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第1144回（本年度 第32回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 3/30 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　はじまりの日本文明2
　北村 讓 会員
　代理　木村 眞敏 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　
　木村 佳弘 会員

先週、3月11日の土曜日にPETS（会長エレクト研修セミナー 
president elect training seminar）に地区研修委員として出席し、
IM3組の会長エレクト席に同席してきました。

次年度への移行準備が本格化し、ガバナーエレクトや会長エレクト
が新年度に向け活動方針や計画の展開を始められている様子を伺
い、ロータリアンを自発的に動かすロータリーの仕組みに改めて感心
した次第です。



2016-17年度第1143回（第31回例会）
幹事報告 (3/16)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■3月16日（木）
本日は木村眞敏会員の卓話です。ご準備よろしくお
願いいたします。

■3月23日（木）
北村会員の卓話です。（代理卓話として木村眞敏会
員）ご準備よろしくお願いいたします。

例会終了後13：30より臨時総会を開催いたします。
会員の皆様全員のご出席を賜りますようお願い致
します。

■3月30日（木）
木村佳弘会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■4月6日（木）
小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月13日（木）
栗山会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第3回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第11回5月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■4月20日（木）
満村会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
日時：4月5日（水）　15：30～19：40
会場：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム
出席対象者：今年度・次年度米山奨学担当者

先日、次週に開催する臨時総会のご案内と上程資料
を郵送させて頂きました。是非とも資料内容をご検
討ご理解頂き、これからのクラブの運営について、全
ての会員にお考え頂く機会に頂きたいと考えており
ます。

クラブ細則改定案、クラブ創立25周年事業インター
アクトクラブ設立の件、インターアクトクラブ運営資金
の中之島基金からの支出の件、これら3件について
来週の臨時総会にて審議頂きご承認を頂きたいと
存じます。

■紳士の料理教室
日時：4月6日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
会　費：8,000円　ビジター3,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による
同好会です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他

皆さんこんにちは！

いつもお世話になりまして、ありがとうございます。

最近は睡眠中の歯ぎしりの研究をしています。（井本さ
んのお子さんのご協力いただき、ありがとうございます）

今日は睡眠中の歯ぎしりについて、ちょっとだけ話しさ
せていただけませんか？

日本の2歳から12歳までの子どもの中に、親のレポート
から睡眠中の歯ぎしりの発生率は2割です。その中に5
歳から7歳までの発生率が一番多くて、約三割です。い
びき、睡眠中口が開いてると睡眠中動きが多いのをよく
関連しています。行動については、集中力が低いと落ち
着けないのも関連があります。

年齢の上がりと共に、睡眠中の歯ぎしりの発生率が下
がります。ただ歯ぎしりある人の中に、大体四割の人が
grindingの音がしますので、音がしない場合は時々自
覚と家族も気ついていませんの人もいます。起きる時頭
が痛いとか、顎が痛いとか、他の表現で現れています。
今の診断は終夜睡眠生理検査はGolden standardで、
他のportableホーム検査もいます。もちろん歯医者さん
の歯の検査と治療も随分大事です（これは金森先生の
ご専門です。）

皆さんのお身体を大事に。皆さんありがとうございます。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）



第1　はじめに

世界的な学者であるトインビー、シュペングラー、ハンチ
ントン等々によれば、「日本は世界の6乃至8大文明の一
つを形成しているのであり、一国、一民族で一文明を形
成している唯一のケースである。」と言うのである。

日本を一個の文明と考える世界的学者は上記以外にも
多数おられ、上記説は世界の通説と考えても良いので
はないか。

今日は、その日本文明の始まりを、日本人の起源を辿る
ことによって明らかにしていきたいと思っております。

第2　日本人の起源

1. 人類は何時頃、どこで誕生したのか。

日本人の起源を論ずる前提として、人類が何時頃
どこで誕生したのかが問題となるので、そのことか
ら述べる。

従来、人類は、猿人から（アウストラロピテクス）、原
人（ジャワ原人、北京原人）、旧人（ネアンデルター
ル人）から新人（ホモサピエンス）に進化したもので
あると考えられていた。

しかし、現在では、ホモサピエンスと彼らとは別の
枝であり、彼らはすべて絶滅していると言われてい
る。（但し、我々ホモサピエンスとネアンデルタール
人は共生していた時期があり、性交もあったので、
我々のDNAの1％余りはネアンデルタールのそれ
を承継していると言われている。）

ところで、我々の細胞の中に、ミトコンドリアという
エネルギー代謝を司る小胞があり、そのDNAは母
親のそれのみを承継する。

そこで、147種族の上記DNAを過去に遡求したとこ
ろ、東アフリカの一女性に行きついた（彼女はミトコ
ンドリア イブ「アダムとイブのイブ」と呼ばれている）。

更に、同人の骨を放射性C14年代測定法で測定し

はじまりの日本文明 　その１（日本人の起源）

木村 眞敏会員

たところ、同骨は20万年前のものであることが判明
したのである。

従って、我々人類は、20万年前に東アフリカで誕生
したのである。

2. 原日本人は何時頃、どこから来たのか。

（1）東アフリカで人類誕生後10万年位してから、一
部の人類は中東に移動し、そこから各地に移
動し始めるのである。

あるグループは、中東から東進し、アフガン、イ
ンド等を経て、現在のタイ、マレーシア、インド
ネシア等を包含するスンダランドに到達した。
（スンダランドは現在、海没して存在しないが、
当時は、タイやマレーシアとインドネシアは陸
続きであった）。

これらの人々をマレーポリネシア語族（オース
トロネシア語族）という。

上記スンダランドの、ある人々は約5万年前に
大陸沿岸部を北上し、中国南部（江西省、広東
省、福建省、浙江省）に到達した。これらの人々
は百越と言われ、北部（揚子江以北）の漢民族
とは身体上の形質、習俗、言語等が明らかに異
なり、別の民族と言われている。

他の人々は島伝いに海上を北上して、東南ア
ジア諸島（フィリピン、台湾）、南太平洋諸島（ハ
ワイ、サモア、トンガ等）に拡散していった。

以上の、中国南部、東南アジア諸島及び南太平
洋諸島等のマレーポリネシア語族の一部が日
本近海の島 （々台湾、沖縄諸島）を経由して海
上を北上し九州に到達した。

なお、この時期氷河期であったため（当時は氷
結のため、海面は今より150m位後退してい
た）、九州と大陸沿岸部や東南アジア諸島が繋
がっていたので、陸路日本に来たという説もあ
る。この人々が原日本人の一部となる。約3万
8000年前と言われている。

（2）また、あるグループは中東から北上後、東へ移
動しヒマラヤの北を通過して、東シベリア、満州
北部 沿海州に到達した。

2万5000年前頃から氷河期の極寒期に突入し
たため、上記東シベリア、沿海州にいた北方グ
ループの人 （々ツングース語族）は、上記極寒
を避けるため、当時大陸と繋がっていたサハリ
ンを通って北海道、青森（当時は氷結のため、

サハリン、北海道及び青森は繋がっていた）等
を経由し陸路温暖な日本に移動し、その後更
に、日本の各地に拡散していったのである。

3. 縄文人（日本人）の形成

（1）縄文語（日本語）の形成

上記極寒気は2万年前をピークに温暖化が進
み、結果、氷河が解けだしたため（縄文海進期）、
1万7000年位前から列島は四方海に囲まれる
ようになった。

大陸から孤立した列島内で、上記南北の各グ
ループが、いろいろな時期、いろいろな場所で
遭遇し、共生するようになったのである。

この間、遭遇した上記グループは、いろいろな
機会のコミュニケーションを通じて徐々に日本
語を形成していったのである。

上記北方系の言語はツングース語系統に属し、
上記南方系の言語はマレーポリネシア語（オー
ストロネシア語）系統に属するところ、この両者
の言語が長年の期間に混合し、日本語ができ
ていったのである。

従来、日本語は、如何なる言語系統にも属しな
い孤立語であると言われていたのであるが、現
在では、上記の如く、混合語と考えられており、
文法は上記北方系のツングース系統に属し、
語彙は上記南方のマレーポリネシア語（オース
トロネシア語）系統に属するものと考えられて
いる。

上記混合説によれば、前述したように、南方
ルートの人々と北ルートの人々が合流し、共生
してきた経緯と整合するのである。

（2）縄文の宗教（古神道）の形成

1万7000年位前から、上記の人々は、四囲を海
に囲まれたため、外部からの干渉（戦争、征服）
を受けることもなく、決して大きくない本列島内
で、一万数千年間（1万7000年前（世界最古）
の縄文式土器が発見されている）、共生する中

で独自の宗教観を形成していったのである。

日本は、四季があり、気候は温暖で水が豊かで
あるため、山では多種多様な植物が生育し、木
の実や山菜等が豊富に採れ、また、クマ、鹿、イ
ノシシ等の動物も多く繁殖した。一方、海では
緑豊かな山から流入する豊富な栄養分が多く
の魚介類や海藻を生育させているのである。

要するに、当時の日本は狩猟、採取、漁猟に
とって、世界でも最高の環境であった。従って、
縄文人は、食糧に不足することがなかったので、
狩猟採取民でありながら、移動せず定着してい
たのである。

現に、青森で発見された三内丸山遺跡は5900
年前～4300年前までの1600年間定着してい
たことが分っている。

一方、他の世界（中東、欧州）の狩猟採取民は、
一般的に過酷な自然環境であったため、食糧
を求めて移動し、よき場所の奪い合いのため、
常に戦争を引き起こしていたのである。

縄文人は、上記のように最高の環境に恵まれて
いたためか、一万数千年ほとんど戦争等があっ
た形跡がなく、長期に亘って平和な関係を維持
していたようである。

縄文人は、以上のような環境の中で長年暮らす
内に、「大自然の恵みによって生かされている。
大自然に守られている。大自然は神である。」と
いう自然信仰を持つにいたった。

あらゆる生きとし生けるものは自然から生成し
たものであり、それは神のなせる技なのである。
縄文の神の誕生である。

大自然のすべてに神が宿るのであり、木（神籬）、
岩（磐座）、山（甘南備）等、あらゆる自然に神が
宿るのである。

（3）一神教の神との比較

一神教（ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教）
の発祥の地は、いずれも中東である。この地は
自然環境が過酷であり、自然は人間を生かして
くれる対象ではなく、征服すべき敵なのである。

旧約聖書では、全知全能の神が自らに似せて
人間を創造したものであり、自然は人間のため
に作られたものである。

神→人間→自然という歴然とした序列があり、
神は人間を、人間は自然をどうにでもできる関
係なのである。

自然は収奪の対象であっても、信仰すべき対象
ではないのである。

一方、古事記や日本書紀の神代編では、先ず
天地（宇宙）があり、次にイザナミ、イザナギの
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（2）縄文の宗教（古神道）の形成

1万7000年位前から、上記の人々は、四囲を海
に囲まれたため、外部からの干渉（戦争、征服）
を受けることもなく、決して大きくない本列島内
で、一万数千年間（1万7000年前（世界最古）
の縄文式土器が発見されている）、共生する中

で独自の宗教観を形成していったのである。

日本は、四季があり、気候は温暖で水が豊かで
あるため、山では多種多様な植物が生育し、木
の実や山菜等が豊富に採れ、また、クマ、鹿、イ
ノシシ等の動物も多く繁殖した。一方、海では
緑豊かな山から流入する豊富な栄養分が多く
の魚介類や海藻を生育させているのである。

要するに、当時の日本は狩猟、採取、漁猟に
とって、世界でも最高の環境であった。従って、
縄文人は、食糧に不足することがなかったので、
狩猟採取民でありながら、移動せず定着してい
たのである。

現に、青森で発見された三内丸山遺跡は5900
年前～4300年前までの1600年間定着してい
たことが分っている。

一方、他の世界（中東、欧州）の狩猟採取民は、
一般的に過酷な自然環境であったため、食糧
を求めて移動し、よき場所の奪い合いのため、
常に戦争を引き起こしていたのである。

縄文人は、上記のように最高の環境に恵まれて
いたためか、一万数千年ほとんど戦争等があっ
た形跡がなく、長期に亘って平和な関係を維持
していたようである。

縄文人は、以上のような環境の中で長年暮らす
内に、「大自然の恵みによって生かされている。
大自然に守られている。大自然は神である。」と
いう自然信仰を持つにいたった。

あらゆる生きとし生けるものは自然から生成し
たものであり、それは神のなせる技なのである。
縄文の神の誕生である。

大自然のすべてに神が宿るのであり、木（神籬）、
岩（磐座）、山（甘南備）等、あらゆる自然に神が
宿るのである。

（3）一神教の神との比較

一神教（ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教）
の発祥の地は、いずれも中東である。この地は
自然環境が過酷であり、自然は人間を生かして
くれる対象ではなく、征服すべき敵なのである。

旧約聖書では、全知全能の神が自らに似せて
人間を創造したものであり、自然は人間のため
に作られたものである。

神→人間→自然という歴然とした序列があり、
神は人間を、人間は自然をどうにでもできる関
係なのである。

自然は収奪の対象であっても、信仰すべき対象
ではないのである。

一方、古事記や日本書紀の神代編では、先ず
天地（宇宙）があり、次にイザナミ、イザナギの



神が現れ、国を生み、神を生み（自然を司る神
も含む）、人間を生んだのである。つまり、神と
人間と自然は身内であり仲間なのである。

この思想からは、自然は収奪の対象ではなく、
共生すべき相手なのであり、仲間なのである。
従って、土地の開発をする際には、地鎮祭とい
う神事を行ってその了解を取るのである。自然
を乱開発すれば、生態系を乱し自然を傷けるこ
ととなる。そうなれば自然に宿る神が怨霊と
なって人間に災厄をもたらすのである。従って、
木を伐れば植林して復旧させるようにする。

例えば、森林率が日本67％に対し、アメリカ、ド
イツが30％、中国10％、イギリスが7～8％であ
ることが、上記を雄弁に物語っているのである。

「土産」の語源は、アイヌ語の「ミアンゲ」で（アイ
ヌは縄文人のDNAと88％同種である。従って、
上記「ミアンゲ」は縄文語と考えられる）、身を
あげると言うことなのである。我々人間は生き
物を食べずには生きていけないのであるが、
その人間に対し、熊や魚や貝は、あの世から自
分の身を「土産」として持ってきてくれるのであ
る。命を懸けての上記「土産」に対し、人間は感
謝し、「（命）頂きます。」と祈りをささげて、上記
「土産」食べさせて頂くのであるから、粗末に扱
うことはできない。「もったいない」ことはできな
いのである。

熊や魚は骨まで食べ、洗骨して、貝塚に葬るの
である。貝塚はゴミ捨場ではなく、お墓であり、
祈りの場なのである。なお、「塚」は国語的に墓
の意である。

縄文人は、彼らを貝塚で丁重に葬れば、又あの
世から「ミアンゲ」をもってきてくれると信じ
祈ったのである。

第3　現日本人と弥生人及び縄文人との関係

縄文人と弥生人との間に断絶はあるのであろうか。

従来の説によると、紀元前3世紀頃から、朝鮮、中国の渡
来人が水田稲作を伝え、それが急速に広まり、弥生時代
が開幕した。以後、弥生人が縄文人を駆逐し、あるいは、
混血して人種が入れ替わった、要するに、日本人の祖先
は、渡来の弥生人であり、朝鮮人か中国人である。

果たして、そうなのであろうか。最近の考古学、形態人類
学、分子人類学、原子物理学等々の知見に基づき、上記
の点を検討してみる。

（1）日本人と朝鮮人及び中国人とのY染色体比較

弥生人が朝鮮・中国等からの渡来人で、縄文人を
駆逐したのであれば、弥生人の子孫である現日本
人のY染色体DNAは朝鮮人・中国人と酷似してい

るはずである。

ところが、上記両者のY染色体のDNAのパターン
比較した場合、全く類似性が認められないことが
判明した。

（2）言語の比較

弥生人の担い手が、中国・朝鮮の渡来人であれば、
日本語に彼らの言語が重大な影響を与えているは
ずであるが、言語学的に両者の類似性は全くない。

上述したように、日本語は、ツングース語とマレー
ポリネシア語（オースロネシア）の混合語である。

（3）現代の女性と縄文の女性との間のmtDNA比較

現在の女性のミトコンドリアDNAと縄文人女性の
それとは、80％同種であることが判明した。

つまり、縄文人女性→弥生人女性→現代人女性
の可能性が極めて高い。

（4）現代の男性と縄文の男性とのY染色体DNA比較

近時、現在の男性のY染色体DNAと縄文人男性
のそれとは、90％同種であることが判明した。

つまり、縄文人男性→弥生人男性→現代人男性
の可能性が極めて高い。

（5）形質の変化

上記の通りだとしたら、縄文人と弥生人は、同一
人種ということになる。だとすれば、両者の形質の
違いは（身長、手足の長さ、体毛の濃淡等）、どう
説明がつくのであろうか。

近年の形態人類学では、生活環境や食事内容の
変化により、上記諸形態が結構変化すること、まし
てや500年～1000年単位であれば、縄文人から
弥生人への変化は十分ありうることを認めている
のである。

（6）稲作の開始

近時、稲作が始めたのは弥生人ではなく、縄文人
であることが分った。

すなわち、縄文人が6000年前に稲の畑作（陸稲）
していたことが判明し、3000年前に灌漑施設で
水稲稲作をしていたことが判明したのである。

縄文人は、1000年前から、狩猟採取の傍らで水
田稲作を開始し、徐々に農耕民に変貌し、弥生人
となっていったのである。

（7）結論

以上の結果、縄文人が形質変化して弥生人にな
り、弥生人が現在の日本人になったのである。つ
まり、縄文人は我々の直接の先祖なのである。



ニコニコBOX

村橋：春らしくなってきました。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

井戸本：三寒四温、徐々に春が近づきます。

杉村：本日もよろしくお願いします。

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：声が出ません。良い耳鼻科を教えてください。

下岡：インドネシア、ベトナム、マレーシアに行ってき
ました。インドネシアは37℃ありました。

辻（一）：本日春の家族会のご案内をいたします。多数
のご参加を！！

村上：まだ寒いですが、陽射しは春ですね。

木村（佳）：ニコニコ

西田：昨日ゴルフに行ってきましたが雪でした。

戸田：木村さん、卓話楽しみにしています。

坂本：ホワイトデーお返しを有難うございます。

藤本：ニコニコ

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥1,636,220
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
2月23日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
北村 　讓   2 月22日 地区職業奉仕委員会
梅原 一樹   2 月24日 地区広報委員会
坂本 　恵   3 月  3 日 大阪大手前RC
米倉 由美   3 月  3 日 大阪大手前RC

次年度（2017-2018）職業奉仕
委員会･懇親会

3月16日（木）、シティプラザ大阪内 日本料理「大江」で
次年度の職業奉仕の事業計画に関する話合いを行い
ました。

昨年度に引き続き座禅を行うことやその他2箇所の事
業所見学候補について話し合いました。委員長である
ベテランの早瀬さんを中心に結束して頑張りたいと思
います。何とぞご協力のほどお願いします。

職業奉仕委員　戸田 佳孝

本日のメニュー

・牛肉とポテトにキッシュ
・真鯛のポワレ　バルサミコヴィネガーソース
・竹の子 菜の花 生ハムのサラダ、コーヒー、パン

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様


