた医!芸の癒し

野SJlE彰(京都芸術大学)

*医療施設における民芸への取り組みと:;':)J巣

佐々木勇之進(福間病院長)

*実践と静及一裕社方仮設での現状と隠芸関係者のかかわり方

i事自みどり(原l芸療法研修会)

*医i芸療法に関する教育現場での取り組みの現状

西村悟郎(恵泉女学医i短期大学)

第11凶 1998年10月5日新潟大学(新潟市)

話題:人間・憾物にかかわる世界の動き一各地でのシンポジウムの報告

~!::: 1;時間十I!'i物・人間・12:境学会シンポジウム(5月)に参加して

松尾~ílírlì(九州大学法学部)

*第5回人関・櫛物協議会シンポジウム(シドニ ，7月)に参加して

IlJ t~健治(宇都'8大学農学在日)

*第25回国際問装学会議(ベルギ )のシンポジウムから

1)都市儲l芸と市民農l!iil
木氏){良夫(滋賀大栄教育学部))

2L 、問・ l~lJ芸関係、の研究，教育に関する tlt界の近況

桜木雄二(大卒田バイオファクトリー)

第12回 1999年4月2日筑波大学(つくば市)

*イギリス・レディング大学における|お芸と¥.I}ijとのかかわりに関する研究について

安達めぐみ(野菜・茶業試験場)

第13回 1999年10月98 近畿大学農学部(奈良市)

*東京波大の悶芸学科昔1-簡と人間織物関係分里子の設置について

樋!こi泰三(東京農業大学)

第14回 2000年3月25日神戸大学(神戸市)

*閑芸療法と閑芸福祉一治療，リハビリから婚し，地域づくりまで

松尾持締(九州大学民学部)

第15凶 2000年9月25日広島女子大学(広島市)

*悶芸療法をめざすボランティアの活動と就職の現状

小泌誠吾(南九州大学問芸学部)

*第6回罰;際E捺奈人問.イ{他彼

山根縫治(宇者都E官笛3大学f皮畏学音部lil
第16回 2001年4月3日東京農業大学(J平木市)

*江戸時代のi悶芸一肥後六花を中心にして

田中学幸(九州東海大学農学部)

第17由 2001年9月22臼弘前大学(ヲJ前市)

*園芸松談あれこれ

中島武彦(野菜・茶業研究所)

第18胆 2002年4月2臼千菜大学(千葉市)

*1罰芸療法から民芸福祉へー l烹i芸福祉全国大会in三重より

松尾英ilir!i(九州大学大学院農学研究院)
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レどの『趣味の園芸Jをみて園芸学科を志望しても

らっては図るJという発言が当該学科の教官から出

ていたこと(松尾 2005) でもわかる.

そして 1978年から家庭闘芸に関する研究Jと

いうタイトルで，園芸学会で発表された話題，たと

えば，市民による家庭での鉢物栽培，市民農闘， TV， 
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表 1 !麹主主学会の際に開催された「暮らしと殴芸を考えるj小集会の記録(続き)

第19!TIl2002年10月1213 九州東海大学(熊本市)

*市場;，小売f古などで花を絞り扱う人にみられる身体の異常

米間和夫(日埼玉大学生物資源科学部)

第20回 2003年4月5日 釘本大学生物資源科学部(藤沢市)

*アメリカ腐芸療法協会の大会に参加して

小j甫誠吾(南九州大学園芸学部)

*闘芸福祉とはなにかー最近の動向

松尾英締(前九州大学大学院農学研究|災)

第21回 2003年9fl2113 山口大学(山口市)

*関芸を通しての教育について

yl三島;良夫(滋賀大学教育学部)

第22回 2004年4)ヲ4日学都議:大学(学都宮市)

とちぎし中しの潤芸研究会ーその玉虫念と実践活動

和久井武(とちぎいやしの劉装研究会会長)

第23回 2004年9月2613 静間大学(静i潟市)

*第8四国!!!'f-人照・核物関係シンポジウムの報告

権孝姫(兵庫県立大学淡路景観I!liJ裟学校)

*都市閤主主学の現状

木村正典(東京農業大学農学部)

第24殴 2005年4月4臼筑波大学(つくば市)

*i有九州大学鴎芸学部における隠芸関係科自の改京

/j、浦誠吾(南九州大学閥芸学部)

第羽田 2005年9月30日東北大学(仙台市)

*東京農業大学農学部ノtイオセラピー学科の新設

ti主回尚弘(東京農業大学)

第26回 2006年3月3013 ヂ楽大学(千葉市)

*子どもとみどり

里子開設(前千葉大学関芸学部)

第27初 2006年9月24日長崎大学環境学部(長崎市)

*第27回国際l認芸学会議.人と[務芸・織物の[主lわりlこ関するトピック

ノトiffi誠吾(南九州大学問芸学部)

第訪問 2007年3fl25日京都テノレサ(京都府立大学当審，京都市)

*京都およびその近郊の花々へのいざない

下村孝(京都府立大学ノ、間環境学部)

第29閉 2007年9fl30日香川大学教脊学部(高松市)

*主主殺とともに生きる街臼さ

末包疋(元徳島県立悶茶総合センター所長)

第30閉 2008年3月29臼東京農業大学(厚木市)

*最近のお校教育てにおける農・i遡装の取り上げ方の変貌

豊凶工Et専(兵庫県立大学淡路景観劉装学校)

第31閉 2008年9fl28日三重大学(津市)

*1調答福祉の10年をみる

松尾英締(東京農業大学)

*三重県における隠裟福祉活動の燥間と現状

前川良文(NPO法人結芽の.ffi.)

ラジオによる閤芸情報，ネギの方言，墓花などにつ

いては，臨芸の研究ではないと酷評されていた.特

に 1982年秋季大会では，スイセンの花向きを制御

する研究が，税金を使う公共の試験研究機関でなす

べき研究ではないと糾弾される場面もあった(原

1983，松尾 2005). この間，学会誌に投稿した原稿

は学会の趣旨に合わないと門前払いを喰った.この

ようなことは日本に限ったことではなく，欧州の顕
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表 l 図芸学会の際に開催された「暮らしと際芸を考えるj小集会の記録(統き)

第32回 2009年3月18臼明治大学()11崎市)

*アメリカ・ミシガンにおける家庭菜隈と市民農閑

木村正典(東京農業大学)

*日本園芸療法学会の発足と関芸療法をめくやる最近の動向

浅野房1立:(東京農業大学)

第33罰 2009年9月25日秋田大学(秋田市)

*雑草と文化

露崎治(秋田県立大学)

第3il@]2010年3月20J3 J3本大学資源科学部(藤沢市)

*生活の中の悶装を考える(自由討論)

第35回 2010年9月18日大分大学(大分市)

*カナダ闘芸療法協会2010年大会・第10回118際入院・被物シンポジウムの報告

小浦誠吾(九州保健福祉大学)

第36回 2011年3月四日学者1¥宮大学(宇都宮市)

東日本大震災のため延期し，下記の秋季大会の折に開催することになった.

2011年9月231"1岡山大学(間111市)

*食脊と食渓教育を考える(自由討論)

芸学雑誌でも同じような経験をした.なお，この一

連の発表は 1985年から「詞芸と人間とのかかわり

に関する研究Jと改題され， 1993年まで続けられて

いる.

とはいえ，特にアメリカの園芸学会では，閤芸療

法行orticulturaltherapy，都市園芸 Urbanhorticulture 

(1982)，消費者園芸 Consumerhorticulture (1981)， 

社会園芸;Sociohorticulture (1983)，園芸分野にお

ける人間関親;Human issues in hOiticultur巴(1991)

などの分野が勃興しつつあった(松尾 1997). さら

に 1990年代に入ると，花の好みや墓花の話題がア

メリカの闘芸学会が発行する HortScienceや

HortTechnologyに掲載されていた (Matsuo1990， 

1992) 

それらの中でも，閤芸療法への関心は高く， 1973 

年に結成された ITheNational Council for Therapy 

and Rehabilitation through Horticulture 慢各新:

NCTRH;闘芸を通しての治療とリハビリテーショ

ンに関する全国協議会)Jは， 1987年にアメリカ関

芸療法協会と改称し，関芸のもつ癒しと治療の効果

を強く訴えていた.この療法的な翻芸の活湾につい

ては， 1978年に塚本洋太郎氏がその箸「酪芸の時代J

の中に簡単に記している.そして 1982年には陸芸

雑誌「新花存jで園芸療法という訳語で紹介された

が(京都大学農学部 1982)，当時の日本では罰芸関

係者の注目を浴びるには至らなかった.園芸療法が

臼本で関心をもたれるようになったのは 1990年代

に入ってからである.これも，匿芸関係者よりも一

般市民の興味と調心の高まりが平かった.

日本では，戦後続いた高度経済成長にともなって，

1970年代後半になると，第一次産業である農業が厳

しい状況を迎えるようになってきたオレンジ輸入

の自由化，米の輸入，野菜類の輸入増加などを受け

て，特に 1980年代からは農政際係諸部局・機関へ

の風当たりが強くなり，農林行政分野では人員削減，

教育機関では農学部における「農j消し現象が進ん

でいった(松尾 2010).

このような生産至上主義の農業・園芸を取り巻く

厳しい環境の中で， 1990年に開催された「花と縁の

万国侍覧会(通称:花の万惇)Jは，市民生活にお

ける花と緑の重要性をアピールするとともに，潜夜

的にそれを求めていた市民の意識を顕在化した，と

みることができる.

上記のような海外の事情と日本の潜在的ムード

を反映した意識が「健やかな生活と美しい環境を創

る園芸;The Beautification of Life and Its Environment 

through Horticultural ScienceJ という第 24回国際隠

装学会議の標語に表現されたものといえよう.

2 小集会の話題とその動向

上のような襟語の公表に刺激されて，これまでの

閤芸学会の中では，日i室の荘のような存在であった

日常生活の中における闇芸の実態解暁とその意義

について考え，かっこの領域への啓発を翻る意味で
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III 

年度

「暮らしと問主主を考えるj小集会への参加者数
の捻移
1 : 1992…1995， 11: 1996-2000， III: 2001-2005， 
IV:2006-2010 

各刻ごとに各例会の平均参加者数をJ;;i出した.

IV Il 

。

図 1

える.しかしながら，参加者はさほど多くなかった

けれども，真撃で居、揮のない意見交換を可能にし，

共通の間態意識をもっ研究者の連携を図ることに

なった.そしてこれが人間・楠物関係学会結成 (2001

年)を可能にした要因の一つにもなっていたのでは

なかろうか.

このように，小集会への参加者は必ずしも多いと

はいえなかった.これには次のようなことも理由の

一つにあげられよう.おそらく大学や研究機器で受

けた教脊の影響であろうが，鴎芸の専門家・研究者

は，暮らしの中の間芸(生活園芸，アマチュア

などと表現することもある)よりも，農家を対象と

した生産調芸に隈執している傾向がある.それを示

すよい例が，先にあげたスイセンの花向きを制御す

る研究(原 1983) に対する反応である.

60 

50 
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30 

20 

「暮らしと園芸を考えるj小集会が聞かれることに

なった.以後 20年間に取り上げられた話題を，関

連するシンポジウムを含めてまとめたのが，前記の

表 lである.

小集会の開催包時は，大会の前βから翌日までの

開に眼られているが，発表やシンポジウムと重なら

ないことが条件になっている.したがって，大会の

前日か翌日，または会期中の発表が終った後の時間

に開催されることになる.こうなると，大会前釘で

あれば，学会に出てくる予定を平めなければならな

いし，大会後の場合には帰る予定を延ばすことを余

儀なくされることもありうる.これは，当該の話題

によほど強い関心をもっている人でないと参加し

ないことを意味する.実際，小集会が関かれるよう

になってからも，話題によって参加者数は多かった

り少なかったりと，変動がいちじるしかった.

もともと，大勢の参加よりも，本当に関心をもっ

ている研究者の済報交換と啓発の場とすることが

期待されていたのであるが，話題によっては予想を

はるかに上回ることもあった.ちなみに，小集会に

関連する 2自のシンポジウム(いずれも参加数 120

名超)を除く小集会の例会について平均参加者数

(4-5年ごとにF7号催時の参加者数を平均)を見てみ

ると，初期ほど多く，最近ではかなり減ってきてい

る(図1).

w のことは，小集会で取り上げる「暮らしと闘芸j

としづ話題が，初期には新鮮で興味深い話題であっ

たが，徐々に普遍化して新鮮味がなくなってきつつ

あることを示すものとも考えられ，小集会自体が一

つの転機を迎えていることを示唆しているともい
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年度

問芸学会で発表された話題のうち身近な鴎芸に劉係する話題数の捻移
5年ごとに合計発表課題数をまとめた(悶芸学会発表要債と翻装学研究
別僚によって作成)

。

図 2
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ともあれ，小集会への参加者が培える傾向にある

わけで、はないが，生活科学としての園芸への関心は

おまっていることが， 1立12からうかがえる.

すなわち，図芸学会の発表課題のうち，身近な|認芸

に関連すると判断した研究発表について， 1971年以

降 5年ごとの合計数をみたところ，その数は 1990

年代後三|土からいちじるしく増加していた.明らかに，

1994年の第 241:E']国際法|装学会議で取り|コげられた

r The Beautification of Life and Its Environment 

through HOliicultural ScienceJ が iヨ Ji-t~生活における IIiII

主に関する研究へのタブーを破るきっかけになっ

たとみることができょう.

こうした学会のムードの中でみえてきたのは， I主|

主成法やi丞!芸福祉関係の話題に見られるように， Iお

よりもむしろ他の分野，たとえば，

同社，教育， 1J二放などの人々が暮らしの中における

刷物とのかかわりに強い関心をもっていたことで

あった.

かかるIiill芸学会内外の状況を受け，また，さまざ

まな分野に散見する副長や純物と人とのかかわり

に関する研究成果さと糾合することを目指して， 2001 

{Iニに(丈、1M].植物|掲係学会が誕生することになった

(人Ilii.物関係学会雑誌 2001). ニこでは，

という弘

わるあらゆる場街をl取以り上げて，その意義とともに，

y[，Jljをも探ることをねらいとしている.この学会の

研究発表においても，暮らしの(l(の身近な閣芸に関

する話題が取りとげられていて，この領域への関心

は確実に高まってきていることがうかがえる.また，

2000年代になると，四年tlJlj大学においても，これら

の陥物とのかかわりを取り上げた科白がl}I:j議され

ている(松毘 2011). 

しかしながら現時点では，この領域での仕事ぬが必

しもJf，役場の拡大や就職に註結しているとはいえ

ない.このことが，小集会の参加者が培えない要!大i

の」つになっていることも否定できないであろう.

おわりに

最近では Slowfood 運動，野菜のホット栽l古，緑

のカーテンなどに見られるような，生活の質の

省エネ生活に果たす椛物の役割への関心がおまり

つつあり，らしのq:rの身近な陶芸の足立さ性はます

ます高まってきた.これをさらに好;~計七してゆくう

えでは，まずは，闘芸i羽係二校 I~I 身が，

実態を矢11り，その意義をjij.認識して啓発に93めるこ

とをlVF5設しあう機会が求められているのではなか

ろうか.

こnまvで20 30数181にわたって小集会

ることができたのは，小集会に参加して下さっ

)j々 と， '19とく話題提供の依頼に応じて下

さった方々のご協力によるところが大きいことを

記してお礼の}言葉としたい.
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