
1 はじめに

筆者は、2013年３月25日から2014年３月24日までの

一年間、本学の海外研究員として、バージニア大学

（UniversityofVirginia）で研究する貴重な機会を

得た。本稿では、現地での研究や生活の様子について、

簡単に報告させていただきたい。

2 17年に一度の年

北米には生物学的に見て大変興味深い周期ゼミが生

息している。周期ゼミとはある周期で大量発生する、

北米のみに見られるセミである。筆者が渡米した2013

年は、17年に一度大量発生する17年ゼミの当たり年、

振り返って見れば、17年に一度しか見ることのできな

いセミの大量発生の年に渡米できたことは、実り多い

研究生活を暗示していたように感じられる。

写真１ 17年ゼミ

3 全米で一番住みやすい街

2007年に起きたバージニア工科大学銃乱射事件の記

憶が新しく、またこれまでの渡米経験から、危機管理

の重要性を肝に銘じながらの生活を想像していたが、

その点は全くの杞憂であった。

バージニア大学は、バージニア州の中央部に位置す

るシャーロッツビル市（Charlottesville）にある。市

の名前は、イギリス王ジョージ三世の王妃シャーロッ

トに由来する。この人口４万人ほどの大学町は、円満

な家庭生活を送った王妃にちなむ名が示唆するように、

とても落ち着いた生活しやすい場所であった。

アパートに入居した時、入り口を見て驚いた。ドア

には簡単にピッキングできそうな鍵が一つついている

だけだったのである。日本の自宅でさえ、ずっと立派

な鍵が二つ付いている。大家にかけあったが、これで

大丈夫だと言い張る。シャーロッツビル在住の知人も

同意見だったので、鍵の追加購入などせず様子を見る

ことにした。結果的には、大家や知人の言うように、

心配は無用であった。

その後、分かったことだが、シャーロッツビル市は、

住みやすい場所ランキングでは常に上位に登場してい

る優良な市で、2004年版のCitiesRankedandRated

では、なんと全米で最も住みやすい市として選ばれて

さえいた。実際、滞在中、犯罪のニュースをほとんど

耳にすることはなく、また、治安という点で不安を感

じることもなかった。

4 世界遺産バージニア大学

バージニア大学の創設者は、合衆国建国の父で独立

宣言の起草者でもある、第三第大統領トーマス・ジェ

ファーソンである。ジェファーソンの設計によるロタ

ンダと呼ばれる円形の建物はバージニア大学の象徴で

あり、アメリカの大学で類似の建築物が作られる先駆

けとなった（ちなみに、本学にはオハイオ大学から寄

贈されたロタンダがある）。

写真２ バージニア大学の象徴、ロタンダ

また、バージニア大学は、近くにあるジェファーソ

ンの邸宅モンティチェロと共に世界遺産に登録されて

いる。宣伝に余念のないアメリカの大学のホームペー

ジには自校のランキングが掲載されていることが少な
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くない。筆者が訪れた時の公式ページでは、バージニ

ア大学は、公立大学としては全米２位、大学全体では

24位にランクされている、と謳われていた。

写真３ ジェファーソンの邸宅

4.1 異色の知覚研究所

筆者が客員教授としてお世話になったのは、医学部

精神医学・神経行動科学科の知覚研究所（Division

ofPerceptualStudies、通称DOPS）である。1882

年にイギリスのケンブリッジ大学の学者達を中心に創

設された精神現象研究協会（SocietyforPsychical

Research）や、その二年後にアメリカ心理学の父ウィ

リアム・ジェームズらによって創設されたアメリカ

精神現象研究会（AmericanSocietyforPsychical

Research）の流れを汲むこの研究所では、人間の意

識の謎を解明すべく、いわゆる超常現象に関して経験

科学的な立場から研究が行われている。

初代の所長、故イアン・スティーブンソン博士は、

いわゆる前世を記憶する子ども達に関する研究を一つ

の学術分野として確立した精神医学者である。博士や

その共同研究者が世界各地から収集した事例ファイル

は2,600を超えるが、それらを直接手に取り、「几帳面

で、綿密で、強迫的なほど慎重な研究者」と評された

博士の研究の軌跡を目にすることができたのは、何に

も代え難い貴重な経験であった。

2007年に他界したスティーブンソン博士の後を継い

で所長に就任したブルース・グレイソン博士は、臨死

体験研究の権威的存在であり、博士が考案した臨死体

験の内容を測る尺度は、臨死体験研究の現場で標準的

なものとして広く用いられている。

写真４ 研究所のある建物

写真５ 世界中から収集された過去生記憶を持つ子供

のファイルが収められたキャビネット（一部）

この他、スティーブンソン博士の衣鉢を継ぎ、過去

生記憶を持つ子供の研究に携わっているジム・タッカー

博士や霊媒研究に携わっているエミリー・ケリー博士、

まさに博覧強記の学者で研究のコーディネーター的存

在のエドワード・ケリー博士、様々な意識状態の脳波

計測を行っているロス・ダンシース博士など気鋭のメ

ンバーが意識の問題に対して精力的に研究を進めてい

る。また、筆者のように学外から研究所を訪れる研究

者も多く、常に知的刺激に溢れた素晴らしい環境であっ

た。

研究所では専用の机とPCを貸してもらい、コピー

機の使用もまったく自由であった。重要な文献のほと

んどは大学の図書館を通せばオンラインで入手するこ

とができたし、図書館で入手できない文献については、

研究所のスタッフが迅速に対応し電子版を入手してく

れた。煩雑な手続きなく即座に文献の電子版を準備し

てくれる便利なシステムは本当に重宝した。
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写真６ 研究所内の筆者の机

筆者の受け入れを担当してくれたジム・タッカー博

士とは週に一度面談し、数多くの助言をいただいた。

また、博士が執筆中の著書の原稿を読ませていただい

ただけでなく、内容に関する議論に快く応じてくださっ

た。

写真７ ジム・タッカー博士と週一度の面談

写真８ 瞑想状態の脳波計測実験に参加

多忙を極める所長のグレイソン博士とは、毎週とい

う訳にはいかなかったが、必要な時にアポイントメン

トを取り、研究に関して貴重な助言をいただいた。ま

た、瞑想時の意識状態の脳波を計測するロス・ダンシー

ス博士の実験に参加し、自分の脳波の変化を視覚的に

確認するという大変興味深い体験をすることができた。

4.2 DOPSミーティング

研究所では毎週火曜日の12時から、研究所外の研究

者も交えて研究会が開かれる。発表者が提供した話題

に対して行われる徹底した討論は新たな知を生み出す

大変刺激的な場であった。筆者もこの研究会で計６回

（一度は共同研究）発表を行い、参加者から数多くの

貴重な助言や激励の言葉をいただくことができた。

写真９ DOPSミーティング後の食事会

また研究会を通して知り合った研究者の何人かとは

研究所外でも交流を持つことができた。中でも、コロ

ンビア大学で教鞭を取っていたマイケロ・グロッソ博

士の自宅で、意識の問題にまつわる哲学談義をしなが

ら年を越したのは忘れがたい思い出である。

写真10 グロッソ博士宅で迎えた新年
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4.3 学部単位の講演会

月に一回程度、学部単位の講演会も開催されていた。

この講演会では、他の分野との接点を探り、医学者と

しての知見を広めることに焦点が当てられているよう

で、「音楽の医学的効用」や「医学者による文学」な

ど学際的なテーマの講演会が多かった。参加したのは

数度であったが、いずれも興味深い内容であった。

4.4 NHKスペシャル『超常現象』

筆者の滞在中にNHKが取材に研究所を訪れた。超

常現象に迫る科学者達を特集した番組の企画で、取材

対象は「過去生」の記憶を持つ子ども達の研究に携わ

るタッカー博士。筆者も微力ながら、取材に協力させ

ていただいた。番組は『超常現象』のタイトルで2014

年の１月にBSの『BSプレミアム』として、３月に

『NHKスペシャル』として放送された。NHKらしい

抑制の効いた内容で、超能力や意識の死後存続、生ま

れ変わり現象について地道な研究に取り組む科学者の

存在が広く認知されるいい機会になったと思う。同放

送は、ディレクターらの手によって書籍化され『NHK

スペシャル 超常現象 科学者たちの挑戦』として出

版された。

4.5 瞑想科学センター

バージニア大学には2012年に瞑想について学際的

に研究を行う瞑想科学センター （Contemplative

SciencesCenter）が創設され、それ以来、ヨガや瞑

想など、人間意識の東洋的なアプローチに関する講演・

講習会が定期的に行われている。そのいくつかに参加

したが、中でもロタンダの前のローンと呼ばれる広大

な芝生に集った500人ほどの参加者が、ディパック・

チョプラの導きによって行った瞑想会は大変有意義な

体験であった。

写真11 ローンでの瞑想会

写真12 瞑想を指導するチョプラ博士

5 学会への参加

学外で開催された学会に関しては、懐事情により、

参加することが出来たのは二つだけであったが、いず

れにおいても得る所は非常に大きかった。一つは、デ

トロイトで開催された科学的探究協会（Societyfor

ScientificExploration）主催の大会で、ここでは池

川明医師との共同研究に関する発表を行った。

写真13 デトロイトでの学会発表

もう一つは国際臨死体験学会 （International

AssociationforNear-DeathStudies）主催の大会

で、ワシントンDCの近くのアーリントンでの開催で

あった。会場においてエベン・アレクサンダー（脳外

科医の臨死体験者）を初めとする、著名な方々と直接

交流することが出来たのは大変な幸運であった。

1970年半ばから40年近く精力的に研究がなされてき

た臨死体験研究であるが、日本での研究は数えるほど

しかない。この大会に参加し、臨死体験が人間研究に

とってきわめて重要な分野であることを再確認した次

第である。
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6 研究者倫理

バージニア大学に席を置き、研究を行うためには、

大学が提供する研究者倫理に関するオンライン講座を

受講し合格する必要があった。少し手間ではあったが、

おかげで、どのような経緯で、またどのような思想で

研究者倫理が重要視されるに至ったのかについて詳し

く学ぶことができ、振り返ってみれば大変有意義な体

験であった。合格後、筆者自身の研究を２件、共同研

究を２件、大学の倫理審査会（InstitutionalReview

Board）に申請し、無事研究実施の許可をもらうこと

ができた。

7 生活点描

バージニア滞在中は、研究以外でも貴重な体験をす

ることができた。そのいくつかを紹介したい。

7.1 リサイクルと節電

入居したアパートはリサイクルとは無縁の世界であっ

た。ゴミの分別は不要。燃えるものも、そうでないも

のも、ビンも缶も全て同じ場所に、しかも曜日の制限

なく、いつでも捨てることができた。家具のような粗

大ゴミでさえ一般のゴミと同じように捨てることがで

きた。

また研究所は節電とは無縁の世界であった。夏は肌

寒いほど、冬は汗ばむほど空調が効いていた。しかも、

ワーカホリックな筆者以外誰も建物に立ち入らない土

曜日と日曜日でさえ、同じように冷暖房がなされてい

た。

写真14 何でもOKのゴミ捨て場

リサイクルと節電に気を使う必要がない、というの

は想像以上に心に平安と自由を与えてくれた。リサイ

クルと節電に縛られる毎日に戻った今、そのことを痛

切に感じている。両者が本当に必要なものであるなら

やむを得ないが、もし本学の武田邦彦教授が訴えるよ

うに、必ずしもそうとは言い切れないものなら、リサ

イクルと節電に費やすエネルギーを他に向けた方がずっ

と伸び伸びと生活でき、世の中が明るくなるようなる

のではないかと感じている。

7.2 運動設備

大学には大変充実した運動設備があり、300ドルほ

どの年会費を払う事で、ジムやプール、テニスコート

など９カ所にある施設を自由に使うことができた。筆

者も会員になり、週に一度、ジムでサンドバッグを叩

き、日頃の運動不足の解消を図った。「ジム仲間」に

は女性もいて、彼女たちのサンドバッグを揺らす力強

いパンチには驚かされた。

写真15 ジムでの練習

7.3 ストリート・ミュージシャン

市の中心街では、週末になると、ミュージシャンや

大道芸人がパフォーマンスを披露している。筆者も一

度だけ、ダウンタウンでギターの引き語りを行った。

写真16 ダウンタウンでの演奏

限りある英語の持ち歌では間に合わず、日本語の歌

も交えてのパフォーマンスであったが、１時間ほどの

演奏で２ドルほどの「臨時収入」を得ることができた。

大学からは、研究以外で収入を得てはいけないと言わ
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れていたが、この程度であれば不法就労にはあたらな

いだろう。

7.4 キリスト教会

アメリカの精神文化理解のためには、キリスト教理

解が欠かせない。勉強と心の平安のために、いくつか

のキリスト教会に通い、ルーテル派教会では聖書を掘

り下げて読むバイブル・クラスに、メソジスト派教会

では、信仰の深め方に関する「使途の道」（Disciple's

Path）というクラスに参加させてもらった。

写真17「使途の道」クラスの参加者と

また、後者の教会では、牧師さんの依頼で「科学と

スピリチュアリティ」という題名で話をする機会をい

ただいた。霊性に関する一般のキリスト教信者の方々

との討論は、科学の位置づけを考える上で大いに参考

になった。

写真18 キリスト教会での講演

7.5 日本語図書館

アメリカ生活全般に関して一方ならぬお世話になっ

た方が二人いる。バージニア大学生物学部教授の川崎

雅司先生と奥様の康子さんである。お二人のご自宅で

週に一度開かれる通称「日本語図書館」は、筆者にとっ

て大きな憩いの場であった。在米の日本人の子供たち

が日本語を忘れないようにとの配慮から、自宅の一室

を図書館として開放し、子ども達に対する本の読み聞

かせを行う場で、筆者もボランティアとして参加させ

ていただいた。幼児・児童とのふれ合いは心安らぐ貴

重な時間であったが、同時に二言語併用環境下での子

ども達の言語習得の様子を垣間みることができ、研究

という観点からも学ぶところがたくさんあった。

写真19 日本語図書館にて

8 おわりに

研究三昧の生活を送ることのできたバージニア滞在

中の日々は、エルサレムを訪れたキリスト教徒のよう

な、あるいはメッカを訪れたイスラム教徒のような、

あるいはブッダガヤを訪れた仏教徒のような、幸福感

に満たされた時間であった。滞在中に養った英気を振

り絞り、滞在中の貴重な体験を今後の教育研究に最大

限還元したいと思う。

最後になりましたが、今回、在外研究という貴重な

機会を与えてくださった中部大学関係者の皆様、また、

バージニアでお世話になった皆様に心よりお礼申し上

げます。

（教 授 全学共通教育部 全学英語教育科）
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