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特集 “老化の研究：　　　
　　　　　　元気で長生きするために”

　老化の研究というのは大変難しい。誰も年をとって老化するということ
を経験するが、それを科学の研究対象とするには余りにもとらえ所がな
い。それを何とか捕まえておられる3名の科学者のお話と、締めくくりと
して仏教からみた老いを纏め、それに現代養生訓を巡っての座談会の記録
を加え特集とした。これは平成21年2月21日に京都大学医学部・芝蘭会
館で行われた第12回いのちの科学記念フォーラムに基づくものである。
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老いと癒し
篠山重威＊

　2009年 4月23日の朝刊で、アシュリー・ヘギという名のカナダ人の少女が17歳

で亡くなったことを知った。この少女は、遺伝子の異常により老化が速く進む病気「プロ

ジェリア症候群」の患者であった。頭だけが大きくなり、身長、体重が増えず、皮膚が老

化する。頭髪、眉毛が抜け、骨の成長が停止して、小人症になる。神経系ならびに脳機能

は正常に成長し、認知症等の症状はない。主な死因は心不全及び多臓器不全で、動脈硬化

が原因に挙げられている。この少女の自叙伝「All about Ashley」は日本語にも翻訳さ

れ多くの読者に感動を与えた。1991年 5月23日にカナダで生まれたが、生後3カ月

から、皮膚が硬くなり始め、髪の毛が抜け出した。検査漬けの日々を送ったが原因は不明

であった。ある日、母親ロリーが偶然にプロジェリアの記事を見つける。それをきっかけ

に精査が続けられ、人の10倍もの速さで年をとるこの病気が判明した。それ以来、少

女は母とふたりで病気を受け入れ、強く生きてきた。2003年、母の再婚で父親ができ、

2004年には弟が誕生する。しかし同じ年に、幼い頃から支えあってきた友人を失う。

この本で、少女は悲しみを乗り越えて生きることへの心うちを語る。世界でわずか約30

～40人しかいない早期老化症・プロジェリアの子どもの平均寿命は、13歳である。限

られた短い命を精一杯生きるアシュリーの姿に多くの人が涙をながした。

　2003年に、プロジェリア症候群の原因遺伝子が特定された。これは、ヒト第1染色

体上にある遺伝子の異常で、それも正常遺伝子と比較して構成塩基が1個入れ替わって

いるだけであった。これによってDNAへリカーゼというDNAの組換えに関与する酵素

に異常がおこり、染色体が傷つけられて生後間もなく発病するのである。患者の体細胞は、

核が正常な細胞と異なり大きくいびつに歪んでいる。このため、正常な細胞分裂がおこな

われず、さらに老化の促進を引き起こすことが示唆されている。

　ウェルナー症候群と呼ばれる幼年発症型の遺伝性早老症もある。この疾患は20世紀

の初頭、オットー・ウェルナーという若いドイツの医学生が4人の兄妹に発見し、

1904年に学位論文として発表したのが最初であった。低身長、低体重、白髪、両側性
＊同志社大学生命医科学部教授、京都大学名誉教授、医療法人大寿会病院理事（循環器内科学） 



273

白内障、皮膚の硬化・萎縮、嗄声などの外観を呈し、臨床像として耐糖能低下、骨粗鬆症、

性腺機能低下、尿中ヒアルロン酸量の増加がみられる。多くの場合、平均40～50歳で

動脈硬化もしくは悪性腫瘍が原因で死亡する。この疾患も原因はDNAヘリカーゼの異常

であることが明らかにされている。これらの疾患に対して現在治療法は見つかっていない。

　生物は、遺伝子という高度に制御された機能により、生理機能とその恒常性を維持して

いる。この生体の統合機能が破綻をきたすと老化が始まると考えられる。老化のメカニズ

ムに関しては、本号の特集で示されているように多くの学説が提唱されているが、未だに

定説として確立されたものはない。それらの仮説は、寿命は遺伝子により積極的に制御さ

れているというプログラム説、DNA、RNA、たんぱく質に突然変異や化学的修飾によっ

てもたらされたエラーが蓄積して生じるというエラー説、体内の高分子物質が相異なる複

数の高分子と結合して分解されにくい別の高分子を作り細胞が障害されるというクロスリ

ンキング説、不対電子を持ち反応性に富むフリーラジカルが生体構成成分と化学反応を起

こして障害をもたらすのが老化の原因とするフリーラジカル説、加齢に伴い免疫機能が低

下し自己抗体の形成により自己免疫疾患が発症して老化を引き起こすという免疫異常説、

細胞の代謝速度が細胞分裂速度に影響して老化が誘導されるという代謝調節説など実に多

様である。

　ところで、世界は今、すさまじい高齢化を続けている。現時点で、1分に150人、1

日で20万人、1年で8,000万人の割りで人口が増加しつつあるという。高齢化が進む

理由の一つは、人の寿命が延びる一方で、出産率が低下するため高齢者が相対的に増加す

ることに他ならない。2002年に国連が発表した人口推計によると、地球上の60歳以

上の高齢者数は6億人を超え、2025年には2倍、2050年には3倍に増加すると予

測されている。このような世界的に加速する人口の高齢化はすべての国において社会的に

も医療の面でも大きな影響を与えるものと考えられる。

　老化とは、「加齢とともに各臓器の機能が低下し、個体の恒常性を維持することが不可

能となり、ついには死に至る過程」と定義されている。人は出来る限り健康を維持して長

生きをしたいと願う。日本人の平均寿命は昭和の初めには男女とも50歳に達しなかっ

たが、2007年には男性79歳、女性86歳と世界一の長寿国となった。しかし、この

寿命は2004年にWHOが公表した同じ年に生まれた新生児の健康寿命と比べると、男

性で6歳、女性で8歳長いことになる。即ち、日本人の多くが、生涯最後の数年間を病
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に苛まされながら人生の終焉を迎えているのである。「人生七十古来稀なり」という杜甫

の詩から東洋では70歳を「古稀」という名で祝ってきた。現在、日本人の大半は古稀

を迎えるのは当たり前のこととなっているが、一方で、高齢化社会の出現は深刻な社会問

題として取り上げられている。しかし、「老い」がすべて暗い出来事だけとは思えない。

ユングは人間の集合的無意識にとって重要な原型の一つとして、老人の英知に対する尊敬

を挙げている。確かに、中世の僧侶の中には当時としては驚くほど長命で、見事な死生観

を示した者が多い。例えば、天海（天台宗）108歳、性空（天台宗）90歳、親鸞（浄

土真宗）90歳、一休（臨済宗）88歳、忍性（戒律宗）87歳、蓮如（浄土真宗）85

歳、白隠（臨済宗）84歳、行基（奈良時代の僧侶）82歳、法然（浄土宗）80歳など

である。低脂肪の精進料理と托鉢行脚の修行によるエネルギーの消費も健康の維持と長寿

に関係したとも考えられるが、僧侶の生き方には、もっと深いものがあるように思われる。

「老い」とは、おのれの「時」を、そしてその限界と終末とを予感し始めることだと言う

人がある。道元の「正法眼蔵」には「有時」（うじ）という言葉があって、瞬間というも

のが人間に大切であり、「いま」を生きる事が重要であると説かれている。

　日本人はどのような知識人であっても年を取ると、そのまなざしは回顧的になり、西欧

的教養から東洋の文化的風土に帰還してくる事が多いといわれている。筆者は、天涯孤独

の老年期に人間的な欲望を全て捨て、壮絶な生を生きた良寛の生き方に強く惹かれる。良

寛の心の精髄に近づく手掛かりとしても「正法眼蔵」が挙げられる。良寛の生き方を象徴

するものは「騰々任天真」、「騰々且任縁」など任運に転じる自然（じねん）の姿である。

栗田勇によると、この「任す」というのは、何か他のものに、依頼する、依存するという

意味で任すのではなく、全てを放棄して捨てきり、「天真」なる巨大なる超越者のうちに

自己実現している現実を認めることであるという。真冬に雪に閉ざされた庵の中で、極限

状態で息をひそめて己の命を見つめる間にも、「生涯身を立つるに懶く、騰々天真に任す」

という生き方に徹した。これも、放つ、心身放下する、あるいは捨身と言う道元の言葉に

通じるものであった。文政11年（1828年）越後地方に大地震があり、多くの死者と

家屋の被害がでたときも、「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬ時節には死ぬ

が良く候」と、すべてを成り行きに任せきって、どんな事が起ころうと全てを自分の運命

として受け取る覚悟が出来ているという悠然とした「騰々天真に任す」の境涯が示されて

いる。この時良寛が残した詩の中に「土波後作」と題するものがある。この詩には、不意
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の天災に対する悲嘆と諦念の中でただ世の無常を歎く老残の姿ではなく、世俗の軽薄を深

く慷慨し、災禍は天災ではなく人災であると激越な調子で訴える烈々たる良寛の気概が見

られる。一方、このように漢詩では形而下の一切を捨てて精神の世界に没頭している姿、

豊な生命の残照、生死の問題を超越した胸中しか見せない良寛も、和歌の中では「老い」

に対する悲哀をしばしば告白している。

　　梅の花老いが心を慰めよ昔の友は今あらなくに
　　いざここにわが身は老いむあしびきの国上の山の松の下陰
　　惜しめども盛りは過ぎぬ待たなくに尋（と）めくるものは老いにぞありける
　　いとどしく老いにけらしもこの夏はわが身ひとつのおきどころなし
　　ゆくりなくひと日ひと日を送りつつ六十路あまりになりにけるかも
　　行く水は塞きとむることもあるらめどかへらぬものは月日なりけり
　　老が身のあはれを誰に語らまし杖を忘れて帰る夕暮れ
　　いとはねばいつか盛りは過ぎにけり待たぬに来るは老いにぞありける

などなど数え上げれば限りがない。

　上述の老化の定義に基づいて、これまでの老人ケアは、医療に直結したものが中心で

あった。しかし、老人では身体機能は生物本来のメカニズムとして不可逆的に低下してい

る場合が多く、肉体的な機能の改善を目的にした治療は不可能である。中川米造は「医療

の原点」という著書の中で、このような患者にはコミュニケーションとしての医療が重要

であることを強調している。患者が病に関して語ることは、カトリック教徒にとっての告

解と回心に似ているというのである。告解は彼らにとって罪の赦しを得るために行なわれ

る秘跡であって、それによって罪の意識から開放される。同様に、行き場の無い患者に

とっても、不安や苦悩はそれを語ることによって軽減するのである。不安や苦痛に苛まさ

れているものに対する援助の手は一つにその語りに耳をかたむけることであろう。何故話

を聞くことに効果があるかということに関しては、話をすることによって無意識に留まっ

ている内容が外界の事物に投射され、意識化され、それによって新しい気づきを得て、自

己のイメージや生活の意味を変える事が出来るからだという。近代文明は価値の基準を青

壮年男性においてきた。中村雄二郎は、高齢化社会が現実化してくるに従って、合理性の

みを追求してきた近代科学は新たな形態を取らねばならぬという。自然を大きな力で支配

してきた能動的な力が、その方向性を失って、これまで能動的な原理に受け入れられるこ
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との出来なかった受動的なパトス、即ち痛みを通じて自己と異質なものを知るという思想

が生れてきたというのである。それは人間の弱さを知ることであって、他人の苦痛を自分

の問題と切り離して考えるのではなく、相手への係わり合いを自ら選択することに他なら

ない。老人医療も人間はお互いに傷つきやすい存在であることを出発点にしなければなら

ないと思う。「老い」に関するもう一つの良寛の歌

　　老人は心弱きものぞ御心を慰め給へ朝な夕なに

には考えさせられるところが大きい。臨床心理学者は老人心理の暗いネガティヴな面を指

摘する。老年期は価値観が多様性を示し、その存在様式は「狭小な生きられた時空性」と

いう特色を持っているといわれている。ユングも「強い意欲を持って力の限り仕事に打ち

込んでいる壮年期に人生の黄昏が始まり、それまでの価値と理想が逆転していく」と述べ

ている。

　京大病院で診療を担当していた時、筆者の患者であった京都の有名な寺院の高僧から

「養其気」という自筆の書を頂いた。この語は宋の詩人欧曜修の「善く医する者は、其の

疾を改めずして務めて其の気を養う」という言葉から引用されたものである。病む者と癒

す者との間の人間関係を示した意味深い言葉だと思う。20世紀の最後の年に、筆者は日

本内科学会を主催した。その時のキャッチフレーズを「21世紀に託すサイエンスとアー

ト」とした。医学は人間学であって個人の科学であると考えるとき、人間の行為としての

医療・アートに立ち返る必要があるというメッセージを伝えようとしたのである。「養其

気」という言葉は、医療におけるアートのエッセンスをふくんでおり、“handling the 

sick man’s heart” というPickering の言葉にも通じるものがある。
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　私が老化ということに興味を抱くようになったのは、医学部の学生であった昭和17

年に出版されたメチニコフの「長寿の科学的研究」（平野威馬雄訳、科学主義工業社刊）注

を読んで人の天寿という考えを知ったときでした。しかし、その後永らくそのような分野

＊（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団理事長、京都大学名誉教授（放射線基礎医学）
注） 2006年に「長寿の研究：楽観論者のエッセイ」として同書の復刻版が幸書房から出版されている。

特集“老化の研究”にあたって：米寿を迎えて
菅原　努＊
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から離れていましたが、昭和35年以後放射線の生物作用を研究対象にするようになっ

て放射線による非特異的寿命短縮（難しい言葉ですが要するに老化促進ということです）

という現象があることを知って、いつか老化に取り組んでみたいと思っていました。それ

がかなって正式に老化に関係した課題で研究費を取れるようになったのは昭和44年、

48歳のときでした。それから40年が経ち私は88歳になりました。始めた頃には「老

化などまともな研究対象にはならない。それは泥沼に足を突っ込むようなものだ」と笑わ

れたものです。でも今では我が国は完全に長寿社会になり、またその長寿を誇っています。

そこでは健やかな長寿を目指して老化の研究も日の目を見るようになってきました。全く

今昔の感に堪えません。

　でも最近少し気になることがあるのです。私達科学者は、当然その研究を所謂科学的方

法で進めます。老化をそのように眺めると、ある一つの方向への変化として捉え、その機

構はどうなっているかを解明することがその使命だと考えます。そのような研究発表を読

んでいて、自分のこの40年に経験した変化を顧みると、確かにある歳まではそのよう

な理解で済むようですが、実際に体験する老化はそんなに単純ではないぞ、もっと起伏に

富んでいて、山あり谷ありで、目標もあるようでないようなものではないかと、思えるの

です。多くの人が80歳を越すようになってきた我が国の現状を見ますと、私のような

経験をする人が増えてきているのではないでしょうか。そこで、私達は今世界で行われて

いる科学的老化研究のもう一歩先を考えなければならないのではないか、と思うように

なったのです。

　そんな思いで、この特集では、科学的研究だけでなくより広い範囲から老化を論じてい

ただきました。この特集を通じて、このような私のような迷いを解く鍵が得られ老化の研

究に新たな展開が見られるようになれば幸いです。
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1．百寿者研究の目的

　人間の老化には、1）生物学的な老化、

2）生活環境内での老化という2つの面

があります。加齢に伴い機能低下が起こる

ことは避けられません。加齢に伴いどのよ

うに機能が低下するのか？ どうして起こ

るか？ どうすれば予防できるか？ などの

謎を解くことが老化科学の重要なテーマで

す。一方、人間は家庭などの社会環境の中

で老化していきます。加齢により起きる機

能低下に高齢者本人とその周りの方がどの

ように納得して適応していくかも幸せ感の

高い高齢期を迎える上で重要であると考え

ています。ヒトの長寿モデルである百寿者

を対象に、1）ヒトの加齢現象、2）長寿

に関連する要因（遺伝子、環境）、3）加

齢に伴う機能低下に百寿者とその家族がど

のように適応してきたかを明らかにする事
＊慶應義塾大学医学部内科・老年内科（高齢者医療）

百寿者調査よりみたヒト長寿科学
広瀬信義＊

要　旨：百寿者は健康長寿を達成した人と考えられ、これまでに世界中で
様々な研究がなされてきました。私達の研究グループは、2000年より百
寿者の方を対象に医学調査、心理性格調査、認知機能、生活歴、食習慣、遺
伝調査など多方面にわたって調査を行ってきました（包括調査）。この調査
がいよいよ収穫期に入り、ヒトが歳を取るとどのようになるのかなどが次第
に判りつつあります。ここでは、私どもの結果について紹介します。

がこの調査の目的です。

2．百寿者の病歴

　従来、百寿者は、健康長寿のモデルと考

えられてきました。しかし、ほとんどの百

寿者は、何らかの病気を持っています。最

も多いのが高血圧で、以下、白内障、骨折

などが続きます。糖尿病は、多いと思われ

がちですが、全体の6％ととても少ない

ことが特徴です。百寿者を対象に、彼らが

日本人の3大死因である脳卒中、心臓病、

癌に罹った年齢を調べてみました。80歳

前に罹った人（survivor）、80から99

歳の間に罹った人（delayer）および

100歳までこれらの病気に罹らなかった

人（escaper）の 3群にわけて調べてみ

るとそれぞれ9.6％、26.8％、61.3％

であることが判りました。百寿者は、病気
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にならない方や百寿者でない人が病気にな

るより遅い年齢で病気になる人が多いこと、

つまり老化速度が遅い可能性のあることが

考えられます。

3．百寿者の生化学

　百寿者の体の生化学的検査結果を要約す

ると、1）BMI、アルブミン値、コレステ

ロ ー ル 値 が 低 く 低 栄 養 で あ る、

2）CRPが高く炎症反応が亢進している、

3）血液凝固系が亢進している、4）貧血

傾向にある、5）動脈硬化が少ない、など

の特徴があります。これらの特徴がどのよ

うな関係にあるかを調べるために栄養状態

の影響を検討しました。栄養良好群（アル

ブミン3.6g/dl 以上群）と栄養不良群

（アルブミン3.6g/dl 未満群）で比較する

と栄養良好群では炎症反応が低値で、コレ

ステロールも高く貧血も軽度で、さらに

ADL、認知機能も高いことがわかりまし

た。

4．老化仮説

4.1．老化炎症仮説

　以上のような結果から老化の仕組みとし

て老化炎症仮説を提唱しました。すなわち、

まず、加齢に伴い軽度の炎症亢進が起こり、

それによって、1）栄養状態低下さらに身

体機能の低下、2）血液凝固系の活性化、

3） 貧 血 傾 向、4） 筋 肉 減 少 症

（sarcopenia）など、百寿者に特徴的な

所見が引き起こされるというものです。こ

のことから、炎症反応を抑制すると高齢者

の機能低下が抑えられるかも知れないと考

えています。

4.2． 防御因子仮説、アデイポネクチンの話

　百寿者は、身体の生化学データはあまり

良くないにもかかわらず、大きな病気にな

る年齢が遅いか、病気にならない人が多く、

全体的に元気に生活されていることを考え

ると、百寿者の方々には、病気やストレス

障害を抑える防御因子が一般の方々よりも

多く備わっているのではないかと思います。

私達は、その防御因子の候補として脂肪組

織が分泌するアデイポネクチンに注目して

います。従来、脂肪組織は余分なエネル

ギーを蓄えるだけで何の役割もしていない

と思われていましたが、15年ほど前より、

様々なホルモン用物質（アデイポカインと

呼ばれます）を分泌して糖尿病、動脈硬化、

メタボリック症候群の発症と密接に関わっ

ていることが判ってきました。アデイポネ

クチンは、アデイポカインの一種で、小型

の脂肪細胞（痩せた人）から分泌され、イ

ンスリン感受性を上昇させ、抗炎症作用や

抗動脈硬化作用を示します。百寿者は痩せ

た人が多く糖尿病に罹る人が少ないことか
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らアデイポネクチンが高いと予想したので

す。そのことを実際に調べてみると、女性

の百寿者では、アデイポネクチン量が若年

者の2倍程度高いことが判りました。そ

の濃度は、CRP値（炎症があるかないか

を示す指標です）、HgA1C値（糖尿病の

指標）と有意に負の相関があることが判り

ました。この結果は、アデイポネクチンは、

百寿者でも抗炎症、抗糖尿病、抗動脈硬化

作用を持つ可能性があることを示していま

す。私達は、このアデイポネクチンが百寿

者を生み出す防御因子の一つと考えていま

す。

5．性格の影響

　私達は、性格を五つのドメイン（神経症、

外向性、調和性、誠実性、開放性）に分け

て性格の評価を行う質問紙（Neo-PI）を

用いて、神経症傾向、外向性、開放性（新

しいものを取り入れる）、調和性、誠実性

（きめたことを実行する、几帳面）の五因

子に分けて百寿者の性格を調べ、他の年齢

層のヒトの結果と違いがあるかを調べまし

た。すると、百寿者の1）男性は、開放

性の性格が強く、2）女性は、外向性、開

放性、誠実性の性格が強いことがわかりま

した。こうした性格を持った人は、実際に

どんな方達なのでしょうか。私は、男性は、

“ひょうひょうとしてマイペースで生きて

いく人”で、女性は、“一家の中心として、

家族の世話を一生懸命する人”という印象

を持っています。そして、男女ともに共通

な性格は、“自分の人生に肯定的である”

ということが大きな特徴と考えています。

　何故、性格が寿命に関係するのでしょう

か？ 私のような内科医にとって、医学所

見が寿命に関連することは理解できますが、

性格が何故寿命と関連するかを理解するこ

とはなかなか困難で、まだ明快な結論を得

ることができていません。しかし、百寿者

からお聞きしたいろいろなエピソードや共

同研究者との議論を総合的に考えると、

1）性格遺伝子が寿命へ影響を及ぼす、

2）性格によって構築される人間関係が寿

命に影響を及ぼす、3）性格が自分の健康

維持行動を介して寿命に影響する、4）性

格によってえられる精神的幸せ感の違いが

寿命に影響する、などの様々な可能性を考

えています。しかし、これらは、まだ仮説

ですのでこれから何とか検証していきたい

と思っています。

6．百寿者から超百寿者調査へ

　何故100歳以上の方の調査をするかそ

の根拠については不明です。しかし、実際

に、百寿者の方々の健康状態を調べるとほ

とんどの百寿者は何らかの疾患を持ってお

られ、機能が高いまま百寿を迎えておられ
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る人は、全体の20％に過ぎないことが判

りました。百歳老人は、ヒト健康長寿モデ

ルといえるのでしょうか？  2002年には、

105歳以上の超百寿者は、全国で850

名生存されていました。日本人の10万

人に1人の割です。1897年に生まれた

人達の105歳到達率は、3,000人に1

人でした（100歳到達率は400名に1

人）。さらに死亡率の年齢変動を調べると

105歳を過ぎると死亡率が増加しなくな

ることが判りました。これらのデータをみ

ると、100歳の時点では、適切な医療な

どの助けで生き延びている人が含まれてい

る可能性があるものの、105歳を超える

とさすがに真に長寿の人しか生存していな

いのではないかと考えられます。そこで、

私達は、ヒトの長寿者モデルとしては、

100歳ではなく105歳以上の生存者が

適するのではないかと考え、2002年よ

り105歳長寿者を対象にした調査を始め

ています。その結果、1）アルブミン値の

低下、CRPの上昇など100歳で見られ

る生化学所見が強調されること、2）

100歳で観察される遺伝素因がより強調

されること、3）ほとんどが100歳の時

には元気で自立して生活されていたことな

どが分かりました。つまり超百寿者は、究

極の加齢現象を観察し、長寿遺伝子の同定

に最適の年齢群であることと考えています。

一方、100歳の方は、正常老化の究極像

を見ているものと考えられます。

7．長寿遺伝子競争

　今世界中で長寿遺伝子を明らかにしよう

という競争が激しく行われています。日本

では長寿遺伝子なんてないからやる必要は

無いという考えの方が多くて研究費をいた

だくのに苦労していますが、海外では盛ん

に行われています。長寿遺伝子の解説をし

て終わりにしたいと思います。

7.1．長寿遺伝子とは

　長寿遺伝子があるのか？ないのか？につ

いては、昔から議論の対象となってきまし

た。癌や動脈硬化の危険因子（例えばコレ

ステロール、高血圧は、動脈硬化を起こし

やすくします。喫煙は、癌や動脈硬化を引

き起こします。これらを危険因子といいま

す）がなければ100歳まで生きられると

いう考えと、これらの危険因子が無くても

何か特別な因子（いろいろな病気にならな

いようにする、病気になっても軽くむよう

なもの）が十分にあれば100歳まで生き

られるという考えがあります。この特別な

因子が長寿遺伝子です。私どもは後者の考

えです。実際の所はどうか分かりません。

現在、遺伝子解析の技術が格段に進歩しま

したので、議論しているより、実際に人の
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遺伝子の構造を調べてしまおうという考え

が出てきました。

7.2．どうやって調べるか

　そのために、長寿者と若年群の遺伝子を

比較して、発現の程度に違いのある遺伝子

を見つけることが行われています。すでに、

人の全遺伝子の解析（全ゲノム包括相関解

析）が可能となっており、その技術を用い

ていろいろな疾患の原因遺伝子が見つけら

れています。長寿遺伝子もこのような全ゲ

ノム包括相関解析法を使って探索されてい

ます。

　最後に、長寿者として誰を対象にする

か？という問題がありますが、私達は、　

既に述べた超百寿者（105歳以上の方）

が最適と考えて解析を行っています。

7.3．海外の動向

　現在、以下のような長寿遺伝子研究が世

界規模で実施されています。

（1）まず、米国のPerls らは、欧米の百

寿者5,000人を集めて全ゲノム包括相関

解析を行っていますが、この結果は、私達

が日本の超百寿者を対象にしておこなって

いる全ゲノム包括相関解析の結果と比較す

ることとなっています。これにより人種に

共通する普遍的な長寿遺伝子が同定できる

かも知れません。

（2）米国のTopol らは、慢性疾患がな

く服薬をしていない80歳以上の人

（Welldery）を対象にして全ゲノム包括相

関解析をおこなっています。これにより長

寿ではなく健康長寿の遺伝素因が同定でき

るかも知れません。

（3）110歳以上の方を集めて全ゲノム

包括相関解析がおこなわれています。

Perls らは、120名以上の110歳以上

の長寿者のデータを収集しています。この

試みは、とても大変なことです。実際、日

本には、110歳を超えた長寿者は、たっ

た40名程度しかおられないことからも

この研究の困難さがお判りいただけると思

います。それでも、私達は、これまでに海

外の長寿者を含めて50名の110歳以上

の方のご協力を得ました。

（4）イタリアの Franschesci らは、

EU11カ国13施設で90歳以上の同胞

を集めて分析をおこなっています。このよ

うに、現在、世界中で長寿遺伝子の同定が

試みられています。

　これらの世界での長寿研究の動向をまと

めると、1）世界規模での比較を目的とし

た大規模な国際共同研究が実施計画されて

いる、2）対象者を110歳といった、よ

り長寿者や健康な長寿者を対象とする研究

が実施されている。3）海外では、長寿遺

伝子同定を目指した激しい競争がおこなわ
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れている、などのことが判りました。こう

した中で私達の超百寿者調査は、330名

の超百寿者（全国の超百寿者は2,000名

程度）にご協力をいただいたこと、詳細な

背景因子（病歴、生活歴、性格、家系、医

学所見など）が調査されていることなど世

界の最先端をゆく長寿者調査であり、その

価値は世界中で評価されています。海外の

研究者から共同研究の申し込みがあるのも

その現れと考えております。

7.4．みつかったらどうするか？

　この遺伝子を持っていたら長生きかどう

かの診断をするということには使いません。

何故、長寿遺伝子が長生きと関係するか？

その仕組みを調べることによって、皆さん

が元気で長生きする秘訣を明らかにするこ

とに使いたいと思っております。

8．最後に

　いままで遺伝子の話ばかりを解説してき

ました。健康長寿達成の秘訣は、遺伝子の

みでないことは明らかです。食習慣、人間

関係、精神的な健康度など様々な要因が関

与していると考えられます。長寿遺伝子を

決めることは、健康長寿達成のほんの第一

歩であることを強調したいと思います。私

達のグループは、現在も105歳以上の方

の調査を行っております。超百寿者をご存

じの方は筆者までご連絡をいただけますと

幸いです。

　また今までのお話をまとめた小冊子を希

望される方はご連絡いただけましたらご郵

送いたします。

　お酒やタバコには税が掛けられていますが、それにはその消費を抑制しようという意味があり
ます。肥満で悩むアメリカでは、甘味飲料にも少しの税が掛けられているのです。ところが最近
メイン州とニューヨーク州でもっと重い税を掛けようという話が出ているのです。エール大学の
Kelly Brown とニューヨーク市の保険局長のThomas Frieden は 1オンス当たり1セントの
税で人々の体重が1kg減るだろうと試算しています。しかし、英国の食品局の前所長 John 
Krebs は、これは酒やたばこのように間接的影響のあるものとは違い、簡単には受け入れられ
ないだろうと批判的です。 （Tom）

UPFRONT: Fight the flab, tax sweet drinks, New Scientist, 18 April 2009, p. 6.

甘味飲料に税を

Random Scope
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1．はじめに

　生物の寿命は、酵母、ゾウリムシ、線虫、

ショウジョウバエ、マウス、猿、ヒトなど

で、詳細に研究されており、共通点と差異

点の把握が重要である。細胞レベルで見る

と、DNA時計と言われる細胞分裂が個体

寿命の基本にあり、分裂終了細胞群で構成

される線虫やハエの寿命は、さらに細胞障

害死が決定的になる。

　ヒトと大きな違いがある鶏でも、胚の

3.5 日目ではヒトの35日目とそっくり

である。21日目に卵から孵ったひよこは

すぐ動き回り、翌日からえさを自分で食べ

始める。半年後には家族を作り、卵を生み

始める。その卵はまたひよこに孵る。こう

して命は続いていく。しかし、親はやがて

　＊徳島文理大学　香川薬学部　教授、JST徳島サテライトアドバイザー（寿命の細胞学）
＊＊徳島文理大学　香川薬学部　准教授（シグナル伝達の生化学）

生物の寿命：その再生力と起源
三井洋司＊、高橋知子＊＊

要　旨：寿命のない細菌から進化して、我々の体の細胞は寿命をもつように
なった。それは線状DNAが複製する際にテロメア末端をコピーできない問
題から生じる。生殖細胞や胚性幹細胞はテロメラーゼを充分持ち、テロメア
を再延長、維持して寿命をもたない。しかし組織幹細胞はやがて枯渇し、個
体寿命に到る。今や遺伝子導入や化学物質で体細胞を万能細胞のように再生
できる技術が開発され、再生した組織の移植は個体寿命を選択できる時代を
もたらした。

老化し、寿命が尽きる。こうした生殖細胞

を通じた命の継続性と体細胞からなる個体

の寿命に関して、ヒトと鶏で大して変わる

事はない。（写真図1）

　その本質を細胞の寿命と再生力の視点か

らとらえ直してみよう。

2．細胞に分裂寿命　

　ゾウリムシは、細胞分裂で増える単細胞

生物である。時々タイプの異なる細胞間で

接合する。その接合は核の交換と融合を伴

うので、有性生殖の原点にあると言われる。

しかし、充分なえさと空間があれば、接合

しないで分裂を続ける。こうした分裂の回

数は、カウントされているようだ。接合で

生まれた娘細胞を出発点にすると、その後
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約 50回分裂までは未熟期と言われる。

成熟期を経て老衰期に至り、600回分裂

頃には分裂不能になり死滅する。この間、

未熟期や老衰期では接合能力が失われる。

こうした過程は、分裂の回数のみで規定さ

れており分裂加齢と呼ばれる。その寿命は

同じ遺伝子集団すべてに現れるので、ク

ローンの分裂寿命とも言われる。しかしそ

図2　ゾウリムシのクローン寿命

図3　ヒト血管内皮細胞の寿命

図1　命の継続性
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の機構はまだ分かっていない。（写真図

2）

　さて、我々ヒトの体から分離してきた細

胞、例えば、皮膚の繊維芽細胞とか血管の

内皮細胞にも、同様なクローンの分裂寿命

がある。実際、人間のへその緒の血管内皮

細胞を単離してシャーレ中で培養し、それ

らの分裂回数を数えていったところ、しだ

いに増殖速度が遅くなり、ついには74

回分裂で増殖が停止した。分裂寿命は、

74回というわけだ。皮膚繊維芽細胞も、

20代の人由来では約50回、高齢者では

25回程度が分裂寿命と成る。つまり、高

齢者の細胞では分裂余命が短い訳である。

（写真図3）

3．分裂寿命はテロメア短縮が起因

　ヒトの細胞が分裂寿命をもつ理由は、

50年近く謎であったが、ついに一端が解

明された。それは染色体の末端にあるテロ

メアという領域が、細胞の分裂毎つまり

DNAの複製時にコピーされず、短縮して

しまう事からきている（それはDNAの末

端複製問題と言われて、線状のDNAでは

必ず起こってしまう現象だ）。テロメア領

域は遺伝子情報としては意味の無い6個

の塩基（塩基とは一般にDNAの暗号を記

載する4種の記号のひとつずつを指す）

ユニットが数千回も繰り返した構造をもつ

（写真図4）。そして分裂毎に娘細胞の染

色体には、およそ30ユニットづつ短く

なったDNAが生じる。しばらくは問題な

いのだが、細胞分裂が繰り返されてテロメ

アが極端に短くなると、細胞分裂が停止す

る。これは、更にDNA複製を続けると、

意味の有る遺伝子が削られる可能性が出て

くるし、DNA構造の異常が察知されて、

間違えた修復酵素が働く結果、染色体融合

図4　DNA複製ごとにテロメアの短縮
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等の異常が生じ、がん化が起こったり、細

胞死が誘導されてしまう。

　実際、この異常が起こる前の分裂停止は、

長年、研究されていた細胞老化の実体であ

り、培養された細胞だけでなく体内の細胞

で起こっている。実際のところ、細胞がん

化の防止機構の一つではないかと言われる

（写真図5）。

4．寿命の起源は生物の進化に由来

　こうした細胞の分裂寿命、ひいてはテロ

メア末端の短縮は、細菌等初期の生物では

起きていなかった。原核生物（細胞核を持

たない）と呼ばれる初期の生物では、その

DNA構造が線状ではなく環状である為、

複製の末端問題が生じなかったのである。

真核生物に進化して、線状DNAを持つよ

うになった単細胞生物では、この問題を別

のシステムで解決出来るようになった。即

ち、一旦短縮したテロメアを再延長、又は

長さを維持する機構である。それはRNA

ウィルス等が一般に持っている逆転写（す

なわち、通常はDNAからRNAが転写さ

れて情報が読みとられるのに対して、

RNAを基にDNAが出来ること）という

機構を導入したものである。この機構を担

うのが、テロメラーゼという逆転写酵素と

鋳型と成るRNAの複合体である。この

RNA・酵素複合体の働きで、テロメアの

繰り返し構造が再延長される（写真図6）。

　テロメア長はバランスが取られて、一定

の長さに維持される結果となる。実際、テ

トラヒメナの様な単細胞生物は、真核生物

でテロメラーゼ活性を豊富に持ち、分裂の

図5　テロメア異常と細胞がん化
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無限寿命能を保持する。更に進化した多細

胞生物で、有性生殖をする我々の体では、

このテロメラーゼを保持しているのは生殖

細胞であり、普通の体細胞はその機能を封

印してしまった。其れが即ち、がん化の抑

制に貢献する細胞老化であり、寿命である。

　受精卵から分化が始まって生殖細胞と体

細胞とに分かれる以前の細胞は、発生初期

の細胞だから、いろいろな細胞に成れる能

力を持つ幹細胞と呼ばれる。特に、胚性幹

細胞は、先程のテロメラーゼを充分保持し、

無限寿命と再生分化能力をもつので、万能

細胞とも言われるが、発生後の体には存在

しない。

　一方、発生が更に進んで各臓器が形成さ

れた中に、未分化な幹細胞が組織幹細胞と

呼ばれて存在する。この細胞にはテロメ

ラーゼがあるけど、活性が充分高くない為、

細胞の分裂寿命は長いものの有限であり、

結局は細胞が枯渇して、分化細胞が不足し

てくる。

5．細胞の再生力

　組織幹細胞には、造血幹細胞、神経幹細

胞、表皮幹細胞、腸上皮幹細胞など多彩な

ものが知られるようになった。現代におけ

る超高齢者には、この組織幹細胞が枯渇し

てきた結果、細胞供給の不足が起こり、い

ろいろな臓器で老化症状が顕われる。　組

織幹細胞の枯渇には、こうした必然性があ

るものの、その枯渇を促進する要因として、

遺伝子が関与することは当然だが、テロメ

ア末端を不安定にする環境因子（電離放射

線、紫外線、酸化ストレス、ホルモン類似

物質、化学物質など）も働いて、個体の寿

命を左右している。

　いずれにしても、組織幹細胞を寿命が無

いようにするか、ずっと供給出来るならば、

組織は再性能を維持出来るのであろう。

　我々自身の研究例を挙げて、対応例を示

す事にする。分裂寿命を示す血管内皮細胞

や、皮膚繊維芽細胞等について、テロメ

ラーゼが働いていないので、その遺伝子を

図6　テロメラーゼが働くとテロメア反復が再延長！
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強制発現させる遺伝子導入を施した結果、

それらの不死化細胞を樹立する事に成功し

ている。しかもその不死化したヒト血管内

皮細胞を、動脈硬化モデルのラットの血管

内に移植して生着させ、動脈硬化に伴う血

管内膜の肥厚を抑制する事を実証している

（写真、図7）。

6．再生はどこまで、可能か

　老化の制御としては、遺伝子導入した細

胞をヒトに移植するのは、広く世間に認め

られる事は難しいであろう。実際は、体細

胞から幹細胞のような細胞をつくる技術が

開発されれば、良い訳だ。翻って、プラナ

リヤ等の下等生物は、体のどの一部からも、

全体が再構築される。

　つまり、体細胞の万能細胞化である。哺

乳動物でそれに成功したのは、クローン羊

ドリーをはじめとする一連のクローン動物

である。この際には、体細胞を脱核した卵

子との融合を必要としたが、京大のグルー

プは卵子を使わず、体細胞に4個の特定

遺伝子を導入する事によって、言わば万能

細胞化（正確には iPS化、つまり多能性

幹細胞に誘導したという）に成功した。こ

れを機に遺伝子を導入しない方法の開発、

及び、特定細胞、組織への再誘導の研究が、

世界的に活性化された。

　我々の研究室でも、繊維芽細胞からの

iPS細胞化、さらに胚性幹細胞からの拍

動心筋細胞への分化等に、成功するに至っ

ている。

7．おわりに

　ヒト体細胞からヒト個体を作る研究は禁

止されているが、マウスでは体細胞から個

体が出来たように、今後このような技術の

開発が更に進めば、移植用のヒト幹細胞や

臓器が作成される事も夢ではない。

　こうした時代に生きる我々、ヒトの寿命

は、科学の粋を極めれば、現代の最大寿命

よりも、ずっと延長することが可能であろ

う。

　しかし、どのようにして、どれほど寿命

を延長したいかは、将に我々一人一人が、

人生をどのように考え、生き抜きたいかと

いう、自身の思想につきあたる。

　寿命選択の時代が到来した今、結局、真

剣に問われるのは、どのように生きたいか、

図7　 ラット頚動脈内に移植後のヒト不
死化血管内皮細胞
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どのように死にたいかであることを再認識

する必要に迫られる。
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　我々は北朝鮮の再度の核実験で大きなショックを受けています。そしてこの核開発を何とか止
めさせようとしています。今度の核爆発も予告されていましたし、それに対応して世界中に配置
されている核実験探知のためのモニターが微小な地震波を検知し、その爆発の大きさも推定する
ことが出来ました。これはある意味では秘密下には実験が行えないことを示したという意味では、
探知システムが完成していることを世界に示し、警告を発したことになります。
　しかし、それは本当に核爆発だったのでしょうか？　核爆発ではそれが地中で行われても微量
の放射性物質の漏洩が避けられないものです。前回の2006年の北朝鮮の実験でも僅かですが
それが検出されています。ところが今回はそれが全く検出されないのです。爆発そのものは
2006年のものより明らかに大きいのです。唯一の考え方はより大きな爆発の結果岩石が大き
く融解し、放射性物質を閉じ込めてしまったというものですが如何でしょうか。実験を確認する
には矢張り査察するより方法はないようです。 （Tom）

Daniel Clery: Verification experts puzzled over North Korea’s nuclear test. Science 
324, 1499 (2009)

北朝鮮の核実験は本当か？

Random Scope
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1．アンチエイジングとは

　　－楽しい運動でアンチエイジングを－

　アンチエイジングとは老化を自然現象と

して捕らえ、現代の抗加齢医学で開発され

た有用な手段を用いて個人のライフスタイ

ルを組み立てる手助けをするためのもので

す 1）。

　まず、加齢とともに気力や体力が減少す

るだけでなく、目に見えて筋力の衰えが感

じられるようになります。このように運動

機能が衰えると身体能力が衰えるだけでな

く筋肉で代謝されていた糖や脂肪も燃焼さ

れなくなり、糖尿病や肥満などいわゆるメ

タボリックシンドロームの様相を呈するこ

とになります。よって、年を重ねれば重ね

るほど運動することが大切になってきます。

ですから、日頃からみんなで楽しく運動を

し、生活習慣を見直して死ぬまで健康で生

　＊京都府立医科大学消化器内科准教授（活性酸素病態・食品健康科学）
＊＊京都府立医科大学消化器内科教授（消化器内科、活性酸素病態）

アンチエイジングとは
南山幸子＊、吉川敏一＊＊

要　旨：20世紀までの医学は治療のための医学であり、延命のための医学
であったが、21世紀は予防医学が重要視されるようになり、患者のクオリ
ティーオブライフ（QOL）を高めるような抗加齢医学が注目されています。
本稿では抗加齢における身体運動の重要性を中心に述べたいと思います。

活しましょう 2）。

2．健康作りのための身体運動

　厚生労働省により策定された健康づくり

のための運動基準2006では最新の科学

的知見に基づき、国民の健康の維持・増進、

生活習慣病の予防を目的とした望ましい身

体活動・運動及び体力の基準が示されてい

ます。

　図1にはエクササイズとそれに相当す

るメッツ数を示しています。健康作りには

3メッツ以上の運動を習慣づけることが

大切です。健康づくりのための運動基準

2006の目的は、国民の身体活動・運動

の改善を図り、国民が生活習慣病に罹患せ

ずに、健康な生活を送るために、最新の科

学的知見に基づき、国民の健康の維持・増

進、生活習慣病の予防を目的とした望まし



特集／老化の研究：元気で長生きするために 297

特集／老化の研究：元気で長生きするために

い身体活動・体力の基準を示すことです。

3．身体活動と生活習慣病

　運動・身体活動と生活習慣病や総死亡率

に関する科学的研究は、この4半世紀に

図1　エクササイズとそれに相当するメッツ数
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急速に発展し、冠状動脈疾患ばかりでなく、

糖尿病などの生活習慣病罹患に対する身体

活動・運動の予防効果が科学的に明らかに

されています。運動基準2006の特徴は、

生活習慣病を予防する観点を重視して、

（1）内外の文献を精査し、身体活動量・

運動量・体力（最大酸素摂取量）の基準値

をそれぞれ示したこと、（2）生活習慣病

予防と筋力を含むその他の体力との関係に

ついても検討したことだといえます。

　人が体を動かすことを総じて“身体活

動”と言い、身体活動は、健康増進を目的

として余暇時間などに行われる活動である

“運動”と、生活を営む上で必要な活動で

ある“生活活動”に分類することができま

す。①身体活動としては23METs・時／

週（強度が3METs以上の活動で1日当

たり約60分。歩行中心の活動であれば

1日当たり、およそ8000～10000歩

に 相 当 ）、 ま た、 ② 運 動 と し て は

4METs・時／週（例えば、速歩で約60

分、ジョギングやテニスで約35分）を

基準としています。なお、③健康づくりの

ための性・年齢別の最大酸素摂取量の基準

値（ml・ kg‒1・分‒1）として、以下の表

のような基準が定められています。

　ここで注意が必要です。運動基準を満た

す者は生活習慣病にならないわけではあり

ません。基準を満たさない者と比較して生

活習慣病の発症やそれらによる死亡のリス

クが統計学的に20～50％程度低いと考

えるべきです。また、身体活動量、運動量、

体力の基準がそれぞれ示されていますが、

全ての基準を満たさなくても、どれか一つ

の基準を満たせば生活習慣病の発症やそれ

による死亡の危険率を減らすことができま

す。したがって、生活習慣病の予防を目的

とした運動を始めようという方は、まず①

～③のうちのいずれかの基準を満たすこと

から始めればよいでしょう。そのためには

毎日少しでも多く歩くにはどうすれば良い

のかという何気ない工夫も大切です。いつ

もより一つ遠いお店に行くとか、一つ手前

の駅で降りるとか、家事をこまめにすると

か、といったようなことです。

　さらに、筋力トレーニングも非常に重要

になってきます。というのは、食べたもの

が消費されエネルギーに変えるのに、骨格

筋の量が多いほど効率よくエネルギーが産

生されるからです。

4．メタボリックシンドローム

　糖尿病などの生活習慣病は、それぞれの

病気が別々に進行するのではなく、おなか

のまわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪



特集／老化の研究：元気で長生きするために 299

特集／老化の研究：元気で長生きするために

型肥満が大きくかかわるものであることが

わかってきました。

　内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血

圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を

あわせもった状態を、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）といいます。

　内臓脂肪が過剰にたまっていると、糖尿

病や高血圧症、高脂血症といった生活習慣

病を併発しやすくなってしまうのです。し

かも、「血糖値がちょっと高め」「血圧が

ちょっと高め」といった、まだ病気とは診

断されない予備群でも、これらが併発する

ことで、動脈硬化が急速に進行します。

　日本人の三大死因は、がん、心臓病、脳

卒中ですが、そのうち心臓病と脳卒中は、

動脈硬化が要因となる病気です。メタボ

リックシンドロームになると、糖尿病、高

血圧症、高脂血症の一歩手前の段階でも、

これらが内臓脂肪型肥満をベースに複数重

なることによって、動脈硬化を進行させ、

ひいては心臓病や脳卒中といった命にかか

わる病気を急速に招きます。メタボリック

シンドロームによって引き起こされる病気

発症の危険性は、危険因子の数と大きくか

かわっており、危険因子の数が多くなるほ

ど危険度は高まります。例えば心臓病の場

合、危険因子がない人の危険度を1とす

ると、危険因子を1つもっている場合は

5.1 倍、2つもっている場合は5.8 倍、

3～4個もっている場合では危険度は急激

に上昇し、なんと35.8 倍にもなります

（図2）。

　2008年 4月から厚生労働省の取り決

めで40歳以上の人に義務づけられたメ

タボ健診は、新しい健康診断制度で、特定

健康診査と特定保険指導のことをいいます。

厚生省では、メタボ健診を実施することで、

脳卒中や心筋梗塞などの生活習慣病の原因

となっているメタボリックシンドローム

（内臓脂肪症候群）を防ぎ、医療費を削減

するのが目的です。その背景には、現在、

日本ではメタボ該当者数は約940万人、

メタボ予備軍となると約1,020万人で、

合わせて約1,960万人と推定されている

からです。メタボ健診の特定健診は、40

～74歳の人（妊婦などを除く）が対象と

なっていて、腹囲、血圧、血糖値、コレス

テロール値の4項目の検査がおこなわれ

ます。メタボ健診（特定健診・保健指導）

図2 危険因子の保有数と心疾患の発症危
険度
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の実施は、医療保険者に義務付けられてい

て、受診者が少なかったり、指導効果がみ

られなかったりすると、その保険者に罰則

として高齢医療制度への支援金が増額され

ます。またメタボ健診の受診は、組合健康

保険などの被用者保険の加入者は組合健康

保険など被用者保険の加入者は職場等で受

診でき、専業主婦など被用者保険の扶養家

族は、被用者保険の健診の対象者となり、

職場まで行けない場合は、組合健保等に受

診券を発行してもらい、国民健康保険の健

診を受けられます。国民健康保険の加入者

は地元で受診することになります。

　内臓脂肪の蓄積は腹囲（へそ周り）を測

定することにより判定できます。男性　

85cm以上、女性　90cm以上です。

（男女ともに、腹部CT検査の内臓脂肪面

積が100cm2 以上に相当）

　内臓脂肪の蓄積をチェックします。肥満

の判定によく用いられるBMI（体格指数）

ではなく、腹囲で判定します。

　腹囲はズボンやスカートなどのウエスト

の位置ではなく、おへその高さで、衣服を

着けない状態で測ります！立った姿勢で、

息を吐いて、へその位置に巻尺を水平に巻

いて測定します。

　内臓脂肪の蓄積に加えて、下記の2つ

以上の項目があてはまるとメタボリックシ

ンドロームと診断されます。

5．無理なく内臓脂肪を減らす

　内臓脂肪を減らすためには、日頃から体

を動かす習慣を身につけておくことが大切

です。活発な身体活動を行うと、消費エネ

ルギーが増えたり、身体機能が活性化した

りすることにより、血糖や脂質がたくさん

消費されるようになり、内臓脂肪が減少し

やすくなります。その結果、血糖値や脂質

異常、高血圧が改善されて生活習慣病の予

防につながります。

　例を示すと、中等度の有酸素運動（「や

やきつい」と感じる程度の運動強度（心拍

数が100‒120拍／分、最大酸素摂取量

の50％程度））を30～60分 3 ヶ月間

続けたときのデータを見てみると劇的に内

臓脂肪が減少することがわかりました。運

動を実施する上での注意点としては、準

備・整理運動は十分に行うこと、メディカ

ルチェックを受け、虚血性心疾患・心不全

などの心血管合併症がないことを確認し、
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運動療法の可否を確認した後に、個人の基

礎体力、年齢、体重、健康状態などを踏ま

えて運動量を設定する必要があります。ま

た、高血圧症の改善には運動療法だけでな

く、食塩摂取量やアルコール摂取量の制限、

禁煙などとの併用療法がより効果的といえ

ます。最近の研究報告では、1回30分

でわずか週2回程度の有酸素運動の実施

でも降圧効果があるという結果や、1日

8,000歩程度の身体活動を3ヶ月実施し

た場合でも軽症高血圧患者に対して降圧効

果が得られたという報告もあります。さら

に運動療法は、1週間あたりの総運動時

間あるいは総消費カロリーで設定すること

が適当であるといわれています。例えば、

1回の運動時間を長く設定し、1週間の

運動回数を減らすか、運動強度を低く設定

し、1週間の運動回数を増やすなどの設

定を個人に合わせて考えることができます。

　また、運動によって消費エネルギーが増

加し、体力が向上すると、生活習慣病にか

かりにくくなります。さらに、転びにくく

なるなどの効果や、転倒によって骨折し、

介護が必要となることを防ぐ効果もありま

す。

　食べ過ぎや欠食などの乱れた食生活は、

内臓脂肪をためる原因になります。これを

防ぐためには、食生活の改善が欠かせませ

ん。バランスのとれた適切な量の食事を心

掛けるとともに、食事をする時間や食べ方

などにも注意し、1日3食規則正しく食

べましょう。

　バランスの良い食生活を実践するための

目安として農林水産省・厚生労働省「食事

バランスガイド」（図3）が示されていま

す。このバランスガイドブックで一度

図3　厚生省食事バランスガイド
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チェックしてみてはいかがでしょうか？

　「百害あって一利なし」といわれるたば

こは、多くの有害物質を含み、健康にさま

ざまな悪影響をおよぼします。喫煙は、が

んにかかりやすくするだけでなく、動脈硬

化を進行させ、脳卒中や虚血性心疾患のリ

スクも高めます。

　メタボリックシンドロームの予防には、

禁煙を実行しましょう。禁煙には、本人の

努力だけでなく、まわりの人のサポートも

大切です。

　たばこの害は、肺がんをはじめとして、

咽頭がん、食道がん、胃がんなど多くのが

んや、脳卒中、虚血性心疾患、歯周病、さ

らには生まれてくる子供への影響など、数

え上げればきりがないほどです。たばこの

害は、吸う人はもちろん、吸わない人にも

およびます。

　たばこが健康に悪いと思っていながらも

やめられないのは、たばこはニコチン依存

と心理的依存の2種類の依存を生むから

です。ニコチン依存は、たばこ煙に含まれ

ているニコチンという依存性薬物への依存

です。心理的依存は、たばこを吸うことが

日常生活の中に組み込まれ、習慣化した状

態の依存です。

　すでに、糖尿病や高血圧症、高脂血症に

なっている場合には、生活習慣の改善に加

えて、薬によるコントロールが必要なこと

もあります。治療で必要な薬は医師と相談

の上で適切に使用しましょう。「薬を飲め

ば安心」ではなく、生活習慣の改善をあわ

せて行うことが大切です。

　そしてもう一つの提案としてサプリメン

トの摂取があります。多くのサプリメント

がドラッグストアーなどで所狭しと売られ

図4　100Kcal に相当する身体運動（運動・生活活動）
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ていますが、どんなものでも摂取すれば良

いというわけではありません。大学や公的

機関などでしっかりとしたデータが取られ

ているものを目的に応じて選ぶ必要があり

ます 3）。そうしないと、かえって肝障害な

どを引き起こすケースも多く見られます。

　腹囲を1センチメートル減少させるに

は7,000kcal のエネルギーを消費させる

図5　100Kcal に相当する食品および嗜好品
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　日本人の健康寿命は世界一であるといいますが、これを支えるのに貢献している最大のものの
一つは食事でしょうか。その日本人の食生活になじみの深いものにコウジキン（麹菌＝コウジカ
ビ）があります。その遺伝情報のすべてに関わるゲノム情報解析の報告は数年前2005年のこ
とですが、日本の多数の研究者の協力の賜物でしょう。ところでコウジキンは「国菌」だという
ことを私はこれまで迂闊にも知りませんでした。2006年の日本醸造学会で認定されたそうで
す。日本を代表する生物はいろいろあることはご存じでしょう。国花はサクラ、鳥はキジ、魚は
アユ、チョウはオオムラサキですが、これに菌としてコウジキンが加わったわけです。酒、味噌、
醤油、それに味醂や酢など、考えると確かに日本人の食事を支える数々の食材がコウジキンの働
きによっていることが思い浮かびます。現代の日本では、手軽に古今東西のあらゆる食事ができ
るようになっていますが、日本古来の醸造食品・食材とコウジキンなどいろいろな有用微生物に
あらためて目を向けるのもいいのではないでしょうか。 （Kurin）

農芸化学と産業－ “国菌 ” コウジキンの研究、化学と生物、47，499（2009）

健康寿命を支える役割の一端を担うコウジキンは「国菌」

Random Scope

必要があります。7,000kcal のエネル

ギーを使い切るには42.195kmのフル

マラソンを3回走る必要がありますが、

この方法はかなり非現実的と思われます。

そこで、1センチメートルを3ヶ月で減

らすとすると、一日当たり475kcal 減少

すればよいことになります。そこで、目安

として100kcal に相当する運動を図4

に、食事および嗜好品を図5に示します。

6．おわりに

　アンチエイジング対策として個人個人に

あった適切な運動が大切であることを述べ

ました。しかしながら、肥満の人は身体活

動を増やすよりも、カロリー制限の方が望

ましいと言われています。激しい運動をし

て外傷などを起こす危険を考えると、ハン

バーガーを食べてしまってランニングマ

シーンを利用するより、その後のダブル

チーズバーガーを1回抜く方が良いだろ

うというコメントを南カリフォルニア大学

のSohal 教授らが論文 4）に基づいて発表

しています。反対に、過剰なカロリー制限

も良くないことはいうまでもありません。

これらを参考にしながら、楽しく、心豊か

な日々を送ろうではありませんか。

参考文献

1） 吉川敏一：いくつになっても年を取らない
9つの習慣　出版：扶桑社（2008）

2） 吉川敏一：アンチエイジング教室　出版：
毎日コミュニケーションズ（2008）

3） 機能性食品の辞典：編集／荒井綜一／阿部
啓子／金沢和樹吉川敏一／渡邊昌　出版：
朝倉書店（2007）

4） Sohal RS et al.: Life span extension in 
mice by food restriction depends on 
an energy imbalance. J Nutr. 139 (3), 
533-539 (2009)
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「生老病死」は諸行無常である

　私は、鹿児島で高野山真言宗の烏帽子山

最福寺という寺をやっている、真言密教の

行者です。毎日、衆生救済と世界平和を祈

念して、炎の高さが3メートルにもなる

護摩行を勤めています。

　ここ20年間、私は各地の大学医学部

で非常勤講師として、仏教からみた生命倫

理、医療倫理について講義をしています。

仏教者が医学部で講義をすることに違和感

を感じる方もおられるかと思いますが、も

ともと仏教と医療は、お釈迦さまの時代か

ら、切っても切れない関係にあります。

　仏教の根本思想の1つに「諸行無常」

があります。『平家物語』の冒頭の「祇園

精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」でも

有名な言葉です。この「諸行無常」という

言葉は、人間をはじめ、すべての生命のい
＊烏帽子山最福寺法主、高野山真言宗伝燈大阿闍梨・大僧正、医学博士

仏教からみた老いといのち
池口惠觀＊

要　旨：仏教では「生老病死」を人間が避けることのできない「四苦」と位
置づけ、その苦しみから衆生を救うところに、仏教の大きな役割があると考
えられている。そして、仏の教えにかなった正しい生き方をすることによっ
て、人間は「四苦」を乗り越え、救われると説いている。弘法大師空海の
「即身成仏」の教えにそって言えば、人間は仏の子として、世のため人のた
めに全身全霊で生きることが、結果的に幸せな長寿につながるのである。

のちには限りがある、という無常観を表し

たものです。また、仏教から出た「四苦八

苦」という言葉の「四苦」は、「生老病死」

すなわち「生まれること・老いること・病

気になること・死ぬこと」という、4つ

の人間の根源的な苦しみを表しています。

　つまり仏教では、この世に生まれ、老い

ること、病気になること、いのちに限りが

あることは、人間の本質的な苦しみである、

と位置づけられているのです。「八苦」と

いうのは、その「四苦」に加えて、あと

4つの苦しみがあるということです。そ

の4つは、「憎い者と出会う苦しみ」「愛

する者と離別する苦しみ」「求めても得る

ことができない苦しみ」「迷いの世界に生

きる苦しみ」、この4つです。人生には本

当にさまざまな苦しみがあります。どんな

運命のもとに生まれようとも、四苦八苦の
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苦しみから逃れることはできないのです。

お釈迦さまが求めた衆生を救う道

　お釈迦さまの有名なエピソードの1つ

に、「四門出遊」というお話があります。

「四門出遊」とは、「四つの門から出て遊

ぶ」と書きます。お釈迦さまはいまから

2,500年ほど前、インド北部のシャカ族

の王子として生まれています。将来立派な

王さまとなるよう、宮殿の城壁の中で何

1つ不自由なく育てられました。お釈迦

さまが平凡な王子であったならば、宮殿内

の安楽な生活に満足し、おそらく庶民の暮

らしを知らない、平凡な王さまとして生涯

を送ったことでしょう。

　しかし、お釈迦さまの持って生まれた大

きな器量が、宮殿内の何1つ不自由のな

い暮らしに満足することを許さなかったの

です。そして、お釈迦さまは宮殿の外の世

界を見てみたいと思います。ここに「四門

出遊」の逸話が生まれたのです。宮殿を囲

む城壁には東西南北に4つの門がありま

した。お釈迦さまは東西南北の4つの門

から出て遊んだわけではありません。お釈

迦さまは門の外へ出て、この世における人

間の苦しみを目の当たりにされたのです。

　お釈迦さまは、まず最初の門を出て年老

いた老人に会い、老いることの苦しみを知

ります。次に病人を見て、病気になる苦し

みを知り、その次には死人を見て、死の恐

怖を知るのです。そして、お釈迦さまは最

後の門を出たところで、沙
しゃ

門
もん

すなわち出家

者に会い、修行によって自らこの世の苦し

みを超越し、衆生を苦しみから救い、癒す

道があることを知り、29歳のとき、王家

の後継ぎの道を捨て、出家の道、修行の道

に入られたのです。

　仏教にはさまざまな宗派があります。お

釈迦さま以来、仏教が連綿と説いてきたの

は、衆生がそうした現世の根源的な苦しみ

を受け入れ、乗り越えるにはどうすべきか、

ということです。だからこそ、仏教の教え

には「老いといのち」の問題に関する、深

い洞察が含まれているのです。今
こん

日
にち

、「老

いといのち」の問題は主として医学・医療

の問題になっていますが、それは本来、仏

教の問題でもあります。

　先ほどの祇園精舎というのは、古代イン

ドの資産家がお釈迦さまのために造った仏

教の道場です。そこには今で言うホスピス

のような施設が併設されていたと言われて

います。年老いて病気になり、死を迎えよ

うとしている終末期の人たちは、祇園精舎

のホスピスで、僧侶の法話を聴いたり、読

経の声を聴きながら、苦悩を癒され、従
しょう

容
よう

と死に赴いたのです。祇園精舎では死者が

出ると、鐘が打ち鳴らされました。だから

こそ、祇園精舎の鐘の音は、人間のいのち
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には限りがあるという「諸行無常」の響き

がしたのです。

　要するに、仏教の考え方は、人間がこの

世に生まれてきて、老いて、病気になり、

死んでいくことを、誰も避けることができ

ない「諸行無常」の定めだとし、まずその

苦しみを受け入れるところからスタートし

ています。そして、仏教においては、年老

いて死ぬのは当たり前ですが、現世は来世

とつながっており、たとえ現世は四苦八苦

の世界であっても、死んだら極楽浄土に行

けるよう、この世で一生懸命に祈りなさい、

と説いてきたのです。

仏さまが教える正しい生き方

　仏教思想を簡潔に要約した「七
しち

仏
ぶつ

通
つう

誡
かい

偈
げ

」という詩
し

句
く

があります。「諸
しよあくまくさ

悪莫作　

衆
しゆぜんぶぎよう

前奉行　自
じ

浄
じょう

其
ご

意
い

　是
ぜしよぶつきよう

諸仏教」という

詩句です。現代語に訳せば、「もろもろの

悪をなさず、すべての善を行い、自らの心

を浄めよ、これが諸仏の教えである」とな

ります。

　仏教の教えは、漢字に書くと難しいので

すが、その中身は意外に当たり前のことが

説かれています。たとえば「四
ししようじ

摂事」の教

えです。「四摂事」とは人々を救う4つの

徳という意味ですが、その4つは「布施」

（施しを与えること）、「愛語」（慈愛のこ

もった言葉）、「利
りぎよう

行」（他人のためになる

行為）、「同事」（他人と協力すること）の

4つです。

　また、「八つの正しい道」と書く

「八
はつしようどう

正道」の教えもあります。これは苦し

みを滅するための8つの正しい実践徳目

です。この8つの徳目とは、「正
しようけん

見」（正

しい見解）、「正
しようし

思」（正しい思い）、「正
しようご

語」

（正しい言葉）、「正
しようごう

業」（正しい行い）、

「正
しようみよう

命」（正しい生活）、「正
しようしようじん

精進」（正しい

努力）、「正
しようねん

念」（正しい心の落ち着き）、

「正
しようじよう

定」（正しい精神統一）の8つです。

言われてみれば、すべて当たり前のことで

す。

　仏教は、そうした簡単にできそうな正し

いことを、現実に日常生活の中で実践して

いくことによって、四苦八苦の苦しみを乗

り越えられると説いているのです。実際、

仏教者は、老いと死の苦しみから衆生を救

うために、生前、仏さまに一生懸命祈り、

日々の生活の中で善い行いを重ねれば、極

楽浄土に行ける、地獄に堕ちず天国で仏さ

まになれる、と説いてきたのです。

　古代中国の『易
えききよう

経』には、「積
せきぜん

善の家に

は余
よけい

慶あり」という言葉があります。「善

行を積んだ家には余るほどの慶びが訪れ

る」という意味です。その余るほどの慶び

には、長生きして幸せな最期を迎えられる、

という意味も込められているのではないか

と思います。
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　要するに、仏教の「老いといのち」に関

する考え方の基本は、人生において、仏さ

まを信じ、仏さまに祈りつつ、正しい道を

歩めば、充実した人生を送ることができ、

死の向こう側にも、楽しい世界が待ってい

る、ということです。

　仏さまを信じて一生懸命祈り、日々、世

のため人のために、仏さまの教えにのっ

とった正しい生活をしていれば、ストレス

のない「安
あんじん

心」の境地が得られるのです。

ストレスは長寿の敵だと言われますが、仏

さまの教えにそった正しい生活を実践すれ

ば、現世での長寿を楽しむことができ、や

がて成仏できるというわけです。

空海が唱えた「即身成仏」とは何か

　さて、仏教の考え方を集大成する形で成

立したのが密教で、その究極の教えが、真

言密教の開祖、弘法大師空海、お大師さま

が唱えた「即
そくしんじようぶつ

身成仏」の思想です。

　「即身成仏」とは、この身のまま仏さま

に成ることができる、という意味です。普

通、人間は死んで仏さまになるわけですが、

お大師さまは「この身のまま仏さまに成る

ことができる」と説いたのです。

　仏教にはもともと、「山
さんせんそうもくしつうぶつしよう

川草木悉有仏性」

という考え方があります。つまり、人間は

もとより、動物も植物も、山や川の大自然

も、すべての生命には仏さまの性質が宿っ

ている、という考え方です。密教ではそれ

をもう一段発展させ、「山
さんせんそうもくしつかいじようぶつ

川草木悉皆成仏」

と説いています。人間はもちろん、動物も

植物も、山や川の大自然も、すべて仏さま

の子であり、仏さまの光を持っている、だ

から生きたまま仏さまになることができる、

ということです。

　お大師さまが詠
うた

われた、「阿
あ　じ

字の子が　

阿字のふるさと　たちいでて　またたち帰

る　阿字のふるさと」という有名な歌があ

ります。「阿字」とは、梵
ぼんじ

字の「あいうえ

お」の「あ」に当たる最初の文字で、密教

の中心となる仏さま、大
だいにちによらい

日如来をあらわし

ています。密教においては、大日如来は仏

さまの中の仏さまで、大宇宙・大生命体と

も言うことができる大きな仏さまです。曼

荼羅の中心に描かれているのが大日如来で

す。

　「阿字の子が　阿字のふるさと　たちい

でて　またたち帰る　阿字のふるさと」と

いう歌の意味は、「私たちは大日如来から

生み出されて、大日如来のもとに帰ってい

くのだ」という意味です。

　私たちは仏さまから生まれるのではなく、

お父さん、お母さんの間に生まれてくるの

ではないか、と不思議に思われるかも知れ

ません。たしかに目に見える現象としては

そうです。しかし、まったく異なる星のも

とに生まれた両親が、どういう縁で結ばれ
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るに至ったのか、そこには人智の及ばない

ものがあります。また、私たちが男に生ま

れてくるのも、女に生まれてくるのも、人

智の及ぶところではないのです。さらに、

そもそも生命そのものがどのように生まれ

てきたのか、遺伝子の研究が進んだ現在で

も、根源的な部分はまだわかっていないと

いうことです。

　お大師さまの代表的な著書のひとつ

『秘
ひぞうほうやく

蔵宝鑰』には、こんな言葉があります。

　　 我を生ずる父
ぶ

母
も

も生の由来を知らず。生
を受くる我が身もまた死の所

しよこ

去を悟らず

　「自分を生んだ両親も生命誕生の起源を

知らないし、生を受けた自分もまた死んで

どこへ行くのか悟っていない」という意味

です。

　密教では、それらの不思議をはじめ、こ

の大宇宙のもろもろの神秘を含めて、すべ

ての生命は根源的には大日如来という大き

な仏さまから生み出され、やがてまた大日

如来というふるさとに帰っていくのだ、と

説いているのです。

わが内なる仏性を取り戻そう

　私たちが現世で生きながら仏さまになる

ことができる、すなわち「即身成仏」でき

るのはなぜかと言えば、もともと大日如来

という仏さまの子であり、生まれながらに

して仏性を持っているからであると、お大

師さまは説かれたのです。

　問題は、生まれながら仏性を持っている

私たちが、なぜ四苦八苦の世界に苦しまな

ければならないのか、ということです。

　それはさまざまな煩悩があるからです。

人生の四苦八苦に伴って出てくるさまざま

な悩みが煩悩であります。本来仏性を持ち、

清浄な存在であるはずの人間も、煩悩、す

なわちさまざまな欲望にさいなまれている

うちに、仏性がホコリまみれになって見え

なくなるのです。仏性がホコリにまみれる

につれて、その人の心身は自然に活力を失

い、その人の存在そのものが弱々しくなっ

てくるのです。

　残念ながら、人生に煩悩はつきものであ

ります。お釈迦さまのように悟りを開いた

人ならともかく、衆生は誰しも煩悩にさい

なまれるのです。しかし、仏教には「煩
ぼん

悩
のう

即
そく

菩
ぼ

提
だい

」という言葉があります。煩悩がそ

のまま悟りに通じるという意味であります。

煩悩を1度受け入れて、それを乗り越え

る努力をするところに、新たな道が開ける

という考え方です。

　煩悩を乗り越える努力とは、内なる仏性

を取り戻す努力です。先ほど、すべての生

命は大日如来とつながっていると申し上げ

ました。内なる仏性がホコリまみれになら

ないよう、常に磨いておれば、いつも大日
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如来とのつながりを保つことができ、正し

く清浄な生き方ができるのです。そして、

そういう生き方を誠心誠意続けていれば、

必ずや心身は活性化し、自然に人生も光り

輝いてくるのです。

　心身が弱った状態の生活が続けば、寿命

にも悪影響が出て、老化も早まるかもしれ

ません。逆に、心身が活性化し、楽しい気

持ちで生活ができれば、いつまでも元気で

若々しく、長寿を実現できるのではないで

しょうか。

仏さまの智慧と慈悲をいただく

　では、仏性を磨くにはどうすればいいの

でしょうか。真言密教の行で大切にされて

いるのが、「身
しん

口
く

意
い

」であります。身口意

とは、身体の「身」に「口」、そして意識

の「意」と書きます。行においては、「身」

とは手で印を結ぶこと、「口」とは口で真

言を唱えること、「意」とは瞑想すること

です。この身口意の3つを駆使して行を

勤めることが基本であり、密教では身口意

を3つの秘密「三密」と言って、とても

大切にしています。

　この身口意の三密を一般社会に当てはめ

ると、「身」は文字どおり身体、「口」は言

葉、「意」は心と置き換えることができま

す。つまり、一般社会で身口意を駆使する

ということは、身体と言葉と心をフル回転

させて、世のため人のために全身全霊で

もって生きる、ということです。先ほどの

「四摂事」「八正道」を誠心誠意、実践する

こと、と言い換えることもできるでしょう。

　私たち行者が身口意を駆使して日々苦し

い行を勤めるのは、内なる仏性を徹底的に

磨くことによって、仏さまの智慧と慈悲を

いただくためです。真言密教の世界には加

持祈祷、俗にお加持と言いますが、私たち

行者がお祈りを行うことによって、病気の

人が治ったり、悩んでいる人の悩みが解消

されるということがあります。それは行者

が日々の苦しい行によって仏性を磨いた結

果、大日如来の智慧と慈悲の力を与えられ、

仏さまになり代わって悩める衆生を救うこ

とができる、ということです。

　お加持で難病の人を治すことがなぜでき

るのか、まだ科学的に解明されていません。

しかし、私はこれまでの長い行
ぎようざんまい

三昧の生活

の中で、自分と仏さまが一体化し、全身の

DNAが一斉に奮い立つような経験を何度

も体験したことがあります。その体験を通

して感じたことは、仏さまの慈悲や智慧は

私たちの周りに遍満しており、衆生救済を

願って一心不乱に行に励めば、その仏さま

の慈悲や智慧がいただけるということです。

宇宙のリズムと同調すれば長寿に

　仏さまの力が与えられるのは、行者に
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限ったことではありません。政治家であれ、

経営者であれ、役人であれ、学校の先生で

あれ、医師であれ、エンジニアであれ、ス

ポーツ選手であれ、芸能人であれ、会社員

であれ、主婦であれ、それぞれの分野で、

世のため人のために身口意をフル回転させ、

全身全霊でもって生きている人には、仏さ

まの智慧や慈悲の力が与えられます。その

結果、そういう人は世の中の人に感動や勇

気や癒しを与え、社会を救うのです。

　「仏教からみた老いといのち」という

テーマにそって言えば、自らの内なる仏さ

まを磨き、世のため人のために全身全霊で

生きている人は、仏さまの智慧や慈悲を与

えられて、自ら充実した生活を送ることが

できるだけでなく、周囲の人たちをも明る

い光に包んで、多くの祝福に囲まれながら、

健やかな長寿を実現するのではないか、と

私は考えます。

　仏さまの叡智に感応するということは、

大宇宙のリズムに同調するということです。

人間やその他の動物、植物など、生きとし

生けるものすべては、この宇宙のリズムと

無縁に生きることはできません。宇宙のリ

ズムと同調していれば、心身ともに健全で

あり、生活もスムーズにいき、長寿も実現

できるのです。

　宇宙のリズムと同調できなくなると、心

身のバランスが崩れ、生活のリズムも狂っ

てきます。一旦リズムを崩してしまうと、

取り戻すことは容易ではありません。宇宙

のリズムを取り戻すためには、改めて世の

ため人のために身口意をフル回転させて生

きることが大切ですが、リズムを崩した人

にとっては、生きることが先決で、そんな

余裕はないかも知れません。

　そういう人は、本来人間に備わっている

はずの免疫力、自然治癒力も弱まり、心身

に変調をきたして、寿命にも悪影響が及ぶ

のです。お大師さまは医療についてもさま

ざまなことを書かれていますが、宇宙のリ

ズムと同調できないことに起因する心の病

は、医師の治療や薬では治せない、という

意味のことを言っています。私たちはそう

いう病を霊
れいしよう

障による病と言っています。こ

れはまずお加持、祈りで霊障を取り除いた

あと、医師の治療や薬で治す必要がありま

す。

真言を唱えれば生命力が湧いてくる

　宇宙のリズムを失ったとき、手軽にリズ

ムを取り戻す方法として、私は「真
しんごん

言を一

生懸命唱えなさい」とアドバイスしていま

す。真言とは一口で言えば「短いお経」で

す。それぞれの仏さまにそれぞれの真言が

あります。例えば、不
ふどうみようおう

動明王の真言は「ノ

ウマク　サンマンダ　バザラダン　センダ　

マカロシャダ　ソワタヤ　ウンタラタ　カ
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ンマン」です。また、弁
べんざいてん

財天の真言は「オ

ン　ソラソバ　テイエイ　ソワカ」です。

　真言はサンスクリット語の発音をそのま

ま引用していますから、普通の人には意味

はチンプンカンプンです。しかし、私は日

頃から信者さんに対して、「真言にしても

般
はんにやしんぎよう

若心経にしても、たとえ意味がわからな

くても、その背後に存在する仏さまを信じ

て、心を込めて大きな声で念じ唱えること

が大事です」と説いています。

　真言やお経には宇宙の真理が込められて

いて、その唱えるリズムには宇宙のリズム

が取り込まれています。ですから、仏さま

の力を信じ、一心不乱に真言やお経を唱え

ていれば、いつしか宇宙のリズムと同調す

ることができるようになります。

　要するに、真言やお経は理屈で唱えるも

のではなく、ただ無心に大きな声で唱えて

いれば、仏さまの叡智に感応して、自然に

生命力が湧いてくるのです。日々、真言や

般若心経を真剣に唱えていれば、寿命にも

いい影響を及ぼすのではないかと、私は感

じています。

　私が本日、申し上げたかったことは、内

なる仏さまを信じて、身口意をフル回転さ

せて、全身全霊で世のため人のために生き

ていれば、内なる仏性が磨かれて、自然に

心身が活性化して健康になり、長生きもで

きるということです。それは、この稲盛

ホールを寄贈された京セラの稲盛和夫さん

が常々力説されている「利
り

他
た

の精神」、す

なわち他人を利することに価値を置く生き

方とも通底します。

　いずれにしても、人間が老いること、人

間のいのちに限りがあることは、避けられ

ない宿命であり、そのことに怖れを抱いて

生きるより、世のため人のために誠心誠意

生き抜くことこそ、幸せな人生を送ること

につながり、ひいては長寿を享受すること

にもつながる、というのが仏教の根本的な

教えではないかと、私は思うのです。

合掌

　シンガポールのあるがん患者が親戚を訪ねて米国へ入国しようとしてその人の指紋が読み取れ
ないので入国で問題になったのです。それはどうやらCapecitabine という制がん剤のせい
だったようです。この薬は大腸がんや乳がんの治療に使われていますが、また鼻咽頭がんにも使
われその時に手や足の皮膚が副作用で炎症をおこしてはげるということが起こるのです、問題に
なったのは62歳の鼻咽頭がんの患者でこの薬がよく効いたのですが、指紋が読みにくくなっ
ていて、米国の空港で調査のために4時間も待たされたそうです。 （Tom）

UPFRONT: Missing print?  Expect delays, New Scientist, 30 May 2009, p. 5.

指紋が消える

Random Scope
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　百寿者調査からわかる長生きの秘訣、遺

伝子と長寿の関係、食事や運動などアンチ

エイジングの理論的裏付け、仏教からみた

老いといのちなど、それぞれの立場から講

演していただいた広瀬信義、三井洋司、吉

川敏一、池口惠觀の4氏に、現代養生訓

をテーマにざっくばらんに語り合っていた

だきました。司会と本再録はフリージャー

ナリストの江口敏が担当しました。

100歳まで生きてやろうという意欲

江口　この座談会のタイトルが「現代養生

訓をめぐって」であると言われたとき、ま

ず思い出したのは、江戸時代に貝原益軒が

書いた『養生訓』という本です。講談社学

術文庫からその現代語訳が出ています。貝

原益軒は85歳まで生きた、江戸時代に
＊フリージャーナリスト

現代養生訓をめぐって：座談会
江口　敏＊

パネリスト：
　広瀬　信義（慶應義塾大学医学部講師）
　三井　洋司（徳島文理大学香川薬学部教授）
　吉川　敏一（京都府立医科大学教授）
　池口　惠觀（高野山真言宗傳燈大阿闍梨・大僧正）
司　会：
　江口　敏（フリージャーナリスト）

しては超長寿の人ですが、84歳のときに、

どういう養生をすれば長生きができるかを、

『養生訓』として残したわけです。食事の

ことから、病気、医師の見分け方など、あ

りとあらゆる養生訓が書かれています。本

日ご出席の先生方が最先端医学の面から長

寿を研究され、さまざまな養生法を説いて

おられますが、その基本的な部分は貝原益

軒の『養生訓』に網羅されているような気

もします。

　『養生訓』の中には、「人間は100歳

を上寿とする」という、本日の先生方のお

話と共通する視点もあります。広瀬先生は

ご自身を「百寿者オタク」と自称されてい

るように、百寿者の研究では第1人者で、

日本中の百寿者の方々とお会いになってい

らっしゃるわけですが、養生という観点か
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ら、百寿者の方々に何か共通点はあるので

しょうか。

広瀬　実はそれを明らかにしようと思って

研究を進めているところです。講演でも申

し上げましたが、周りの方と良い関係を

作っていることは、百寿者にとって大事な

ことだと思います。また、百寿者の方々は

これまでにさまざまな大変なことがあった

わけですが、それを乗り越えるスキル（技

術）と言いますか、コツを身につけておら

れるような印象を受けています。長生きを

すれば誰でも、肉親と死に別れたり、思っ

たことができないといった、多くの悲しみ

や苦しみに遭遇しますが、それをどのよう

に乗り越えてこられたのか、その共通項の

ようなものを探っていきたいと考えていま

す。

江口　先ほどの講演の中で、百寿者の中に

は大病を体験した人が少ない、というお話

がありましたが、若いうちから健康に気を

遣い、病気にならないということは、長寿

の1つの秘訣なんでしょうね。

広瀬　ご家族にお話をうかがうと、百寿者

の方々には若いときから健康に気を遣われ

ていたという方が多いようです。また、

100歳になる前から、100歳になって

やろう、という意欲を持っていらっしゃっ

たようですね。100歳まで長生きをする

ためには、長生きして何かをしてやろうと

いう意欲がないと、なかなか難しいのでは

ないかと思います。それから、青森の

108歳の女性をお訪ねしたことがありま

す。ご承知のように、青森は脳卒中の多い

県ですが、そのご家系は脳卒中の方がほと

んどおられません。詳しくお話をうかがっ

てみると、そのご家系は、身体のどこかを

ちょっとぶつけると、すぐに青あざができ

る体質だということです。もともと血液が

サラサラなのです。最近、脳卒中を予防す

る、赤血球をサラサラにする薬が出てきて

いますが、昔は、生まれつき血液がサラサ

ラな遺伝的エリートでないと、脳卒中を免

れることはできなかったのです。そのご家

系は遺伝的エリートだったわけです。最近

は脳卒中にしても、糖尿病にしても、いろ

んな良い薬が出てきていますから、適切な

治療を行えば、遺伝的エリートでなくても、

かなり長生きできる時代にはなっています。

そういう点では、長生きの遺伝子は時代に

よって変わってくるのではないか、という

感じもします。

遺伝子操作で長寿を求める時代が来る？

江口　遺伝子の話が出ましたので、三井先

生にうかがいます。動物実験の段階では、

遺伝子をいじることによって長寿は可能だ

ということです。動物レベルで可能であれ

ば、人間のレベルでも可能ではないかと思
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われますが、若干危ない面もあり、そこは

歯止めがかけられているということですね。

三井先生は『不老不死のサイエンス』（新

潮新書）の中で、「不老長寿の世界は成熟

した倫理観が前提」と書いていらっしゃい

ます。そのあたり、現状はいかがですか。

三井　危ない部分があるというのは、たと

えば、とんでもない国の、とんでもない権

力者が、権力によって医師や最先端技術を

動員すれば、不老長寿を狙う遺伝子操作も

まったく不可能ではない、という点です。

そういう意味では、たしかにリスクはあり

ます。ただ、現時点において、動物の遺伝

子操作で行ったことを、人間の遺伝子で

行って同じような結果が出るかといえば、

かなり疑問な面があり、たとえ権力者とい

えども、それをやろうとすれば相当なリス

クを背負うことになります。

　私は、一般の人が遺伝子操作を受ける機

会はほとんどないと見ています。なぜかと

いえば、寿命を延ばす遺伝子操作は普通の

医療とは違うわけです。医療活動ではあり

ません。ただ一方には、美容のためのニー

ズがあります。美容のための手術の発展過

程として、それが人間にとってハッピーな

ら良いじゃないかという部分で、広がって

くるかどうか。それは考えられないことで

はありません。医療行為としてではなく、

医療以外のカテゴリーで遺伝子操作が行わ

れる時代が、いつかは来るかも知れません。

しかし、今すぐにその時代が来るという状

況にはありません。

江口　『不老不死のサイエンス』の中に、

やがてオリンピックに遺伝子ドーピングの

選手が現れるかも知れない、との指摘があ

ります。現実にその懸念はあるんですか。

三井　従来、その懸念がかなりあったと思

います。北京オリンピックでその実例が報

告されたかどうか、私は知りませんが、た

とえば、積極的に成長ホルモンを射つなど

した、筋肉モリモリの選手がいたことはわ

かっています。筋肉の増強を抑える遺伝子

があります。その遺伝子が壊れると、筋肉

は異常に発達します。すでに牛では、その

遺伝子を壊すことによって、筋肉隆々の

ミュータント（突然変異体）がつくられて

いますので、遺伝子を操作することによっ

て、メダルを狙うという、遺伝子ドーピン

グの懸念は依然としてあると思います。

江口　三井先生は長年、細胞はどのように

して老化するのかという、老化機構の研究

に取り組まれ、細胞の不死化に挑戦されて

いますが、その三井先生にして、真のアン

チエイジングには「適切な量と質の食事、

適度な運動、十分な睡眠、適度な刺激」が

大切だと説いておられます。いかに遺伝子

レベルの研究が進んだとしても、基本的に、

健全な長寿にはそういう養生が大事だ、と



316

特集／老化の研究：元気で長生きするために

環境と健康 22（2009）

いうことでしょうか。

三井　長寿には2つのアプローチがあり

ます。1つは、今言われたような現実的

な日常生活でのアプローチです。現実に明

日からできることは、食事、運動、睡眠な

どです。もう1つのアプローチは、私が

講演の最後で示した「選択の時代」という

発想です。つまり、長寿もどのような方法

を取るか、選択の時代に入ってきていると

いうことです。健康寿命を延ばすために、

日常生活の中でできる努力をする、通常の

医療の範囲で病気を治していく、ある程度

健康であれば自然の摂理に任せる、という

のは非常にマイルドな選択です。それらも

1つの選択ですが、その一方に、遺伝子

のせいで長生きできないのは悔しい、遺伝

子を補ってでも自分も100歳以上まで生

きたい、と考える人がいても、決して不思

議ではありません。遺伝子の操作によって、

人の生物種としての限界を超えて、たとえ

ば200歳まで寿命を延ばす大改革をやる

かどうかは、まったく別問題ですが、少し

でも長生きしたいという人が、遺伝子レベ

ルの治療を選択する余地はあるのではない

か、と私は考えています。

寝たきりの長寿より尊厳死の時代へ？

江口　ひと頃、長寿社会における理想的な

死に方として、「ぴんぴんコロリ」という

厚労省お墨付きの標語が喧伝されました。

ぴんぴん長生きをしてコロリと死ぬという

のは、ある意味、理想的な死に方です。そ

れに対し、医師で作家の久坂部羊さんが

『破裂』という小説で、「ぴんぴんポック

リ」という言葉を使いながら、元気な高齢

者がポックリ死ぬ政策を国が推進すること

に対して疑問を投げかけておられます。そ

れはあくまで小説上のことではありますが、

医療費の問題も含めて、長寿社会というの

も、なかなか一筋縄ではいかない面もあり

ます。

　吉川先生は元気で長生きする、つまりア

ンチエイジングのためには、病気や老化の

原因になっているフリーラジカルの発生を

抑え、消去することが大切だと、身体の内

側から長寿にアプローチする必要性を力説

されています。その柱が、食事と運動です

が、私のような人間には、食事と運動が大

事だと言われても、なかなか実行できませ

ん。何か実行するための秘訣はないでしょ

うか。

吉川　私は研究者ですので、アンチエイジ

ングの理論をお伝えするのが役割です。で

すから、こうしたらいいということは一応

言いますが、それを実践していただけるか

どうかという点までは責任は持ちかねます。

私の母や妻は私の本を読んで、「ようこん

なことが書けるなぁ、自分のことは棚に上
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げて……」と言っています（笑）。しかし、

研究の成果を世に発表することは研究者の

使命ですから、一生懸命やっているわけで

す。ただ私自身、理論を実践していないわ

けではなく、たとえばこの料理とこの料理

のどちらを選ぶかというときには、理論が

頭をよぎり、カロリーの少ない方を選びま

すね。揚げ物をするときは油を少なめにす

るとか、ステーキを食べるときにはロース

よりヒレ肉にするとか、その程度だったら、

どなたにもできるのではないかと思います。

　それから今の「ぴんぴんコロリ」の話で

す。たとえば、お年寄りの命を救うのに

1万円かかる。若い人の命を救うのに

1,000円かかる。医療費は1,000円し

かない。どちらの命を救うべきか。これか

らはそういう選択を迫られることが頻繁に

起きてくる可能性があります。倫理的な問

題は別にしても、寝たきりのお年寄りをお

金をかけていつまでも生かしておくことが

いいのかどうかという問題が、必ず出てく

ると思います。がんの終末医療も同じ問題

をはらんでいます。ベッドに手足を縛り付

けてでも、一刻でも長生きさせるのが医師

の使命だと、私たちは教えられてきたわけ

ですが、最近は日本でも尊厳死も認める方

向に変わってきています。これはかなりヘ

ビーな問題で、「ぴんぴんコロリ」とも絡

む話だと思います。

江口　寿命の話は、倫理的な視点だけでは

割り切れない面があるのは確かですね。そ

のヘビーな問題はひとまず置くとして、元

気に歳を重ねるためには、とりあえず色の

濃い野菜を食べたりして、食事に気を遣い、

適度な運動をして筋肉を鍛えるということ

が大切ということですね。

吉川　元気に歳を取るためには、腹7～8

分目でカロリーを減らし、内臓脂肪を落と

すなど、食事に気をつけながら、適度な運

動をするという、ロマンチックなやり方が、

あと10～20年ぐらい続くのではないで

しょうか。その頃には私も現役をリタイ

アーしているはずですが（笑）、おそらく

その時代には、先ほど触れた寝たきりの高

齢者の問題や、がんの終末医療の問題など

が、宗教家などを含めて現実問題として話

し合われることになると思います。

内なる仏さまを磨けば健康で長寿に

江口　池口先生は毎日、大きな火を焚く激

しい護摩行を勤めていらっしゃいますが、

医師から見放された難病の方や、生きる道

を見失った悩める若者が、護摩行に参加し

たり、池口先生にお加持をやってもらうと、

病気が治ったり、悩みが消えたりすること

があるそうですね。医療・医学の側から見

ると、それは不思議なことだと思いますが、

池口先生ご自身はそれをどう受け止めてい



318

特集／老化の研究：元気で長生きするために

環境と健康 22（2009）

らっしゃいますか。

池口　講演でも少し触れましたが、私たち

すべての生命は仏さまから生み出されたも

のです。私たち真言行者が日々、大きな火

を焚く激しい護摩行を行うのは、内なる仏

さまを磨き、宇宙の仏さまと感応できるよ

うにするためです。とことん行を極めてい

くと、行者は宇宙の仏さまに成り代わって、

悩み苦しむ衆生を救う力を与えられるので

す。これを理屈で説明することは難しく、

現在の科学ではまだ証明できないものです。

私たちは日常、何気なく「お陰さまで」と

いう言葉を使っていますが、このお陰さま

の相手は目に見えません。同じように、人

間の身体、肉体は目に見えますが、霊魂は

目に見えません。それでいて、人間が死ん

で、肉体は滅びても、霊魂は残ります。加

持祈祷の世界は、このお陰さまの世界、霊

の世界に属するものなのかも知れません。

　すべての人は内なる仏さまを持っていま

す。何らかの事情で苦しみ悩んでいらっ

しゃる方々は、心身にホコリがたまり、内

なる仏さまが隠れてしまった状態で、本来

のリズムが失われているのです。それを、

行者が仏さまに成り代わって宇宙のリズム

を取り入れて差し上げれば、本来のリズム

を取り戻し、心身の活力が蘇ってくるので

す。目に見えない仏さま、私たち行者に全
ぜん

幅
ぷく

の信頼を置いていただき、全身全霊で行

に参加されたり、お加持を受けていただく

と、免疫力、自然治癒力といったものが高

まるのだと思います。私たちもそれを信じ

て、一生懸命祈るわけです。

江口　人間は内に仏さまを秘めているとい

うお話をうかがいますと、大宇宙と人間の

心身という小宇宙がつながっているという

話を想起します。同時に、内なる仏さまは

DNAの世界と重なってくるような感じも

するのですが、三井先生は今のお話をどう

受け取られましたか。

三井　とても難しい質問です（笑）。行な

どによって感性が研ぎすまされてくると、

宇宙のリズムを取り戻し、心身が活性化し

てくるということが、まさかDNAにイン

プットされているとは、私の想像力を超え

ていて、何とも申し上げられないのですが

（笑）、生きている私たちは現実に、大いな

る自然に溶け込みたい、一体感を持ちたい、

宇宙を動かしている元になっているものを

感じ取りたい、といった気持ちをもってい

るのは確かで、それがDNAと無関係だと

断定することはできないと思います。

江口　池口先生は満72歳でいらっしゃ

いますが、毎日約2時間ずつ、激しい護

摩行を続けておられます。さらに、その間

には世界各地の戦没者・戦争犠牲者を慰霊

する巡礼の旅も行われているとうかがいま

す。その若さ、行動力はやはり日々の行に
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よって培われているのでしょうか。また、

私たちでも日頃、努めて行に参加していれ

ば、健康が維持でき、長寿になれるので

しょうか。

池口　もともと行者は暴飲暴食はしません

し、日々、熱い火の前で汗だくになりなが

ら、全身全霊で衆生の救済を願って祈って

いるわけですから、行者の生活は健康的と

言えるかもしれません。ただ、行者は衆生

を苦しみ、悲しみ、悩みから救うために、

激しい行をやり、自らのいのちを削ってい

るような部分もありますから、必ずしも

日々激しい行を勤めているから長生きでき

るとは限らないと思います。まあ、先ほど

広瀬先生の百寿者のお話をうかがいまして、

私も百歳まではがんばろうという気持ちに

なったところです。

　私が生まれ育った大隅半島の隅っこにあ

る西大寺、現在は私の息子が真言行者とし

て営んでいる寺ですが、そこに母の時代か

らの古いお弟子さんがいらっしゃいます。

若い頃に身体が弱く、3年祈願として片

道5時間の道を歩いて、西大寺詣でを続

けられた人ですが、以来、50数年間、病

気1つされず、私どもの寺の行に参加さ

れています。この方のお元気な姿を見てい

ますと、護摩行に参加することは、寿命を

延ばすのではないかと思います。

　私の寺の信者さんの中には、結構、お元

気なご高齢の方が多いようです。毎日では

なくとも、努めて護摩行に参加していれば、

それだけ内なる仏さまを磨くことになり、

心身が活性化されますから、生き方も前向

きになり、長寿を楽しむことができるのか

も知れません。講演でも申し上げましたが、

真言には宇宙のリズムが取り込まれていま

すから、一生懸命お唱えするだけで、心身

が活力を取り戻すのではないかと思います。

アルツハイマーは早期発見で抑えられる

江口　最後に、会場の皆さまから質問をい

ただく前に、これだけはお話しておきたい

ということがありましたら、お願いします。

広瀬　宇宙とつながるというお話に関して

ですが、最近、長寿の研究者の間で「老年

的超越」ということが言われています。ど

ういうことかと言えば、高齢になってくる

と、宇宙とか神さまとつながりを持つよう

になるのではないか、ということです。

100歳以上の方々を調べていますと、あ

まり身体が動かなくても、幸せだと感じて

いる人が多いことがわかります。それは

「老年的超越」と関係があるのではないか

と考えられます。超高齢者の幸せ観につい

て、これから詳しく調べていきたいと思い

ます。

三井　池口先生のお話に関連することです

が、仏教にしても他の宗教にしても、それ
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が発達した頃は、人間が医学的にも自然科

学的にも無力な時代だったと思います。そ

ういう時代には自然の営みを受け入れて、

それがあまりにも不条理のときには、それ

を祈りに託すという部分が強かったと思い

ます。しかし、現代では自然を改造しよう

というのが医学・自然科学の大きなうねり

で、その流れの中で、生物を改造し、人間

をも改造していこうという動きが出てきて

いるわけです。健常者であれば自然の営み

をあるがままに受け入れるという発想はで

きますが、そうでない人たちにとっては、

遺伝子操作であれ、細胞操作であれ、改造

に望みを託すという場面も出てくると思い

ます。人工授精などはそうですね。遺伝子

操作は人工授精からさらに1歩踏み出す

ことになります。そこで池口先生にうかが

いたいのは、仏教は大自然を受容しつつ、

祈りに託してきたわけですが、真言密教の

立場から、現代医療の発達の仕方に関して、

ここまでは受け入れられるが、ここから先

は受け入れられない、という線があるのか

どうか、ということです。

池口　密教は究極的にはすべてを受け入れ

てきていますから、現代医療の最先端で行

われていることも受け入れます。

吉川　私が最後に力説しておきたいことは、

具体的な養生訓として、できるだけ色のつ

いた食べ物を食べてくださいということで

す。野菜にしても魚にしても、色のついた

食べ物というのは、紫外線から身を守り、

酸化を抑えるために色をつけているわけで

すから、私たちはその色を盗んで健康に役

立てようというわけです。

江口　最後に会場からお2人ほど質問を

いただきたいと思います。

質問（女性）　健康で長生きをするという

のは、誰もが望むことですが、認知症にも

ならずに100歳ぐらいまで生きることが

できたら、理想的だと思います。認知症に

ならない方法というのはあるんでしょうか。

吉川　今、多くの医学者が日夜、その研究

に取り組んでいます。動脈硬化が認知症の

原因になっているという部分については、

かなり研究が進み、動脈硬化を予防するこ

とがある程度可能になってきています。問

題はアルツハイマーの方で、いまだに原因

が不明です。ただ最近になって、予防する

薬がいくつか出てきました。この薬は早く

飲めば飲むほど、アルツハイマーの進行を

遅らせることができます。アルツハイマー

の症状を早期に発見すれば、何とかなると

いう段階まで来ています。これからはいか

に早くアルツハイマーを発見するかが大事

になってきます。早期発見でアルツハイ

マーの進行を抑えながら、さらに良い薬を

つくっていくことが医療側の使命です。認

知症は本人が気づかないから認知症なので、
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周りの人がふだんから注意し、少しでもお

かしいと思ったら、専門医に診てもらうこ

とが大事ですね。

質問（男性）　遺伝子には、私たちを成長

させる要素と、私たちを消滅させる要素と、

両方があるのですか。

三井　基本的には、成長させる遺伝子の方

が圧倒的に多いですね。わざわざ消滅させ

る遺伝子が発達したということはないと思

います。ただ、若いときには非常に良い働

きをしていたのに、高齢になると少し邪魔

になる遺伝子はあります。しかし、それは

積極的に消滅させる遺伝子というわけでは

ありません。

江口　残念ながら、お時間となりました。

ご静聴、ありがとうございました。

　ハイブリッドといえば誰しもまず自動車のことを思い浮かべるでしょう。しかし、今日の話題
は原子力のハイブリッドです。いまの原子力発電は核分裂炉からの熱エネルギーを電気エネル
ギーに換えて利用しています。もう一つの核エネルギー利用は、夢の原子炉といわれる核融合炉
からのものです。この二つをハイブリッドにして使おうというのが原子力ハイブリッドの構想で
す。
　どちらの原子炉も、二酸化炭素など温室効果ガス削減の観点から注目されていますが、衆知の
ように核分裂炉には使用済み核燃料から出てくる放射性廃棄物の処分問題があって、これは社会
的コンセンサスがなかなか得られにくい問題です。一方、融合炉はまだそれ自身確立された技術
になっていませんが、そこから発生する中性子をうまく利用すれば核分裂炉から出る放射性廃棄
物を消滅させてしまうことができます。そこで、これらをハイブリッドにして利用しよう、とい
うのがハイブリッド原子炉です。実は、このアイデアは半世紀以上も前の、1950年代から
あったものですが、今の時代の要請にあわせて戻ってくる－The Hybrid Returns－として、
NATURE誌が最近取り上げていました。
　核融合炉には国際プロジェクトのイーター（ITER）計画があって、わが国も中心国の一つと
して参画していますが、まだまだ実験段階なので、ハイブリッド化できるのはさらに将来の夢で
しょう。これとは別に、ITERの概念を乗り越えた装置でハイブリッドを実現しようという野心
的な構想も紹介されています。
　さて、原子力のハイブリッドといえば、臨界未満の核分裂炉と加速器を組み合わせた概念もあ
ります。こちらのハイブリッドは、核分裂‒核融合の組み合わせで核融合炉が果たす中性子源と
しての役割を加速器にさせようというアイデアです。核融合炉とは違い、加速器の技術は確立し
ています。この試みは身近なところで最近成功しました。大阪府熊取町にある京都大学原子炉実
験所では、今年（2009）の春、加速器駆動型未臨界炉（ADSR）としてシステムが実際に動
くことが確かめられました。核分裂の部分は、それ自体では臨界にならない未臨界のシステムを
使います。実際の体系を組んで実現させたのは、京都大学が世界最初です。
　核分裂‒核融合のハイブリッドか、核分裂‒加速器のハイブリッドか、いずれにせよ原子力科学
者たちの夢は膨らんでいます。 （Nuke）

Ed Gerstner: The hybrid returns, Nature 460, 25-28 (2009)

原子力のハイブリッド

Random Scope
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１　科学コミュニケーションとは

　科学コミュニケーションは、ここ数年、新聞などメディアの報道を通して耳にすること

が多くなってきた。研究者が科学の成果を分りやすく社会一般の人々に説明するとともに、

人間社会に果たす科学の役割について共に考えるために、相互の交流を深めることが重要

だという認識のもとに作られた言葉である。英語のScience Communication をその

まま訳したものである。

　これは、近年、持続可能な宇宙、持続可能な社会の実現ということが意識されるように

なることで、科学研究に対して、新たな見方が生じてきたことと深い関係がある。科学は

人類の発展に大きく貢献してきたことは間違いない。しかし、19世紀末ごろから、科学

はそれぞれの専門分野ごとにその専門性を深め、狭い科学者集団のなかの研究競争に追わ

れるうちに、専門分化していった。そのために、自然や人間をトータルに捉える視点が失

われていってしまったことも否定できない。こうして科学は日常生活から乖離し、科学独

自の世界に閉じこもってしまったといえる。それだけではない。17世紀の自然科学に起

きた科学革命以降、自然科学をモデルとした科学的手続きをとらなければ科学性水準を充

たしているとはいえないという観点が支配的になると、こうした手続きをとらない人文・

要　旨：科学コミュニケーションの活性化の動きのなかで、科学を分りやす
く伝える技法がいま再び問われている。図像表現が多用される現代のメディ
ア社会のなかで、視覚資料を多用する機会は増大している。だが、図像のも
つ意義や働きを扱う研究は近代以前からの伝統をもつにもかかわらず、十分
に検討されていない。図像軽視のロゴセントリズムに囚われたままで果たし
て科学コミュニケーションに未来はあるのだろうか －教育哲学の観点から
考える。

テーマ：文理融合をめざして

⑲科学コミュニケーションを教育哲学から考える

鈴木晶子＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ
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社会科学分野の成果はしばしば科学とはみなされない傾向が強まった。自然科学と人文・

社会科学の乖離である。科学革命以前には、哲学をはじめとする人文科学Humanities

が自然科学を含んだすべての学問の土台にあった。近代以降の大学では哲学は文系、自然

科学は理系という分け方を制度として確立し、もはや文理融合型の智（単に知識量を増や

すだけではなく、社会に生きる人間として専門的知見を活かしつつ判断や決断を下すこと

ができる知恵の総体としての智）を養う場はいまの大学では著しく失われている。この状

況は日本だけでなく、欧米の大学でも似たような問題状況を呈している。Dr. Phil. すな

わちDoctor of Philosophy 哲学博士という名称の博士号が自然科学系の研究者にも現

在でも授与されている。だが、その本来の意義についてどれだけ理解が共有されているか

を思うと、十分とはいえない。トータルな智の養成は今や教養教育や一般教育などのカリ

キュラム編成にゆだねることが常道となっているが、それで果たして十分といえるかどう

か。これは今後大いに議論していく必要があるだろう。なぜなら、自然環境や社会に対し

て、持続可能性という大きくかつ総合的な展望をもって検討するには、個別領域での先鋭

的な試みにおける競争に勝つための能力だけでは不十分だからである。科学研究の可能性

を先へ先へと追求することと同時に、科学研究が社会活動の推進にとってどんな意味があ

るか、場合によっては敢えて科学がその営為を自己制御する配慮もできるような智が必要

となってくる。こうした反省的思考は日常生活を生きる様々な知恵や感覚によっても磨か

れていくはずである。そして、何より科学コミュニケーションは、日常と科学との乖離、

文系と理系の乖離を克服していくような智を養っていくことと連動して熟していくのでは

ないだろうか。

　今日では、科学の成果が直接に人間の日常生活に影響を及ぼすことが多くなってきてい

る。薬品や化学物質の副作用、食品衛生管理など、有る程度の科学の知識がなければ身の

安全を守ることも難しい状況である。こうしたいわば環境世界そのものが科学と密接な関

係のうちに構成されている今日の状況では、環境そのものがもたらすリスクといかに付き

合っていくかということが大きな問題として浮かび上がってきている。以前ならば、天災

や事故といったように、ある特定の人々がその時間と場所に居合わせることによって被る

危険、また被るかもしれないというリスクについて論じていればよかった。しかし、現代

では、水や空気をはじめあらゆるリスクが環境に潜んでいる。このいわゆる環境リスク社

会においては、自分が日常生活の中で身の安全を確保し、かつ科学の功罪についてある程
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度の認識をもちつつ生きていくことが必要不可欠となってきている。その意味で、日常の

生活を生きる知恵の一部として科学への理解が重要な意義をもつようになってきたといえ

るだろう。

２　科学リテラシーと科学コミュニケーション

　では、科学コミュニケーションは、これまでのような科学の教授や伝達といったものと

どのように違うのだろうか。敢えてコミュニケーションという名をつける意味はどこにあ

るのだろうか。これまで科学者は常に、科学の成果を紹介・伝達する側にいて、一般市民

に比べて、世界についての知識をより多くもっている者、専門家として、人々を啓蒙ない

し教育していくことが役割だと科学者も市民もそう理解してきた。だが、科学コミュニ

ケーションはこうした近代啓蒙の考え方に基づいた「科学と社会」の関係を前提とはして

いない。既に述べたように、科学者と市民とがいわば共に考えて相互啓発していく場の形

成をめざして交流することがそこでは求められているのである。

　とりわけ、科学コミュニケーション活性化のための企画として、4、5年前から全国で

展開されているサイエンス・カフェは、お茶などを飲みながら科学者と一般市民とが科学

について語り合う場といわれている。その際、科学者は教師の役割を担うというより、む

しろ、科学についての話題提供者として位置づけられている。一般市民は聴衆であると同

時に、科学者に対して単に、質問するというだけではなく、日常の生活感覚からの目線で

意見を述べたりもできるようになっている。もともと議論するという慣習の少ない日本で

は、欧米において発したこのサイエンス・カフェでは、なかなか「カフェらしい」雰囲気

を作り出していくのはまだ難しいようである。ただ、科学コミュニケーションの技法をか

なり専門的に学んだ科学コミュニケーターが、ファシリテーターとして入ることで、議論

がなんとか展開している状況である。科学の分野の専門の勉強をしたうえで、科学伝達の

技法を学ぶというこの科学コミュニケーターは現在、日本科学未来館（館長は毛利衛氏。

氏はまた日本学術会議・科学と社会委員会・科学力増進分科会委員長として、サイエン

ス・カフェの企画その他に力を入れて活動している）をはじめ、東京大学、お茶ノ水女子

大学などで養成を行っている。科学コミュニケーターの養成については、科学技術基本計

画のなかでもすでに盛り込まれている。しかし、たとえ、その養成課程を修了したとして

も、その知識や技能に見合った社会的ポストが十分に用意されているとはいえない。また、
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その養成内容において様々な試行はされているものの、科学館や科学実験講座での展示方

法やプレゼンテーションの方法など、方法や技術の面での研修にどうしても傾きやすく、

実はその方法や技術に先立って重要なはずの部分、すなわちどのような展望をもって、科

学コミュニケーションを設計していくかというような基本の部分について理論的基盤は充

実しているとはいい難い状況である。

　ここでは、科学コミュニケーションの技法が、これまでの教育の方法となにが共通し、

何が異なっているかを明らかにしつつ、教育哲学の観点から、科学コミュニケーションの

今後について考えてみることにしよう。

　教育とりわけ学校教育においては、同じ年齢層を相手に、教科書などを用いながら、基

礎から応用へと系統だてて、継続的に授業を行う形態が一般的である。それに対して、科

学コミュニケーションでは、職業や年齢などが異なる人々に対して、多くは一回限りの出

会いのなかで（連続講義のような形をとる場合もあるとはいえ、学校教育のカリキュラム

編成とは異なる）伝えなくてはならない。科学を伝えるといっても、どれだけの知識や情

報を事前に持ち合わせているのか、理系出身かそれとも文系出身か、そのテーマについて

どんな関心をもっているのかなど、参加者の興味関心や理解度が実に多様である。また、

一回限りの出会いというその限られた時間内に、何を分りやすく伝えたらよいだろうか。

たった一回の場であったとしても、その場で話に聞いたことやそれをきっかけに考えたこ

とが、その後の生活の役に立つだろうか。あるいはまた、考え方やものの見方に何らかの

影響を与えることができるだろうか。科学コミュニケーションにおいては、生徒や学生の

発達段階や理解度に応じて予め編成されたカリキュラムも教科書もない。そこで、科学者

ができることは、専門家ではない人間、つまり大学で専門としてそのテーマに関する勉強

をしたことがない人たちの理解度をせいぜい推し量ることだけとなる。今のところ、一般

市民が科学について最低限の理解をもち、科学について考えることのできる力を身につけ

てほしいという願望と熱意だけを頼りに、科学コミュニケーションの場への準備を科学者

は進めているという手探りの状態だといえる。

　ところで、2005年から「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生きるための智」

（代表：北原和夫・国際基督教大学教授）プロジェクトが進められ、その報告書が今年ま

とまった（http://www.science-for-all.jp/minutes/index6.html）。科学、数学、技

術など自然科学を中心として150人もの科学者が関わった大きな仕事であった。筆者は、
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このプロジェクトに評議員という形で参加した。全体のコンセプトをまとめていく際の議

論や、実際に報告書を纏めるべく作業を行っている様々な分野の方々の報告を聞いてコメ

ントしたりといった形で関わっただけで、分野ごとの編纂作業に関わったわけではない。

ただ、近いところで見聞するにつれ、この作業がいかに難しいものであるかを痛感した。

サイエンスという大きな皿のなかに、どの分野をどれだけ盛り込むかという発想で検討し

ていく作業は難航を極めたといってよい。それはちょうど事典の編纂作業と類似した状況

を呈し、科学の今についての断面図を描く作業に近いものがあった。また、例えば力と

いった概念ひとつとっても、分野によって定義が異なっていたりして、分野の壁を越えた

記述の難しさも認識された。さらに、日常生活を例にとりながら科学への関心を喚起する

ためにストーリー性のある記述にしようという試みもあったが、多くの分野を連関させつ

つ、端的にそれを纏め上げることが至難の業であるということを改めて認識した次第であ

る。

３　科学を伝える技法－図像と文字のはざまで

　1804年、ドイツの哲学者であり教育学者であったヘルバルト（J. F. Herbart 1776

‒1841）は、教育の主要な任務とは、「世界を美的に提示する」ことであると主張した。

美的に提示するとは、誰が見ても美しいものとして世界を表現してみせるといった表層的

意味に留まらない。ここでいう「美的（aesthetisch）」とは、ものごとの本質を端的に

指し示すことを意味していた。それは例えば数学者が数式をみて美しいと感じるような場

合の美しさと通底している。この世界のすべてのものが黄金律に則って成り立っているこ

とを発見し、その秩序に調和の美を見出した古代ギリシアの人々と同様に、美的であると

いうことは、世界を成り立たせている本質がそこに見事に凝縮されていることへの驚きと、

その妙をも讃えるという賞賛の意味合いも込められている。その世界の根源へと触れると

いう体験は、「美」、「美しい」という感性的な短い表現でしか表しえない、日本語でいう

ところの言語に尽くしがたいようなものの意だといえるだろう。ヘルバルトは、教育の場

とは、自然や世界の本質と出会い、感動のあまり思わず声を上げるような体験、美しいと

一言で言ってしまったほうがむしろその本質を突いているのではないかと思うような体験

を呼び込む場であってほしいと考えたのであろう。それゆえ教師は、世界の美的表現、美

的提示するための技や術を心得ていなくてはならないというのである。ヘルバルト自身は
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といえば、ライプニッツの結合法（Kombinatorik）やトポロジーの技法を駆使した提示

法による世界の表現を試みることで、美的表現としての図像表現についてその科学的根拠

を示そうと考えた。彼のその提示法はその後、教師のための手引書や段階教授法という授

業展開論・指導教案作成法として普及し、近代的教授法のモデルとして明治期日本の学校

教育にも大きな影響を与えたことは教育界ではよく知られている。だが、その技法伝達の

過程において、複層的な提示への配慮そのものは次第に捨象され、授業展開のノウハウと

しての技術へと変節し簡略化されていったことも事実である。このいわば図像による伝達

技法の変節は、図像のもつイメージ喚起の働きよりも、説明的要素への傾斜と言い換える

こともできるだろう。説明的な図像の使用という発想法は、近代学校教育においては次第

に一般化していった。それにともなって、様々な寓意や含意を読み取っていくという図像

理解の発想法は著しく衰退していったのである。

　さて、ものごとの本質を端的に指し示すための方法は、近代教育学の創設者といわれる

ヘルバルトが語ったように、17、18世紀以降の時代にあって、科学の普及、民衆の啓

蒙を意図した人々にとって重要な課題であった。古代ギリシアより、文字と図像とは、も

のごとの本質を端的に示す媒体（メディウム）として大きな役割を担うものだと考えられ

てきた。文字と図像とは同じように、イメージを喚起するものとして、一体となって働く

ものだと考えられてきた。そこでは、文字は、言霊を宿し、世界の深奥に隠された神秘を

もつものであった。文字を石に刻み込むこと、紙に記すことは、世界の神秘をそこに封じ

込める儀礼的、宗教的意味をもった行為であった。また、図像は、文字の読めない人間に

ものを伝達するための有用な手段であった。図像は、具体的な事物一つ一つの形態を教え

るだけでなく、事物と事物との連関や、より抽象的な事柄、さらにはものの善悪や宗教的

本質、世界の神秘を伝える手段としても用いられた。そして、文字媒体においては様々な

寓意を込めた寓話にみられるような、文字による説得的、修辞的技法、レトリックが発展

していったのと同様に、多層的な意味合いを複合的に表現するための図像の技法もまた

様々に編み出されていったのである。

　しかし、近代的な国家の成立に伴い、市民として備えるべき資質として、文字の読み書

き能力は、もっぱら近代法のもとに社会秩序を維持していくために必要不可欠な伝達の手

段となっていった。自らの市民としての権利を法の前で主張できること、法の定めるとこ

ろを理解し、法を遵守できること、自らの財産を管理するために契約条項をきちんと理解



328 環境と健康 22（2009）

できることが求められたわけである。近代社会においては、読み書き能力すなわちリテラ

シーが、人間知性の基本条件とみなされ、識字文化の普及が近代の大事業としてまさに国

家の大義名分のもとに展開されていくなかで、文字媒体の重要性は増していく。とりわけ、

イメージ喚起のための媒体というより、むしろデータ、つまりその意味内容を表現するた

めの媒体としての意義が強調されていったといえる。他方、これにともなって、世界を提

示するためのもうひとつの媒体であった図像に対する評価は逆に落下の一途をたどってい

くこととなる。つまり、活字文字がわかることが、深い思考能力を具えていることと同一

視されるようになった。そして、文字の読み書きができず絵を介してしか理解できない人

間は、教育を受けていない人間、近代市民主体として不十分な人間であると理解されるよ

うになっていった。とりわけ娯楽として人々を愉しませてきた、寓画や風刺画、騙し絵と

いった、いわば「遊び」の領域で活躍した図像媒体は、大真面目な学校教育の側からする

と、文字学習を通した「お勉強」を邪魔するものだとみなされていく。図像は未だ文字に

馴染んでいない低学年の教材には便利な表現媒体として用いられはするものの、「仕方な

く」用いられるといった状態で、学年が上がるにつれて、図像より文字や記号による理解

の方に力が入れられていったというのが、近代における学校教育の大きな流れであった。

　このいわば反図像感覚は、現代に至るまで、教育界の底流にあるといえるのではないだ

ろうか。たとえ図像を用いることでより教育効果が増すという配慮から、図像を駆使して

いる場合でも、そこではデータとしての情報内容に主眼が置かれ、図像が喚起するイメー

ジの伝達という点にまで配慮しつつ図像を活かしている場合は少ない。科学コミュニケー

ション活性化の動きを待つまでもなく、経済的コミュニケーションにおける新商品のプレ

ゼンテーションや、研究費の助成を獲得するためのプレゼンテーション、学会での研究成

果発表、学校現場での授業などに、図像が使われる機会は、コンピューターによる図像ソ

フトの開発と廉価での普及と連動して、ここ30年ほどの間に急激に増えてきている。

こうしたなかで、今日の図像作成のテクノロジーは17、18世紀やそれ以前の図像表現

に比べて、格段に進歩してきているといえるかもしれない。だが、図像のもつ媒体として

の機能や意義を専門に研究してきた人々からするならば、教育に関係した分野でみる限り、

図像のもつ多層的、複合的な含意やイメージ喚起の技法という点で、図像本来の特質を十

分に活かすものとはかなり遠いものになっていることを否めないだろう。

　イメージよりもデータ、想像力よりも認知能力を優先させる今日の教育においては、文
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字についても同様である。言葉のニュアンスや伝わり方よりも、言葉の意味や伝える内容

を重視する傾向にある。しかも問題なのは、何を伝えるかということと、どのように伝え

るかということとが、全く別個のものであるという見方に偏していることである。伝達に

おいては、伝達する内容と伝達の仕方とが表現として一体になっているという発想が抜け

落ちてきているという事態である。

　書字を中心とした意思伝達が中心となり、口承・声による意思伝達が軽視される事態は、

言葉が常に人と人とが作り上げる場において、常にその場の関係性や状況、つまり脈絡の

なかで生きたものとして発せられているものだという見方が希薄になってきている。それ

は、言葉と意味とが一対一の対応をなすもの、つまり言葉が一義的なものであることのみ

を良しとし、様々な意味を込めて言葉を用いることや、言葉のもつ多義的性格を否定的に

捉える態度となってしばしば現れている。だが、脈絡のなかで言葉を練り上げるという訓

練はまさに脈絡のある思考を育てることを意味していた。様々に解釈可能なものとしても

のごとを多角的、複眼的に眺めるといった物事への対峙の姿勢もまた失われつつある。図

像からデータを読み取ればそれで図像の役割は終わったと考えてしまうような態度も、脈

絡ある思考の欠落と同じ根をもつといってよいかもしれない。

　世界を美的に提示することを教育の任務として据えたヘルバルトの時代から、図像は便

宜的に多用されてきた。そのうえ、視覚情報が溢れる現代の社会においては、美は単に芸

術作品のなかだけではなく、機能美も含めて、私たちが日常手にする食器や洋服、インテ

リアなど様々な生活場面に浸透している。いわば美の日常的汎用性が高まっている時代だ

といえるだろう。そうしたなかで、広汎な美的表現が提示する厖大なイメージの洪水のな

かに現代人は生きている。それなのに、現代人はこのロゴセントリズム

（logocentrism）を抜け出すこともできずにいてよいのだろうか。

（本稿は、2009年 1月17日（土）第25回「いのちの科学」例会での話題提供に基

づくものである）
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不老長寿を考える（Ⅳ）

なぜ女性は男性よりも長寿なのか

　記録にある限りでは、人類に於ける最長寿の記録保持者は女性である。この女性はジャ

ンヌ ･カルマン夫人と呼ばれたフランス人で、アルル地方の或る老人ホームで1997年

に122歳 5ヶ月で亡くなったそうだ。このような特別な女性長寿者の名を持ち出す迄

もなく、人類は一般に男性よりも女性の方が長寿であることはよく知られている。特に、

先進国ではその傾向が顕著で、2007年にWHOが発表したデータによると、国によっ

て違いがあるが、女性の方が男性よりも平均寿命で3～7歳の長寿である。その内、最

も大きい差があるのは日本の7歳で、次いでスペインの6.6 歳、スイスの5.2 歳となっ

ている。また、日本人では百歳以上の人口（2008年では36,000人）の男女比は1：

5で女性の方が圧倒的に多い。

　女性の平均寿命はなぜ男性の平均寿命よりも長いのか大変興味のあるところである。健

康科学大学の折茂 肇学長の解説（ACADEMIA 112, 2008）によると、1．女性は子

供を生むから遺伝的に強く出来ている、2．女性ホルモンが色々な病気を予防する、3．

女性は男性に比して基礎代謝率が低い、4．女性は男性に比してストレスに強い、5．女

性は男性に比して免疫力が強い、6．男女間で生活習慣や食べ物が違う、7．男性は細菌

に感染しやすい、8．女性のXX性染色体が有利に働いているなど、多くの説があるとい

う。いずれにしても、遺伝的要因と環境要因の双方が関係しているであろうことは容易に

想像できる。

男性に多い病気

　男女の寿命に差があるのは病気の罹り易さに性差があるからではないかと誰もが考える

であろう。1965年前後では日本人の死因の第1位は脳血管障害、第2位は悪性腫瘍、

第3位は心疾患であったが、その後、わが国では脳血管障害による死亡率が急速に低下

し始め、1980年頃を境に死因の第1位が悪性腫瘍、第2位が心疾患、第3位が脳血

山室隆夫＊
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管障害というように順位が変わってきた。このように、日本人の3大死因の疾患別順位

は変わってきたが、男女の差をみると、1960年以後現在までのどの時期に於いても3

大死因による死亡率は、その順位とは関係なく、男性の方が女性に比べて圧倒的に高い。

その上、自殺も男性に多いことはよく知られている。

　特に、現在の死因第1位である悪性腫瘍の罹患率について男／女比をみると、咽頭癌

は約10倍、食道癌は約8倍、膀胱癌と肝臓癌は約6倍、腎癌は約5倍、肺癌は約3.5

倍、白血病とリンパ腫と脳腫瘍は約2.5 倍となっており、男性の方が女性に比して圧倒

的に罹患率が高く、死亡率も高い。勿論、乳癌、子宮癌、卵巣癌は女性に多く、前立腺癌

は男性に多いが、両者の罹患率は男女間でほぼ相殺されるばかりでなく根治率も極めて高

くなってきたので、死亡率の男女差にはあまり大きな影響を与えていないようだ。

　次に、死因第2位の心疾患についてみると、40～ 65歳の男性では同年齢の女性に

比して心筋梗塞の罹患率が圧倒的に高い（約3倍）。女性は男性に比して色々なストレス

に対して強いばかりでなく、女性ホルモンは心臓の冠動脈が動脈硬化になるのを防止する

働きがあるといわれている。したがって、若い女性では心筋梗塞は極めて少ない。閉経後

になって女性ホルモンが出なくなると、女性に於いても冠動脈の動脈硬化が徐々に進行す

る。従って、65歳以後は心筋梗塞の罹患率の男女差は小さくなってくる。しかし、どの

年齢に於いても男性は女性に比して心筋梗塞の罹患率が高く、また死亡率も高い。

　死因第3位の脳血管障害は動脈硬化と関係が深く、悪玉コレステロール（LDL）が高

いと脳血管障害になりやすいと言われている。女性ホルモンには LDLを下げる働きがあ

るので、若い女性は動脈硬化になりにくく脳血管障害も極めて少ない。最近、わが国では

一般国民の間で LDLに対する関心が非常に高まると共に、基準値も140mg/dl 未満と

かなり低い値に設定されているので、動脈硬化による脳血管障害の発生率は男性に於いて

も女性に於いても1970年頃から急速に低下してきた。しかし、依然として脳血管障害

は日本人の死因の第3位を占め、男性は女性よりも発症率が有意に高い。

　2004年の厚生労働省の人口動態統計によると、日本人の年間死亡数1,029,000人

の内、上記の3大死因によって死亡した人は608,000人で全死亡数の58％を占めて

いる。この3大死因の全てに於いて女性の罹患率が男性の罹患率よりも明らかに低いの

で、女性が男性よりも長寿であることの理由がかなりよく理解できる。
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女性に多い病気

　上述のように、日本人の3大死因となっている病気はいずれも女性の方が男性よりも

罹患率が低いが、3大死因以外では男性に比して女性に多い病気もある。著者は整形外

科医であるので、先ず、運動器疾患について発症率にはっきりした男女差が認められる病

気を挙げてみよう。運動器系（四肢及び脊柱）では、女性よりも男性に多く発症する疾患

は稀で、ペルテス病や大腿骨端線すべり症（いずれも小児期にみられる股関節の病気）だ

けで、症例数もかなり少ない。一方、先天性股関節脱臼、変形性股 ･膝関節症、思春期側

弯症、関節リウマチ、骨粗鬆症などの疾患はいずれも女性に多く見られ、症例数も極めて

多い。例えば、先天性股関節脱臼は女性の発症率が男性の約5倍である。この疾患は適

切な治療によって小児期までに完全に治癒しなければ、中年期以後には変形性股関節症に

なり股関節に痛みを伴い歩行に支障を来たすようになる。変形性膝関節症も中高年の女性

に圧倒的に多く、膝の運動制限、疼痛、歩行障害などを来たす病気である。因みに、疼痛

を伴う変形性膝関節症の性別の発症頻度を見ると、50歳以上では女性で38.9％である

のに対して男性では25.4％に過ぎない。思春期側弯症も女性では男性の5～ 6倍多い

が、適切に治療すれば生活機能に支障を来たすような例は少ない。

　関節リウマチも女性に多い病気である。しかも、女性に於いて重症化する例が多い。リ

ウマチ患者の平均死亡年齢は男性が70.1 歳、女性が69.1 歳と両性間で殆ど差がない

が、平均寿命から見れば男性では約9歳、女性では約16歳のマイナスとなっているか

ら関節リウマチが寿命を縮めることは明らかである。

　骨粗鬆症は閉経期以後の女性ホルモンの欠落症状の一つとして女性では60歳頃より

発症してくる。70歳代以後の全ての女性は多かれ少なかれ骨粗鬆症に罹患していると考

えてよい。男性も80歳以後になると骨粗鬆症になるが、同年齢の女性に比べるとその

程度はかなり軽い。

　その他、女性に多い病気としてよく知られているものを挙げると、バセドウ氏病（甲状

腺ホルモンの分泌過多）や橋本病（同ホルモンの分泌減少）など甲状腺の病気、１型糖尿

病（インシュリンが完全に欠乏している糖尿病）、下垂体疾患、うつ病、アルツハイマー

病などがある。うつ病やアルツハイマー病は比較的多い病気で女性の方が男性よりも約２

倍多いといわれている。
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女性に多い病気と寿命との関わり

　前述したように、男性に於いて最も多い病気は悪性腫瘍、心疾患、脳血管障害などで、

これらの病気は生命に直接関わるものと考えられる。一方、男性に比して女性に比較的多

い病気では生命に関わるものが少ない。例えば、上述の変形性関節症の患者の平均寿命は

日本人全体の平均寿命よりも長いといわれている。従って、人工関節置換術（傷んだ関節

を人工の関節で入れ換える手術）を行うときには、その患者が90歳まで生きると想定

して人工関節の耐用年数を考えるのが今では整形外科医の常識になっている。人工関節置

換術を行うと関節機能が正常に近くなり、生活機能が術前よりも良くなるので生命予後は

延びるものと考えられる。

　骨粗鬆症も圧倒的に女性に多い病気であるが、この病気そのものが寿命と直接関わって

いるとは考えにくい。しかし、骨粗鬆症になると骨が脆くなるので、骨折が起こり易く、

特に、大腿骨頚部骨折（股の根元に近い部位での骨折）では歩行不能になるので生活機能

が著しく阻害され、ひいては余命短縮につながる。しかし、骨粗鬆症によって骨折を来た

す女性の年齢的ピークは現在では80歳代であり、しかも、その内の半数以上は手術に

よって回復するので、骨粗鬆症が女性の平均寿命に対して著しくマイナスの影響を与えて

いるとは考えにくい。骨折によって女性の「寝たきり率」が高くなり、ひいては余命が短

くなることは事実であるが、もともと高齢者であるので男性に於ける三大死因ほどの顕著

な余命短縮効果はないのである。

　関節リウマチやバセドウ氏病は自己免疫疾患の代表的なものである。一般に女性は男性

に比べて免疫機能が高いので悪性腫瘍や感染症にかかりにくいと考えられている。しかし、

免疫機能が高過ぎると抗原に対して過剰に反応して自己免疫疾患になるのである。従って、

女性は男性よりも自己免疫疾患に罹り易いが、その症例数は3大死因疾患に比べれば著

しく少なく、また、先にも述べたように、この疾患に罹った人の寿命の男女差は殆どない。

以上のような多くの事実から、女性に多い病気は男性に多い病気に比して寿命に対して与

えるマイナスの影響が少ないことが分かる。従って、一般に女性は男性よりも長寿なので

ある。しかし、上述のように、女性は運動器系の疾患に罹り易いので自立が阻害されて

「寝たきり」になることが多い。わが国では「寝たきり」の人の数は男性に比して女性の

方が約4倍と圧倒的に多い。その理由は、上に述べてきたことからも明らかなように、

女性は男性に比して3大死因疾患には罹りにくいが運動器系の疾患には罹り易いからで
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ある。それにしても、女性は男性に比してなぜ生命に関わるような病気には罹りにくいの

であろうか。

性染色体の関与

　人は細胞の核の中に46本の染色体を持っている。その内の44本は22の対をなし、

男女とも同じである。残り2本の性染色体は、その組み合わせが男性と女性とでは異

なっていて、男性の場合はXY、女性の場合はXXの組み合わせとなっていることはよく

知られている。Y染色体には50個以下の遺伝子しかないが、その中のSRY（sex-

determining region Y）と呼ばれる遺伝子が胎児の生殖腺に働いて精巣を発達させ男子

を作るといわれている。一方、X染色体には1千個以上の遺伝子があって体細胞の多く

の機能を制御しているという。従って、個体の生命を維持するためには、Y染色体より

もX染色体の関与が圧倒的に重要であると言える。男性はXおよびY染色体をそれぞれ

1つずつしか持っていないので、それらの遺伝子に何か異変が起これば修復されにくく、

細胞の機能に直接障害が起こり易いといわれている。一方、女性はX染色体を2つ持っ

ているので、1つが損傷されても他のX染色体から補填されることが知られている。ま

た。X染色体には免疫機能に関係した遺伝子が多く存在しているので、X染色体を2つ

持っている女性は免疫機能が強く、悪性腫瘍や感染症に比較的なりにくいと考えられてい

る。

　以上のことから、寿命に男女差があるのは生命に直接関わるような病気の罹患率に男女

差があるからだという事が容易に理解できる。その罹患率の違いや病気に対する抵抗性の

違いは、基本的には男女間の性染色体の違いによると考えられる。その上、女性は一般に

思春期から閉経期までの30年以上に亘って女性ホルモンを出しているが、女性ホルモ

ンは先述のように動脈硬化を予防する働きがあるので、その期間での心筋梗塞や脳血管障

害が起こりにくい。家森幸男京大名誉教授が女性ホルモンの代用的な働きをするイソフラ

ボンに目をつけ、イソフラボンを多く含む大豆を長寿食の最も重要なメニューの一つとし

て強く推奨しているのもこの様な理由からである。イソフラボンは男性のみでなく、閉経

後の女性の動脈硬化を予防することが家森らの世界的な疫学的調査や高血圧ネズミを用い

た動物実験の結果からも強く示唆されている。
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JCO事故における造血幹細胞移植をめぐって
トピックス

宮澤正顯＊

はじめに

　1999年 9月30日に発生した東海村ウラン加工工場の臨界事故については、未だに

読者の記憶に新しいものと考えます。茨城県東海村の核燃料加工施設「JCO東海事業所」

においては、核燃料サイクル開発機構の高速実験炉「常陽」で使用するためのウラン燃料

加工作業にあたり、本来用いるべき溶解塔施設を使用せず、ステンレス製のバケツでウラ

ン化合物の硝酸溶液を調製するという違反行為が常態化していたと言われます。さらに製

品を均一化するための工程でも溶液を小分けせず、貯塔と呼ばれる細長い容器で攪拌をす

ることが行われていたようです。その上事故時の作業では、臨界を防ぐために「裏マニュ

アル」に従って用いられていたこの貯塔さえ使用せず、よりずんぐりとした形状の沈殿槽

を用いたことで中性子の捕獲が起こり易くなり、臨界状態が生じたとされています。

　この事故の犠牲者の一人であるO氏は、上司と3人で「転換試験棟」における沈殿

槽作業を行っていました。O氏が沈殿槽に挿し込んだ漏斗を支え、同僚のS氏がステン

レス容器からウラン溶液を注いでいる最中、「パシッ」という音が生じ、O氏はその瞬間

チェレンコフ反応による「青い光」を見たと言われます。放射線検出を知らせるエリアモ

ニターのブザーが鳴り、別室の上司が「逃げろ」と叫んだのを聞いたO氏は、管理区域

の外にある更衣室まで逃げ込んだところで嘔吐し、意識を失いました1）。

　本稿は、NHK「東海村臨界事故」取材班による『朽ちていった命』（新潮文庫版）1）の

出版を機会に、体質研究会が開催した討論会、「『朽ちていった命』－被曝治療83日間の

要　旨：血球貪食症候群は、サイトカインの持続的な過剰産生に伴ってマクロ
ファージの異常な活性化を生じ、造血系細胞が貪食・破壊されることにより、赤
血球・白血球・血小板の全てが減少する病態である。血球貪食症候群の基礎疾患
の一つに、造血幹細胞移植後の移植片対宿主病があることはしばしば見逃されて
いる。本項では核燃料工場での事故後に同胞から造血幹細胞移植を受け、血球貪
食症候群を発症した症例について、その病理発生と病態を考察した。

＊近畿大学医学部教授（免疫学）
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記録－をめぐって」（平成20年9月、京都市）に際し、筆者が行った講演、「自分が自

分を食べるとはどういうことか」の内容を、総説論文として纏めたものです。研究会から

筆者に与えられた課題は、『朽ちていった命』で「原因不明」とされた血球貪食症候群に

ついて、免疫学的観点から解説を行うことでした。現在では、血球貪食症候群の原因はほ

ぼ明らかになっていると言えますが、O氏の例でなぜ血球貪食症候群に至る病態が発生

したのかについては、必ずしも明確な答えが出せません。この点に関連して、造血幹細胞

移植から血球貪食症候群の発生に至るまでの本症例の病態経過と、特に消化管病変の解釈

については、免疫学的に重要な問題点が隠されていると考えますので、それを考察・解説

したいと思います。

被曝から造血幹細胞移植までの経過解釈

　よく知られている通り、人体が大量の放射線被曝を受けた場合に生じる「急性放射線症

候群」には、線量に応じて骨髄症候群、胃腸症候群、中枢神経症候群があります2）。本症

例で骨髄症候群が発症したことは議論の余地がありませんが、O氏の消化管病変を急性

放射線障害による胃腸症候群であると考えるかどうかは議論の分かれるところです。小腸

上皮のバリア機能障害による腸内細菌群の所属リンパ節への移行は、6Gy程度の全身被

曝によって発生し、10～ 15Gyの被曝があると陰窩細胞の分裂・分化が停止して絨毛

は退縮、被曝から数日以内に蠕動・吸収障害や下痢が発症し、粘膜の剥落がさらに進行す

ると消化管出血を生じるとされています。ところが、本症例では、事故から15日目に

実施された消化管内視鏡検査で、回腸・結腸とも粘膜上皮は良く保たれており、色調も正

常のように見えたと記載されています。このことは、症例報告の論文3） に掲載された内視

鏡写真でも確認出来ます。つまり、通常急性放射線障害が生じるはずの時期に、消化管

粘膜は少なくとも肉眼所見上正常の構造を保っていたことになります。ところが、事故

の26日後から激しい下痢が始まり、1日に1,000ml を超える体液が消化管から失わ

れるようになりました。同日の内視鏡検査では回腸や結腸で粘膜の襞が失われ、結腸には

多数の出血点が見えたと記載されています。同じ時期に、全身の皮膚に多数の水疱が生じ

たこと、血清のビリルビン値が上昇してきたことが記されており、漏出性の消化管障害と

皮膚の水疱、それに肝機能障害が、被曝から4週間近くになって同時期に生じた点が注

目されます。筆者はこれを、以下に説明する急性移植片対宿主病（Graft-versus-host 
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disease: GvHD）、または急性放射線障害による胃腸症候群とGvHDの合併所見である

と考えます。主治医がステロイドパルス療法を指示したのも、おそらく同じ解釈からで

しょう。

　事故から2日目に大学病院に搬送されたO氏には、事故時沈殿槽の反応液に直接露出

していた右腕と顔に日焼けのような発赤があり、血液検査では白血球数が 22,000/µl

と増加、リンパ球はほとんどゼロ、CRPは 4.5mg/dl と高値になっていました。免疫学

的に注目するべきは、末梢血の白血球数が増加しているにも関わらず、被曝から僅か2

日でリンパ球数がゼロとなっている点です。リンパ球、特にTリンパ球は放射線による

障害を受け易く、放射線照射により胸腺ではTリンパ球前駆細胞が大量にアポトーシス

を起こすことがよく知られています。これは、胸腺ではTリンパ球前駆細胞が活発に分

裂増殖すると共にT細胞抗原受容体遺伝子の再構成を起こしており、DNAに損傷が生じ

やすいためでしょう。しかし、急性放射線障害による骨髄や胸腺からのリンパ球産生減少

だけでは、被曝から僅か2日で末梢血のリンパ球がほとんどゼロになるという所見を説

明するのは困難です。

　末梢血を流れているリンパ球の大半は抗原刺激を受ける前のナイーブなリンパ球、一部

は静止状態のメモリーリンパ球で、ヒトでは後者の寿命は数年から数十年にも及びます。

抗原刺激を受けて活性化したばかりのエフェクター細胞は、確かに十数日～数十日の寿命

しか持たないのですが、それでも被曝から2日でゼロになるという程速く失われるもの

ではありません。より寿命の短い顆粒球でも血中半減期は6時間～数日程度と言われて

おり、実際に被曝から2日の時点でO氏の末梢血における顆粒球数は却って増加してい

ます（これは、CRPの上昇からも明らかな、放射線組織障害に伴う急性炎症反応によっ

て、骨髄から顆粒球が動員されたためです）。従って、急激なリンパ球減少の原因は、放

射線障害によるリンパ組織の直接破壊とは別なところに求められなければいけません。

　一つの解釈として、被曝によって生じた急性の組織障害と、生命の危険を伴う激しいス

トレス反応による血中グルココルチコイド濃度の上昇が、末梢血リンパ球の再分布を引き

起こしたことが考えられます。実際、グルココルチコイドが投与後数時間をピークとして

急激な末梢血リンパ球数の減少と顆粒球数の増加を誘導することは、実験的にもよく知ら

れており、その際脾臓のリンパ球数は変化せず、骨髄のリンパ球数が増えることがわかっ

ています。放射線標識を用いた古典的な実験の結果でも、グルココルチコイドの投与によ
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り末梢血中のリンパ球が骨髄へと移動することが示されています。

　このように、被爆直後に末梢血の顆粒球が増加しリンパ球が激減した原因は、体内に

おける血球の再分布にあると考えられますが、その後は急性放射線障害による骨髄症候

群の所見が急速に現れています。事故から3日目に行われた骨髄検査では著しい細胞密

度の低下があり、残存している細胞の75～ 90％が成熟顆粒球で、赤芽球はほとんど見

られない状態となりました。赤血球の寿命は約120日と顆粒球よりもずっと長いのです

が、全身にはおよそ2.5 × 1013 個もの赤血球が存在しますから、骨髄で一日に造られな

ければならない赤血球の数は1011 にも達します。顆粒球が炎症や感染に伴って末梢組織

での要求に従って産生・動員され、従って顆粒球前駆細胞は分裂・分化の途中で停止して

いるものがあるのに対し、赤芽球は常時分裂していることが求められます。このため、赤

芽球数は被曝直後に激減したものと考えられます。被曝から5日目には末梢血白血球数

も5,000/µl 以下にまで低下し、造血障害は明確であったので、HLAの遺伝子型が A、

B、C、DRの 4遺伝子座について完全一致した妹さんから末梢血幹細胞移植を行うこと

が決まりました。これは、骨髄障害に対する治療として当然のことです。

MHC 遺伝子の多型とマイナー抗原不適合

　HLA（human leukocyte antigen：ヒト白血球抗原）とは、ヒトにおいて主要組織

適合性抗原をコードする遺伝子領域（major histocompatibility complex: MHC）のこ

とです。移植の際に最も強い拒絶反応の原因となるのがMHC（ヒトの場合はHLA）遺

伝子型の不一致であり、名称から明らかな通り、MHCは元々拒絶反応の有無を支配する

遺伝子座として発見されて来ました。しかし、人間たちが将来、移植などというとんでも

ない行いを始めるだろうと予測して、神様が予め罰を用意しておいたという訳ではないで

しょうから、外科技術の発達により初めて気付かれるようになった拒絶反応が、MHC遺

伝子の持つ本来の機能であるとは考えられません。むしろ現在では、MHC遺伝子産物は

細胞性免疫を担うTリンパ球による抗原認識に必須の役割を果たす、「抗原提示分子」で

あることがわかっています。そこで先ず、MHC遺伝子産物の機能と、その多型（家系毎

に遺伝子型が違うこと）の意味を説明しておく必要があります。

　ヒトや動物に病気を起こす病原微生物には、細菌やウイルスがあります。細菌はヒトの

身体を構成している細胞と同様に、自らの力でその構成成分を倍加させ、二分裂で増殖す
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る「細胞」です。これに対して、ウイルスはそれ自体では分裂増殖する能力を持たず、生

きた宿主細胞内に侵入してその核酸複製及びタンパク質生合成の機能を乗っ取り、自ら

のコピーを増やします（図1）。この点でウイルスは「彷徨える遺伝子」であり、「生物」

と言うよりは物質であると言えます4）。

　単独で分裂・増殖する細菌に対しては、細菌細胞が核酸やタンパク質、或いは細胞壁を

合成するしくみと、ヒトの細胞がタンパク質・核酸・糖質を合成するしくみの微妙な違い

を利用して、細菌の増殖だけを抑え、ヒトの細胞には害を与えない「抗生物質」を作るこ

とが出来ます。一方、ウイルスは生きたヒトの細胞が核酸やタンパク質を作る仕組みをそ

のまま利用している訳ですから、原理的に抗生物質が効きません。風邪の原因のほとんど

はウイルスですが、いわゆる風邪薬は原因ウイルスの増殖を抑えるものではなく、単に発

熱などの症状を和らげるだけの、対症療法薬です。普通の風邪は水分や栄養、そして休息

図1　細胞、細菌、ウイルスの違い
　上段はヒトなど真核生物の細胞。細胞内で核酸、タンパク質を合成し、全遺伝子のセットを染色
体として配分し、細胞分裂によって増える。中段は細菌。ヒトなどの細胞と違って核を持たないが
（原核生物）、やはり細胞内で染色体DNAとタンパク質を合成し、二分裂によって増える。下段はウ
イルスの複製。ウイルス粒子はそれ自体が分裂して増えることはない。生きた細胞に感染し、細胞
が核酸やタンパク質を合成するしくみを利用して、自らのコピーをたくさん作らせる。一つの感染
細胞から多数のウイルス粒子が一度に放出されることに注意。
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を十分にとっていれば「自然に」治りますが、これは体内に生じたウイルス産生細胞が免

疫反応によって破壊除去されているからです。ウイルス産生細胞のように「非自己の遺伝

子」が発現した細胞を見つけ出して除去するのがTリンパ球の機能であり、非自己遺伝

子の発現を細胞外から検知するために使われるのがMHC分子なのです5）。

　細胞内で合成されたタンパク質は、その立体構造の組上げに失敗した場合や、変性によ

り構造変化が起こった場合、或いは酸化や放射線により部分的な切断が生じた場合は、

速やかにプロテアソームによる加水分解を受けます。私たちの身体を構成しているタン

パク質の平均寿命は僅か3日程度であり、細胞内ではタンパク質の生合成の一方で、タ

ンパク質の分解反応も不断に起こっています4）。プロテアソームによるタンパク質分解の

結果生じたアミノ酸十数個程度のオリゴペプチドは、小胞体膜のTAPトランスポーター

によってエネルギー依存的に小胞体内腔に送り込まれ、そこでMHC分子に結合します

（図2）。MHC分子は数個から十数個のアミノ酸からなるオリゴペプチドをその「ペプチ

ド結合溝」に嵌めて MHC- ペプチド複合体を形成し、輸送小胞で運ばれて細胞表面に発

現します。こうして細胞表面に出たMHC- ペプチド複合体の構造を認識するのがTリン

パ球抗原受容体（T-cell receptor: TCR）です。MHC分子に結合したオリゴペプチドの

アミノ酸配列を認識することは、その細胞が内部で合成しているタンパク質のアミノ酸配

図2　生きた細胞内で発現する遺伝子を細胞表面から監視する機構
　高等動物細胞には、細胞内タンパク質のプロテアソーム分解によって生じたペプチド断片を細胞
表面に運び、提示する機能がある。この仕組みにより、細胞内で合成されている遺伝子産物の「サ
ンプル」が常に細胞表面に表れていることになり、これをＴリンパ球が監視することによって、非
自己の遺伝情報を内部に持った細胞の存在が認識される。
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列を監視することと同義であり、それは即ち、細胞内部で発現している遺伝子の塩基配列

を監視することとなるわけです。こうして、Tリンパ球は、「生きた細胞の内部を外から

監視して」非自己遺伝子発現の有無を調べることが出来ます。これが「抗原提示分子」と

してのMHC分子の機能です。

　勿論、ある個体が持つ限られた種類のMHC分子のペプチド結合溝に、どのようなウ

イルスタンパク質由来のペプチドであっても必ず嵌るとは限りません。個々のMHC分

子は数百種類のペプチドを結合可能であると考えられますが、それでも特定のウイルスタ

ンパク質に由来するペプチドは、特定のアミノ酸配列を持つMHC分子には結合出来な

いということが起こり得ます。実際、ある特定のMHC遺伝子型と、特定のウイルス感

染症に対する感受性、或いは特定疾患の発症頻度とが強く相関する場合がしばしばあり、

これを「免疫応答遺伝子現象」と呼びます。免疫応答遺伝子現象による限界を抱えつつ、

種としてのヒトが存続するためには、個体間でMHC分子の多型性を高める（即ち、各

MHC遺伝子座における対立遺伝子の数を増やす）ことが必要です。これにより、ある特

定のウイルスが蔓延した時、そのタンパク質に由来するペプチドを体内のどのMHC分

子でも提示出来ず、従って免疫応答能が低くなってしまう一部の個体（とその子孫）は死

滅したとしても、アミノ酸配列の異なったペプチド結合溝の存在により同じウイルスに対

して高い免疫応答能を示すことの出来る別個体は生き残って、種としてのヒトは存続して

いくことが可能となるわけです。

　このようなMHC遺伝子の多型による種の生き残り戦略が実際に機能していること

は、ヒトと同じ霊長類であるチンパンジーのMHC遺伝子を解析することにより明らか

にされています。現在全世界にはおよそ3,500万人のエイズウイルス感染者があり、毎

年250万人以上が新たに感染、210万人以上がエイズを発症して死亡しています。エ

イズはもともとヒトが持っていた病気ではなく、1980年代になって突然その存在が気

付かれたものですが、実際エイズウイルスの起源はサルにあり、現在蔓延しているヒトの

エイズウイルスはチンパンジーの持つサル免疫不全症ウイルス（SIV）が、何らかの理由

でヒトに感染したものであると考えられています。チンパンジーのSIV も、もともとは

病気を起こしていたのですが、現在地球上に生存しているチンパンジーはSIV に感染し

てもエイズ症状は起こしません。これは、かつてチンパンジーエイズの蔓延によって、当

時のチンパンジー個体の大半が死に絶えてしまい、現存しているチンパンジーはSIV に
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対して抵抗性を示した個体の子孫だけであるからだと考えられています。実際、現存チン

パンジーのMHC遺伝子を解析すると、進化上ヒトより先に祖先から分岐したはずのチ

ンパンジーは、ヒトに較べてはるかに少ない種類（およそ1/10）のMHC対立遺伝子

しか持っていないことがわかります。しかも、それらの MHC遺伝子は、ヒトでエイズ

ウイルスに対する強い免疫反応を起こすことが知られているものと類縁関係があるので

す。

　MHC領域にはA、B、C、DRなど複数の遺伝子座が存在しますが5）、ヒトでは第6

染色体上の比較的狭い領域にこれら遺伝子座がかたまって存在しているため、これらの遺

伝子座の特定の対立遺伝子の組が、お互いに強く連鎖し、親から子へと纏まって遺伝する

する傾向があります（これをMHC遺伝子型間の「連鎖不平衡」と言います）。従って、

例えば特定のDR遺伝子型とB遺伝子型を持つ個体は、自動的にある特定のC及びA遺

伝子型を持つ確率が高いと言うことになるわけです。このように、連鎖不平衡によってひ

とまとまりに遺伝する複数遺伝子座の対立遺伝子の組を、MHC遺伝子座のハプロタイプ

と言います。ハプロタイプの考え方に立てば、減数分裂の過程で父親由来のHLA遺伝子

座と母親由来のそれとの間で組換えはほとんど起こらないと考えることが出来、同胞間で

は理論的にほぼ1/4の確率でHLA遺伝子型の完全一致が生じることになります。この

ため、O氏の例でもHLA-A、B、C、DRの遺伝子型が完全一致した妹からの造血幹細胞

移植が実施されました。しかし、HLA遺伝子型が完全一致していても、一卵性双生児の

場合と異なり、同胞間では移植に伴う免疫反応が全く起こらない訳ではないのです。特

に兄妹間の移植では、次に述べる移植片対宿主病の危険性が高まることが知られていま

す。HLAが完全一致した同胞間であっても、移植に際して免疫反応が起こることがある

のは、次のような理由からです。

　ヒトという種を通じて多型の存在する遺伝子は、MHC（HLA）だけではありません。

兄妹間で血液型が違うかも知れません。ABO式血液型を決定しているのは糖脂質や糖タ

ンパク質の末端糖鎖構造ですから、血液型が違うということは、異なる糖転移酵素（＝タ

ンパク質）の遺伝子が発現しているということです。また、レシピエントであるO氏は

男性で、ドナーの妹さんは女性ですから、O氏の細胞には、妹さんには絶対に発現して

いないY染色体の遺伝子産物や、男性ホルモンで発現が誘導された遺伝子の産物が存在

しています。その他、MHC領域とは異なる恐らく数千の遺伝子座について、O氏と妹さ
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んの間に多型が存在していたことでしょう。これら、MHC 以外の遺伝子座に由来するタ

ンパク質アミノ酸配列の多型を「マイナー組織適合抗原」と呼びます。MHCが一致して

いる条件下では、ドナーとレシピエントの間でアミノ酸配列が異なるマイナー抗原由来の

ペプチドが、両者に共通のMHC分子によって提示されることになり、Tリンパ球から見

るとマイナー抗原の異なる細胞は、あたかもウイルス感染細胞のように排除の対象となり

ます。こうして、HLA完全一致の移植においても、マイナー抗原を認識するTリンパ球

の活性化は十分に起こる可能性があるわけです。

移植片対宿主病

　本症例でも実施された末梢血幹細胞移植においては、CD34陽性細胞（CD34は、多

能性を持った未熟な幹細胞に強く発現しています）を十分に濃縮しても、移植に用いる

造血幹細胞中へのドナー由来成熟Tリンパ球の混入を完全にゼロにすることは出来ませ

ん。そのため、移植片中にごく僅か混入していた妹さんの末梢血Tリンパ球の中に、O

氏の細胞が発現する「妹さんのそれとはアミノ酸配列の異なったタンパク質由来のペプチ

ド」を、「非自己」と認識する細胞が含まれている可能性が生じます。その結果起こるの

が移植片対宿主病（GvHD）です。

　GvHDは拒絶反応とは全く異なるものです5）。拒絶反応は、レシピエント（この例で

はO氏）のTリンパ球が移植片中のドナー由来遺伝子産物を認識して活性化し、ドナー

細胞を攻撃・排除するものです。通常、MHC遺伝子型の不一致では10日程で、また

MHC一致条件下でマイナー抗原の不一致がある場合は1ヶ月程で、移植片は拒絶され

ます（実際には、移植片の実質細胞が一つ一つ破壊されるのではなく、移植片中の血管が

ドナー由来のリンパ球によって破壊されることで、移植片全体が一気に循環障害に陥り

ます）。これに対して、GvHDにおける免疫反応は、ドナーに由来する成熟Tリンパ球が

レシピエント組織の遺伝子産物を非自己と認識して起こすものです。レシピエントが正常

の免疫応答能を持っている場合は、レシピエントのリンパ球数が移植片に含まれるドナー

由来のそれを圧倒的に上回りますから、ドナー由来リンパ球に対しても拒絶反応が起こ

り、ドナーの成熟リンパ球は排除されます。しかし、いわゆる臓器移植や骨髄移植が行わ

れる場合は、拒絶反応を抑制するための免疫抑制薬投与や、ドナー由来造血細胞定着の場

（ニッチ）を作るための放射線照射が行われます。このような条件下では、レシピエント
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のリンパ球はドナー由来の成熟リンパ球を排除できず、ドナーの成熟リンパ球が生き残っ

てレシピエントに対する反応を起こします。本症例のように、放射線被曝によりレシピエ

ントの免疫系そのものが破壊されている場合（末梢血リンパ球数ゼロ）も同様です。この

ような状況下でドナーからある程度の数以上の成熟リンパ球が移入されれば、これが多型

のあるレシピエントの遺伝子産物を認識して活性化し、レシピエント細胞を攻撃・排除す

るエフェクター細胞が形成されます。つまり、GvHD発症の前提条件は、レシピエント

が免疫抑制状態にあることです。

　一般に移植後100日以内に発症するGvHDを急性型、それ以降に発症するものを慢

性型として区別します。急性GvHDではドナー由来のリンパ球が表皮細胞、消化管粘膜

上皮細胞、肝臓の胆管上皮細胞、及びリンパ組織の細胞を障害する結果、組織学的にこれ

らの細胞にアポトーシスを生じ、皮膚の紅斑・水疱、ビリルビン値の上昇、激しい下痢と

これに伴う低タンパク血症などを生じます。本症例で被曝後26日目から見られた所見

は、これらに一致するものです。一方、慢性GvHDでは皮膚病変が真皮層の線維化、消

化管病変が潰瘍形成や粘膜下層の線維化へと進行し、さらに閉塞性気管支炎、唾液腺炎、

筋膜炎、脂肪織炎などの多臓器・組織障害が生じます。骨髄移植に較べてドナー組織に成

熟Tリンパ球が混入しやすい末梢血幹細胞移植では、GvHDの予防が特に重要で、造血

幹細胞生着の場を作ることより、GvHDをいかに防ぐかが移植の成否を左右すると言わ

れます。

　但し、O氏に見られた皮膚・粘膜病変が、全てGvHDに由来するものか、被曝線量の

関係から少し遅れて発生した急性放射線障害による胃腸症候群を含むものかは確定出来ま

せん。実際、O氏の治療チームも、水分漏出性の消化管障害や皮膚の水疱が急性放射線

障害によるものか、GvHDによるものか、判断に苦慮した様子が窺えます。通常の患者

であれば、消化管粘膜や皮膚の生検を行い、そこにドナー由来のリンパ球浸潤と上皮細胞

のアポトーシスがあるか否かを判断の根拠と出来ます。また、生検組織中のドナー由来T

リンパ球を、PCR によるマイクロサテライト遺伝子型タイピング（DNA診断）などに

より検出することも可能です。しかし、O氏の場合、消化管の生検を行えばそこから出

血や感染が起こる可能性があり、皮膚も全体が水疱形成状態で、とても検査に踏み切れる

状況ではなかったでしょう。

　剖検時の組織像からGvHDの有無を判定することも、矢張り困難です。しかし、剖検
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所見を記載した論文を見ると、消化管粘膜上皮の広範な脱落と共に粘膜固有層の線維化が

記載されており、慢性化に進んだGvHDの所見と考えることも出来ます。逆に、ビリル

ビン値の上昇を急性放射線障害だけで説明することは難しいと思います（勿論、免疫不全

状態に伴って上向性の胆道感染症などが起こっていた可能性は残ります）。

　一般に、急性放射線障害による組織病変は身体の部位によって不均等であることが特徴

とされ、皮膚については紅斑・脱毛・落屑・水疱形成・潰瘍・壊死などの変化が、部位に

よって線量依存性に、かつさまざまな潜伏期を経て発現すると言われます2）。これに対し

て、拒絶反応やGvHDなど、免疫応答による病変は全身均一に、かつ同時に起こるのが

特徴です。これは、反応側のリンパ球が活性化され、組織障害能を持ったエフェクター細

胞に分化するのに一定の時間がかかる一方、一旦活性化したエフェクター細胞は、血管

があるところであればどこにでも一様に侵入出来るためです。O氏の場合、漏出性の下

痢、消化管粘膜の萎縮と出血、全身の皮膚の紅斑と水疱、それにビリルビン値の上昇が同

時期に一斉に現れており、免疫反応の存在を示すと共に、これら全てが急性GvHDの診

断基準とも合致するものです。

血球貪食症候群

　O氏に末梢血幹細胞移植が実施されてから49日目、末梢血白血球数が突然 2,700

/µl に減少し、移植65日目にはこれが1,000/µl 以下に低下しました。また、同じ頃に

激しい消化管出血が始まり、1日1,000ml 前後の下血が見られるようになりました。

移植 55日目の骨髄検査では赤芽球系・顆粒球系の造血細胞成分が著しく減少し、マク

ロファージ系細胞による血球貪食像と広範なヘモジデリンの沈着が見られたと記載されて

います。ヘモジデリンとは、赤血球がマクロファージに貪食されて生じた鉄を含む不溶

性の色素が、細胞内に沈着したものです。貪食されるのは赤血球だけでなく、血球系の全

ての細胞であり、汎血球減少症の一症候として消化管出血が起こっています。この症例を

扱った NHK「東海村臨界事故」取材班の『朽ちていった命』では、「原因不明の血球貪

食症候群」と記載され、当時の主治医たちもその理解に苦しんだ様子が窺えますが2)、現

在では血球貪食症候群について、その細胞レベルでの「原因」は明らかです。

　血球貪食症候群（Hemophagocytic syndrome）は、マクロファージの異常活性化

によりその貪食能が亢進し、全ての系統の血球が過剰に貪食・処理される結果汎血球減少
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症を生じ、貧血、顆粒球減少症、及び血小板減少症とともに、高フェリチン血症、発熱、

肝脾腫、黄疸、高脂血症、時には皮疹やDIC（播種性血管内凝固症候群）を合併する病

態を言います。その大部分は二次性で、ウイルス感染症、特にEBウイルスやサイトメガ

ロウイルス感染、悪性腫瘍、自己免疫疾患などを背景に生じますが、一部は家族性で、遺

伝子異常が原因になります。

　血球貪食症候群の病因・病態が明らかとなったのは、家族性血球貪食症候群（Familial 

hemophagocytic lymphohistiocytosis: FHLH）の遺伝子解析がきっかけです。

FHLHには複数の家系があり、それぞれ原因遺伝子は異なっていますが、異常の見られ

る遺伝子に共通しているのは、それらが何れもナチュラルキラー（NK）細胞やCD8陽

性細胞障害性Tリンパ球（cytotoxic T-lymphocyte: CTL）からの細胞障害分子、パー

フォリン（図3）の分泌に関わっていることです。即ち、原因遺伝子の一つはパーフォ

リンをコードするPerf1 そのものの変異であり、他の原因遺伝子もパーフォリン含有顆

粒の細胞膜との融合に関与するシンタキシン11の遺伝子（Stx11）など、パーフォリ

ンの分泌と標的細胞障害に関わる分子の異常です。

　NK細胞やCTLは、細胞表面の受容体を介してウイルス感染細胞や同種異系細胞を認

図3　Tリンパ球の活性化とサイトカインによるエフェクター細胞の分化誘導
　リンパ節で樹状細胞から抗原提示を受けたナイーブなCD4陽性 Tリンパ球は、最初に活性化す
る時のサイトカイン環境に応じてTh1または Th2と呼ばれるエフェクター細胞に分化する。Th1
細胞の産生するインターフェロン（IFN）-γは、CD8陽性 T リンパ球の細胞障害性Tリンパ球
（CTL）への分化を促進する。標的となるウイルス感染細胞などと接触したCTLは、細胞障害顆粒
を放出する。顆粒に含まれるパーフォリンは、標的細胞の細胞膜に孔を開け、細胞死を誘導する。
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識し、活性化してパーフォリンを放出、標的細胞のアポトーシスを誘導します。この細胞

障害機構に異常があると、NK細胞やCTLは標的細胞を排除することが出来ず、ウイル

ス感染細胞や同種異型細胞（移植片）などによる抗原刺激が持続します。微生物タンパク

質やウイルス核酸の存在を Toll-like receptor（TLR）で感知した樹状細胞は、IL-12と

呼ばれるサイトカインを産生し、IL-12存在下で活性化されたCD4陽性 Tリンパ球は、

IFN-γを産生するTh1細胞へと分化します。また、ウイルス感染細胞の存在を、MHC

類似分子に対する受容体NKG2Dで感知したNK細胞は活性化し、これも IFN-γを産

生します。こうして産生された IFN-γは樹状細胞からの IL-12産生を促進し、CD4陽

性 Tリンパ球の分化はますます IFN-γ産生の方向へと向かいます（図3）。この条件下で

は、過剰な IFN-γによりマクロファージの持続的かつ過剰な活性化が起こり、活性化さ

れたマクロファージは本来貪食すべき老廃・障害血球だけでなく、正常の血球までも貪食

するようになるのです。そのため、過剰な血球貪食の結果として汎血球減少が起こり、細

胞膜由来の脂質の分解による高脂血症、赤血球の分解による高フェリチン血症と造血組織

へのヘモジデリン沈着、および骨髄における血球貪食像を生じたのが、血球貪食症候群で

す。

　家族性でない血球貪食症候群でも、サイトカイン過剰状態がマクロファージの異常活性

化を招く病態は同じです。持続性ウイルス感染症や悪性腫瘍の存在が免疫系の持続的活性

化を起こしたり、自己免疫病の存在が自己抗原による免疫系細胞の持続的刺激の原因に

なったりするわけです。

　それでは、本症例におけるサイトカイン過剰状態の原因は何でしょうか？

　EBウイルスの再活性化やサイトメガロウイルスなど、ウイルス感染が引き金となる可

能性がありますが、この症例に関しては全経過を通じてPCR法による主要なウイルス・

細菌・真菌の検出が行われており、少なくとも血球貪食症候群の原因として知られている

ようなウイルスの感染（または持続活性化）は検出されていません。また、悪性腫瘍の

存在も、剖検では見出されていません。従って、一番考えられる原因は、やはり重篤な

GvHDでしょう。

　筆者は、本症例とよく似たGvHDに伴う骨髄造血障害とマクロファージ過剰活性化の

事例を経験したことがあります6）。その事例は再生不良性貧血の男児でしたが、やはり

HLA完全一致の姉から骨髄移植が行われました。本事例と全く同じく、移植した造血幹



348 環境と健康 22（2009）

細胞は一旦生着し、骨髄の細胞密度も末梢血血球数も回復しましたが、移植3ヶ月後頃

から骨髄細胞の分化能力が低下し、汎血球減少症を生じて死亡しました。剖検時の骨髄は

マクロファージ系細胞で満たされ、ヘモジデリンの沈着が目立ったのもO氏の例と同じ

です。この男児例では明瞭なGvHDが起こっており、皮膚の紅斑部にはTリンパ球の浸

潤と表皮細胞のアポトーシスが、消化管粘膜には絨毛の萎縮と上皮の剥落、及び粘膜固

有層へのリンパ球浸潤があり、肝臓はGlisson 鞘にリンパ球が浸潤して細胆管が破壊さ

れていました。当時は血球貪食症候群に関する知識がなく、その目で臨床データを解析

することは行っていませんが、少なくともGvHDに伴うリンパ球の持続活性化がマクロ

ファージ系細胞の増殖と活性化を引き起こし、これが汎血球減少症の原因となっていたこ

とは明らかです。

　O氏の場合も、全く同じくHLA完全一致の妹さんから造血幹細胞移植が行われていま

すが、HLA完全一致の同胞からの移植がGvHDを引き起こす可能性があることは上記の

実例の通りです。前述のように、O氏における消化管障害や皮膚の所見、それに肝障害

の同時発生はGvHDの診断基準に一致し、GvHDによるサイトカイン過剰産生がマクロ

ファージの活性化を引き起こすことも上記の自験例で示されていますから、GvHDが血

球貪食症候群の原因となったと考える根拠は十分にあります。実際、自己免疫病に対する

骨髄移植治療後に血球貪食症候群を発症した事例の報告もあります。

マクロファージによる自己赤血球の貪食機構

　この事例の病態理解については、以上の解説で十分述べた積もりですが、研究会の席上

でも質問を受けたマクロファージによる血球認識と貪食の機構について、最後に少し触れ

たいと思います。

　マクロファージは、元々生理的機能として老廃血球やアポトーシス細胞、それに酸化リ

ポタンパク質の貪食除去を行っています。マクロファージはこれらの機能に関わる複数の

細胞表面受容体を発現していますが、老廃赤血球やアポトーシス細胞の認識・除去に関わ

る受容体の一つが CD14です（図4）。実際、CD14を欠くマクロファージは老廃赤血

球やアポトーシスに陥った細胞を貪食出来ないことが証明されています。但し、CD14

は糖脂質のアンカーで細胞膜に繋ぎ止められたタンパク質であり、それ自体は細胞内へ

のシグナル伝達機構を備えていません。そのため、CD14の本来の機能は老化した赤血
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球やアポトーシスに陥った細胞をマクロファージの表面に集める（tethering）ことであ

り、結合した老化赤血球やアポトーシス細胞の貪食反応は、CD14とは別の受容体が引

き金を引くものと考えられています。

　新鮮で健常な赤血球と老化赤血球の区別に関わる赤血球側の構造もわかっており、その

少なくとも一つは、細胞膜におけるアミノリン脂質・フォスファチジルセリン（PS）の

不均等分布です。即ち、新鮮赤血球を含む健常な細胞では、PSは脂質二重層の内側と外

側に不均等に分布しており、外側にはごく僅かしか露出していません（細胞あたり検出可

能部位数として、表面に300ヶ所程度）。これは、脂質二重層におけるPSの分布が、

アミノリン脂質交換輸送体（aminophospholopid translocase）によりATP依存性

に維持されているからです。ところが、赤血球が老化してエネルギー依存性の酵素活性が

維持出来なくなると、上記の交換輸送体の活性が低下し、細胞膜の表面側にPSが露出

図4　マクロファージの発現する異物認識受容体
　マクロファージ系細胞は、細菌菌体やアポトーシスに陥った自己細胞を認識して貪食することに
働く各種の受容体を、細胞膜系に発現している。このうち、コラーゲン様スカベンジャー受容体で
あるSR-AI/II（scavenger receptor-A I and II）は、マクロファージに特徴的に発現して顆粒球に
は見られず、主にエンドサイトーシスによって形成される小胞に分布している。一方、同じコラー
ゲン型スカベンジャー受容体の MARCO（macrophage receptor collagenous domain）は、
主に脾臓の白脾髄と赤脾髄の境界部に存在する辺縁帯マクロファージや肺胞マクロファージに見ら
れ、細胞表面に発現している。MARCOは種々のグラム陽性およびグラム陰性菌の貪食に関連する
とともに、肺胞マクロファージによる粒子状異物の除去にも関与する。
　非コラーゲン型のスカベンジャー受容体であるCD36は、単球・マクロファージ系の多くの細胞
や血小板、および一部の血管内皮細胞にも発現し、酸化 LDLとアポトーシス細胞の貪食に重要な役
割を果たす。また、顆粒球・単球系細胞に広く分布するCD14は、クリコシルホスファチジルイノ
シトール（GPI）アンカーによって細胞膜表面に結合した LPS結合蛋白質であり、アポトーシス細
胞や老廃赤血球の認識にも重要な役割を果たす。マクロファージと同じく単球に由来する樹状細胞
は、獲得免疫反応の引き金を引く上で重要な役割を持つが、ウイルスや細菌の糖鎖を結合するレク
チン型受容体であるDC-SIGNを細胞表面に発現している。



350 環境と健康 22（2009）

してきます。実験的には、カルシウムイオノフォアで赤血球を処理すると、細胞膜表面の

PS検出数が細胞あたり30,000にも上昇し、病的状態としては鎌状赤血球貧血症の赤

血球でも12,000～ 13,000に増加しているといいます。また、老化を反映すると考

えられる、小型化し密度が高まった赤血球画分は、「新鮮」と考えられる赤血球画分に較

べて、その表面により多くのPSを発現していたとの報告もあります。

　老化赤血球と同様、マクロファージによるアポトーシス細胞の認識にもPSが重要な

役割を果たします。この場合、アポトーシス反応の過程で起こるミトコンドリアからのチ

トクロム c遊離により、細胞膜内側のPSが酸化され、酸化PSは細胞膜の外側に分布

するようになるとされます。

　アポトーシス細胞の認識・貪食において膜の外側に分布するようになったPSの認

識に関わるのは、マクロファージから分泌される糖タンパク質であるラクトアドヘリン

（milk fat globule epidermal growth factor 8: MFG-E8）やGas6であり、これら

は丁度抗体や補体のように標的細胞とマクロファージとを繋いで貪食反応を活性化するこ

とから、PSオプソニンとも言われます。ラクトアドヘリンやGas6を結合するマクロ

ファージ側の受容体や、その下流のシグナル伝達機構なども詳しく解析されています。ま

た、最近ラクトアドヘリンが老化した赤血球の貪食にも関与することが示され、CD14

による tethering と、PSオプソニンによる貪食活性化の過程は、アポトーシス細胞と老

化赤血球とで、基本的に同一であると考えられます。

　血球貪食症候群においては、サイトカイン過剰による持続的なマクロファージ活性化に

伴って貪食反応の閾値が下がり、本来は貪食すべきでない新鮮な血球も、活発な貪食の対

象となってしまうものと考えられます。「自分が自分を食べる」とは、このような現象な

のです。

文　献

　本誌の性格上、引用文献を全て挙げることは避けました。マクロファージによる貪食の

機構やTリンパ球によるサイトカイン産生の詳細は、５）の教科書をご参照下さい。血

球貪食症候群に関する優れた総説として、英文ですが７）を挙げておきます。

１） NHK「東海村臨界事故」取材班：朽ちていった命－被曝治療83日間の記録．新潮文庫、新潮
社、東京（2006）
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和彦、監修）．医療科学社、東京（2004）

３） Chiba, S. et al.: Transplantation for accidental acute high-dose total body neutron- 
and γ-irradiation exposure. Bone Marrow Transplant. 29: 935-939 (2002)

４） 宮澤正顯：感染症としての文明．述2　生政治（近畿大学国際人文科学研究所紀要）．明石書店、
東京（2008）
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liheage cells, severe thymic atrophy, and extramedullary hematopoiesis of possible 
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Bone Marrow Transplant. 18: 437-441 (1996)

７） Arceci, R. J.: When T cells and macrophages do not talk: the hemophagocytic 
syndromes. Curr. Opinion Hematol. 15: 359-367 (2008)

　これまで脊椎動物は、咀嚼力のある顎を持たないヤツメウナギのような無顎類と有顎類（魚類、
両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類）に大別されてきた。しかしヒト（有顎類）で知られていた免疫
系遺伝子が、無顎類では発見されていなかった。今回やっと免疫系の原点に立ち戻った研究から、
無顎類に特有の免疫系が発見された。しかも異物を処理する分子的機構はまったく異なっている
けれども、多様な抗原認識、自他の識別、免疫記憶などの適応免疫系に必須の機能が保持されて
いることが明らかにされた。すなわち異物を処理する戦略は同じだが、そのための戦術が異なっ
ていたのである。
　抗原認識に当たっては、有顎類の免疫グロブリンとは異なるロイシンに富む反復配列のタンパ
クを用い、抗原受容体の多様性は遺伝子組み換えの代わりに遺伝子変換（コピーの貼り付け）、
遺伝子編集、逆転写を多用している。そこで有顎類の免疫系遺伝子再編成に必須の組み換え遺伝
子RAGや組み換えシグナル配列RSSの起源が問題となる。偶々進化途上の分岐で、挿入され
た細菌の転移因子を有顎類が免疫系に転用した可能性も考えられる。すなわち無顎類の免疫系は
ヒトの免疫系の前身に当たるのか、もしくはヒトの免疫系と平行して進化したものかということ
である。 （Yan）

Guo, P. et al.: Dual nature of the adaptive immune system in lampreys. Nature, 
459, 796-801 (2009)

ヒトと異なる免疫系の発見

Random Scope
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けい

康
こう

は、中国、魏晋時期の文学者であり、哲学者である。阮籍と並んで、竹林の七賢の

代表者として、その名が知られている。竹林の七賢たちについての、日本での一般的な受

け取り方は、世俗の交わりから逃避し、集まって酒を飲んでいた人々というイメージが強

いのかも知れない。しかし、学者たちは、七賢のそれぞれの伝記を詳しく調べて、かれら

七人が同時に集まる機会はなかったと論証しており、また、かれらは酒を飲むために集

まったのではなかった。哲学議論－当時の言い方では玄談－を交わすために、会合を開い

ていたのであった。

　かれらが討論しあった哲学論議は、現在でも議論の主題となるものであって、たとえば、

人間と聖人（超越者）との間には越えられない格差があるのかどうか、言葉によって人の

感情をどこまで表現できるのかなど、興味深い議論がくりひろげられていた。 康は、そ

うした議論の場において、精緻な論理を展開する、理論的な指導者であったのだろう。か

れの文集の中には、哲学議論を文章化した「○○論」と題された作品が、いくつも遺され

ている。その一つである「声無哀楽論」では、個々の音には、楽しい音、悲しい音などと

いった特定の色あいはないのに、我々が音楽を聞くとき、感情を揺さぶられるのはなぜな

のかという、興味深い分析がなされている。ここで取り挙げる「養生論」も、そうした哲

学議論の一つである。

　「養生論」では、長寿を実現し、仙人になる方法が検討されている。その最初に、当時

の世間一般の仙人についての観念が紹介される。一方では、学習を通じて仙人となれると

する人々がおり、一方では、人の寿命は最高でも百二十歳を越えることがなく、それを越

えた存在は “妖妄 ” だと主張する人もいるのであるが、 康は、この二つの考えをともに

否定し、千歳を越えるような神仙は確かにいるが、それは天与の資質を基礎にし、それを

うまく導養して、その資質を完全に発揮させることができたとき、そうした存在となれる

のだと主張をしている。

康の ｢養生論」

小南一郎＊

随　想
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　その導養の方法を論じたのが、この「養生論」である。 康は、まず最初に、精神の肉

体に対する優位性を確認する。精神が、肉体にとって、主君なのである。そうした前提の

上に、次のように論じている。世間の人々は、様々な方法で長寿をめざしながら、結局は

中途半端で終ってしまう。それは、心が世俗の楽しみなどに惹かれて、微小な作用ではあ

るが、そうした嗜欲が、常に肉体を害っているからなのである。そうした微小なものが積

み重なって、長生の実現を妨害することになる。人々は「痛みを覚えた日が、病気に罹っ

た最初だ」と考えているが、実は、それ以前に、すでに長い期間の積み重ねがあって、そ

れが長生を妨げている。それに対して、養生のできる人たちは、心を清らかに、からっぽ

にし、私意を棄て寡欲で、楽しみを忘れ、生への執着も棄てているのだとする。

　こうした 康の議論に対して、これも竹林の七賢の一人である 向
しょう

秀
しゅう

 が「難養生論」

という反論を書いている。向秀の議論も多岐にわたるが、まとめれば、人間は情を持つ存

在であり、そうした情を抑え、欲望も楽しみもないままに長生きをして、なにの意味があ

るのかという議論である。その反論に答えて、 康は「答難養生論」という、さらに長い

議論を書いた。人間は嗜欲を実現することを喜びとする存在だと位置づけているが、その

喜びが本当に意味のあるものなのかと問い掛けるのである。人の価値観は変化するもので

あって、むかし大切だと思っていたものも、今ではそれほどでもないということもある。

高級車に乗り、テーブルいっぱいのご馳走を食べることに、どれほど執着する意味がある

だろうか。官職が得たいと思う人も、主君に取って代わろうとまでは望まない。奥さんが

欲しい人も、肉親を結婚の対象とは考えない。このように、人はすでに嗜欲の自由な発揮

を抑えているのであれば、内心の楽しみのため、世俗的な楽しみを押さえたとしても、そ

れは程度の差に過ぎないと、 康は論じている。

　こうした議論を読んでみても、 康が、本当に千年を越える長寿と神仙の存在を信じて

いたかどうかは多分に疑問である。むしろ、こうした議論を通じて、 康は、世俗の論理

のほかに、より高い水準の論理や価値観が存在することを強調したかったのではないかと

想像するのである。ちなみに、この議論の中で、 康は、学んで神仙になれるという考え

を否定し、天与の特殊な資質を持った人が、その資質を十分に発揮したとき、神仙になる

のだと論じている。しかし、中国の神仙観念の展開の中では、これ以後、神仙は学んで到

達できる－資質がない我々に対しても神仙となる道が開けている－とする考えの方が、む

しろ優勢になってゆくのである。



＊元住友商事（株）職員（国際経済）

サロン談議 6　資本主義の行方（Ⅲ）
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サロン談義

｢サロン談義６｣ コメント３

「大量消費社会から縮小社会へ」に関連して

戸松孝夫＊

　サロン談義６　資本主義の行方（Ⅰ）の問題提起に対しては、既に春号と夏号にコメン

ト1及び2が掲載されており、発表後半年経過した現在でもなお未解決の悩ましい問題

を残しています。本文では資本主義がもたらした功罪につき判り易く例示されており、こ

の中で現今では特に「罪」につきメディアが騒いでいますが、「現在の姿は進化途上の過

渡的混乱か、或いは経済制度としての極限に達し、転落の道に入りかけているのか」との

著者の問題提起は興味深いものです。

　 ｢資本主義の行方｣ に関しては、本誌前号（22巻2号）トピックス「大量消費社会

から縮小社会へ」は関連深いので、以下にそのコメントも兼ねて談義を重ねさせて戴きま

す。年々急速に進む環境破壊にストップをかけ、社会崩壊を招く原因が内在しない

「Sustainable 社会」を取り戻すには、今の大量消費社会を「縮小社会」（資源の総消費

が持続可能な範囲になるまで物的水準を縮小し、且つ絶え間ない消費拡大を必要としない

社会）へ転換する以外に決め手はないとの観点から、１年前に京都に発足した「縮小研究

会」（22巻2号編集後記参照 )の趣旨に同感します。トピックス論文では機械工学専攻

の著者が経済学の分野にまで深く踏み込んで考察されているのには感服しました。本文で

は些か大胆な発想も展開されておりますが、これは自然科学・社会科学両分野にわたり、

内外の資料を綿密に検証された結果だと参考文献から推察されます。本論の中で、技術振

興に対する下記如き批判的な表現は、筆者が技術畑だけに極めて説得性があるものと言え

ましょう。

①人間や環境から離れて一人歩きする技術、大量消費社会を前提とする技術は不要

②今までの華やかな技術発展史に幻惑された技術信仰の世界

③現在の科学技術振興論は経済成長だけが殆ど唯一の目的
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　太陽光や風力による発電、化石燃料を使用しない自動車（ハイブリッド・電気・燃料電

池車等）は、間接的に使用されるエネルギーや資源の消耗を考慮した場合、必ずしも環境

負担減には結びつかないとの科学的な事実説明は、使用者に対し個々に多額の補助金を出

して、これらの新兵器を普及させようとしている政府関係者に是非聞いてもらいたい話だ

と思いました。更には「不要な物をもっと買えという浪費拡大論は、一時的な効果はあっ

ても有限の環境下では根本的な解決にはならず、より大きな次の不景気の下地になる」と

の論理も明解で、全国民に一律1.2 ～ 2萬円ばら撒いている総理大臣に理解してもらい

たいところです。

　世界一の自動車メーカーで長年研究開発に従事されてきた著者が最後に「誰にでも簡単

に高速を出すことが出来て、僅かな不注意が他人の命を奪う大事故に至る危険な商品であ

る自動車が製造責任を問われないのはおかしい」として、自動車の技術高度化（特に高速

性）や自動車の普及に対し、批判的な意見を述べておられるのは、興味深いことです。

　環境破壊の根源である大量消費への執着という心理的抵抗を失くすことに世の中の理解

を広めることが縮小委員会の役割であるとして目下その具体策が検討されているようです

が、大事なことは折角の動きが孤立化しないことだと思います。この為には、先ずは環境

省役人の硬い頭を洗脳し、国内的には官民一丸となってこの運動を推進することです。更

には国際的な連繋が必須で、特に自国産業の圧力で京都議定書の署名すら出来ていない環

境破壊大国アメリカの理解と協力なくしては、全地球的な縮小社会運動にはつながらない

ことが心配されます。

　本文を読み終えて、縮小社会への移行のためにエネルギーと資源消費の大幅減の具体策

として私なりに下記3つの案を考えてみました。現実離れした理想論かも知れませんが、

縮小研究会が政府への提言を出すような機会があれば、ご検討頂くようお願いします。

（1）自家用車は軽自動車に限定

　「自家用車は近距離用と位置付け、最高速度を自転車程度にした小型車基準を設けて

は」との筆者の提案をもう一歩進めて、自家用車を原則的に軽自動車に限定することを法

制化出来ないものでしょうか。多くの公共交通機関が廃止された田舎では、現に（普通乗

用車ではなく）軽自動車が住民の足として日常生活で重要な役割を果たしており、一般家

庭での普通自動車へのニーズは極めて限られております。誰にでも簡単に高速を出すこと
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が出来る手頃な所謂5ナンバー（小型車）は日本国土での使用を禁止し、趣味でどうし

ても高速車に乗りたい人に対しては3ナンバー（中型車）の税額を大幅に上げることで

救済策を講じればよいのではないでしょうか。（これは同時に一般人の中型車購買意欲の

抑制効果あり）

（2）夜間電力制限

　第2次オイルショックの直後1979年頃だったかと記憶していますが、一時東京の街

からネオンの光が消え、テレビの深夜放送が廃止されたことがありました。発電用燃料た

る重油の使用量を厳しく制限するためでしたが、その後世界的な石油供給事情の緩和に伴

い、夜間遊んでいる発電機の効率的稼動という電力会社の商業主義的理由から、低単価で

の深夜電力使用が大々的に呼びかけられました。その結果は都会のネオンが復活し夜中輝

き、テレビはNHKはじめ多くの民放で24時間放映されております。確かに電力会社と

しては燃やす重油代金を回収できればよいわけだから、深夜電力は超廉価で供給できるで

しょうが（例えば私の住む地域では家庭用電力の場合、昼間電気料金の4分の1という

安価で、深夜電力使用のインセンティブが宣伝されている）、有限資源の消費抑制と大気

汚染物質の排気量減少という地球環境保全の立場からも考えるべきではないでしょうか。

深夜電力料金が余りにも安いが為に、全国土で不要な電力が相当量使用されている筈です。

電力料金を昼夜一律にすることで、電力の総消費が減り、（重油に依る火力発電が絶対的

に大きな比重を占めている我国では）石化燃料使用減に繋がると愚考します。

（3）夏時間の取り入れ

　欧米先進国では殆どの国で、更には一部アジア諸国においても、既定の暦となっている

夏時間季が、日本では毎年話題には上がりながら実施できず、1年のうち3分の2の長

期間、毎日1時間も不要な明かりで全土を照らすことでエネルギー資源が浪費されてい

ます。実施できない根拠として、①終戦直後一時実施した時に牧畜業へ悪影響があった、

②国民の健康上、問題が出る可能性がある、とか言われておりますが、これは表面上の言

い逃れであり、真の理由は長時間夜間営業により利益を得ている業界と、それを支援する

政治家の画策によるのではないかと疑われます。私自身欧米諸国で二十年余生活してきま

したが、健康上の問題についてはどこの国でも耳にしたことはありません。日本政府の勇
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断を期待したいところです。

 2009年 6月10日

　大企業が生き残りのために、一部の常勤職員に非正規超過勤務（サービス残業）を強いながら、
多量の契約職員を解雇して利潤を確保し、格差社会を増幅する経済活動が常態化している昨今、
研究活動の最前線に、立場を違えた重大な問題がドイツ最大の研究センターの一角で生じた。
　免疫系の多様性産生機構の研究の最前線にいる免疫学者が、国際学会に出張中の2008年 6
月4日に突然解雇されたのである。彼はミュンヘンにあるドイツ環境健康研究センターのチー
ムリーダーであった。解雇理由は、大学院研究者を含む若手研究者に超過勤務を強要し人権を侵
害したとのことである。その詳細は不明であるが、この基準をわが国に適用すれば、解雇される
研究リーダーは続出するに違いない。研究リーダーは大企業傘下の中小企業主のようなものであ
る。
　彼は即刻これを不当解雇として訴訟を起こし、第１審は2009年 4月に原告勝訴の判決を下
した。その後のニュースによると、研究所長は控訴したが２審の簡易判決でも6月末に原告が
勝訴し、最終判決が秋に出るとのことである。週35時間労働が遵守されるお国柄とはいえ、
研究チームが激しい競争に勝ち抜き研究資金を獲得するためには、超過勤務に対する寛容性は情
熱あふれる研究リーダーに対しては認められても良いのではなかろうか。同じ分野の米国のライ
バル研究者は、「突然の解雇は学問の自由と研究活動への侵害である」とのコメントをしている。
 （Yan）

News: Dismissed researcher wins court battle. Nature, 458, 558-559 (2009)

超過勤務と研究チームリーダーの生き残り

Random Scope
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高木由臣　著
寿命論－細胞から ｢生命｣ を考える
日本放送出版協会　￥970＋税　2009年 1月30日発行　ISBN978-4-14-091128-0

　本書は、細胞寿命が個体寿命である単細胞の原生動物（ゾウリムシ）を用いて、著者がライフ
ワークとして取り組んだ研究の集大成として、ヒトを含む哺乳動物まで展開した本格的な寿命論
である。まず概念的にそれぞれの種として遺伝的にプログラムされた ｢プログラム寿命｣ と突然
変異の蓄積による ｢エラー（老化）寿命｣ を区別している。ただし生命は情報伝達系遺伝子の
ネットワークが作るダイナミックシステムであるので、単一無二の寿命遺伝子、つまり不老不死
の遺伝子は存在しないと考える。なお個体の寿命を ｢自己同一性の継続期間｣ と定義した上で、
自然条件下での捕食や災害や病気による死亡を含めたものを ｢野生寿命｣ と呼び、栄養や防災や
医療によって延長された寿命を ｢人為寿命｣ と呼んで区別している。｢プログラム寿命｣ とは
｢人為寿命｣ が延長された理想状態である。
　多細胞動物では、その細胞の寿命と個体の寿命は区分されるが、原生動物では区分されない。
無限に分裂し無性生殖を続ける細菌のような原核生物とは異なり、培養条件下でもヨツヒメゾウ
リムシの細胞分裂寿命（クローン寿命）は200～ 300回とのことである。ヒト分裂細胞の寿
命は50～ 60回とされている。著者らはこのクローン寿命の短縮した突然変異体jumyo を分
離し、その寿命遺伝子の探索を目的として、2002～ 2004年に当健康財団グループの公募研
究に採択された。ゾウリムシは栄養飢餓に出逢うと無性生殖から有性生殖に切り替えて、個体寿
命（クローン寿命）をリセットし、新しい個体の生命を再開することに注目した。その生殖細胞
分裂（減数分裂）を誕生させるまでのクローン寿命を未熟期、それ以降の無性生殖の継続をク
ローン老化として、非分裂細胞の生存限界を含んだ全無性生殖世代をカルチャー寿命としてク
ローン寿命から区別した。実際ヒトでも個体の寿命に与るのはむしろ心筋細胞、神経細胞、赤血
球などの非分裂細胞の生存限界である。原生動物での未熟期は、多細胞動物の発生初期での生殖
細胞と体細胞の分化の時期に相当する。著者らは未熟期の延長したゾウリムシの変異体も多数分
離したが、いずれもカルチャー寿命は短縮していた。以上の結果から、多くのカルチャー寿命を
延長するのに有効な遺伝子の上流に多くの抑制遺伝子がかぶさって長寿化を抑制しているのが正
常な姿であるとの結論に到っている。すなわちストレスをかけている状態が野生状態で、長寿に
連なるのはストレスの解除であって、ゾウリムシの生殖細胞にとって体細胞の長寿はむしろ抑制
すべき浪費としている。
　哺乳動物も含めた一般論としては、多細胞生物で大型化した細胞ではエラー頻度が増すので、
分裂性の体細胞を使い捨てにして、非分裂性の一倍体生殖細胞を生ずると共に、安全対策として
受精によって倍数化し、種としての永続性を保障していることになる。人の長寿は次代の遺伝シ
ステムへの経済的、文化的財産の継承という生存戦略の中で生じたということになる。すなわち
寿命は無限分裂の抑制系の進化の結果であるとするならば、その老化に伴う遺伝子異常として無
限分裂能を持つ暴走系としてのがん細胞の発生も理解しやすくなる。
　本書の ｢寿命論｣ に続く評者の見解としては、食物連鎖の頂点にある人類の無制限の人口増大
の抑制を問題としたい。先進国では急速な少子高齢化が問題になっているが、開発途上国では今
なお貧困のため短寿命の生殖世代の交代による爆発的な人口増が続いている。子どもと若者と高
齢者が互いに支えあい、長寿者を千年杉の様に敬い、地球上の冨を人類だけが独占することの無
いバランスの取れた共生社会の実現を期待したい。 山岸秀夫（編集委員）

Books
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柴田　博　著

　本書は新版ではないが、著者が東京都老人総合研究所副所長を勤めた循環器疾患の専門医であ
り、その見解に迫力を感じたのでBooks に取り上げることにした。本号Books ｢寿命論｣ で、
種に固有の ｢プログラム寿命｣ と栄養、防災、医療によって延長される ｢人為寿命｣ に触れた。
本書は一見当今の日本人の飽食と関連した生活習慣病の話しに見えるが、実は現在の日本人の食
生活や栄養が、かつて短命であった頃の日本の食生活に逆戻りしつつあることを危倶したもので
ある。以下にその要点を列挙する。
　①太っているほど早死にするとの通説は日本人全体が肥満傾向にあるという思い込みから来て
いる。②コレステロールが成人病と短命の元凶であるとの通説があるが、むしろコレステロール
の低い人の方にもガン、脳卒中、自殺などが多い。③日本人は脂肪の取り過ぎであると言われる
が、日本人の脂肪摂取量は欧米諸国の半分で、これ以下では感染症の跋扈や脳血管疾患のリスク
も増える。④砂糖をとると切れやすい子になるとの俗説があるが、むしろブドウ糖はセロトニン
の元となる必須アミノ酸が脳に達するために必要であり、うつ病の予防として再評価されている。
⑤動脈硬化の危険因子である糖尿病が激増していると言われるが、病院に患者が増えたのは診断
基準の変更によるものである。⑥日本人の摂取エネルギーは多すぎると言われるが、これは動物
実験の結果を短絡させたものであり、現在ヒトに関してカロリー制限を主張する根拠はない。
⑦良い食品、悪い食品と黒白に区分することは不可能であり、長い風雪に耐え生き残った食品に
悪いものは一つもないが、一つで完璧な食品もない。全体の総エネルギーと栄養のバランスこそ
が必要である。この点では茶の間へのテレビ番組が悪影響を及ぼしている。この他にも現在の日
本の問題として、給食の無い日の小中学生の栄養不足、美容を優先させる若い女性のカルシウム
不足、糖尿病の過剰診断を取り上げている。
　最後にかつてコーカサス地方をはじめとした世界三大長寿地域と呼ばれたものは全て統計のト
リックによる幻想であり、その結果として粗食が長寿をもたらすとか菜食主義が良いといった迷
信を生んだことを指摘している。真の長寿地域は、動物性食品が豊かでかつ食生活が多様であっ
たかつての沖縄であり、ハワイ日系人であり、香港の男性とのことである。
　結びに、日本の成人1人に理想的な食事の指針として、（1）エネルギーは1日2,000カロ
リー程度、（2）動物性タンパク質は全タンパク質の50～ 60％、（3）野菜は１日350グラ
ム程度、（4）多彩な食材と調理法を挙げている。今後の京都健康フォーラム ｢人と食と自然｣
で取り上げ、参考としたいものである。 山岸秀夫（編集委員）

Books

ここがおかしい日本人の栄養の常識
－データでわかる本当に正しい栄養の科学
技術評論社　￥1,580＋税　2007年 5月10日発行　ISBN978-4-7741-3082-8
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田村正勝　編著
ボランティア論－共生の理念と実践
ミネルヴァ書房　￥2,800＋税　2009年 3月10日発行　ISBN978-4-623-05333-9

　本書は、早稲田大学大学院社会科学研究科の実践を伴った研究演習の成果として誕生した ｢共
生の社会哲学｣ である。本書によると、題名に出ている外来語の ｢ボランティア｣ はラテン語の
｢欲する（volo）｣、｢ボランタス（voluntas）｣ に由来するもので、常識的な ｢自発、熱意、好意、
親切｣ の他にも ｢意思、願望、要求、決意｣ を表すとのことである。一般に生活協同組合も福祉
団体も各種NGO（非政府団体）やNPO（非営利団体）もボランティア団体とみなされている
ので、｢ボランティア｣ の原語には哲学的なもっと重い意味があることを初めて知った。
　本書の序章は総論としてのボランティア論で始まり、8章からなる各論が続く。総論では、
近代社会のプラス面として、（1）合理的思考による精神的抑圧からの解放、（2）工業化による
貧困からの解放、（3）民主化による政治的社会的抑圧からの解放の3点を挙げると同時に、そ
れぞれ対応して生じたマイナス面として、（1）経済主義（過剰な物質的豊かさ）による人間の
精神と文化の破壊、（2）市場原理と経済グローバリズムによる自然環境の破壊と格差社会の招
来、（3）地域共同体の破壊（過疎・過密社会、少子高齢化社会）を挙げている。しかもこれら
のマイナス面はプラス面を払拭して余りある緊急の大問題となってきている。ここで行政による
公助、個人による自助の限界を補うものとして、人間の連帯（友愛）に基づく ｢しなやかな助け
合い｣ と ｢したたかな強さ｣ を持つ共生、共助（ボランティア）を取り上げ、｢住民参画型民主
主義社会｣ 実現への提言を行っている。ここでのボランティア活動は、（1）物と心のゆとりを
目指すものと（2）公正な社会を目指すものとに大別されている。その基底には、心と身体と環
境（自然、社会）を重視した、総合的かつ全人的存在としての人間観がある。著者はゲーテの晩
年の思想を表す5つのギリシャ語、｢ダイモーン｣（生きようとする霊的な力）、｢偶然｣、｢必然｣、
｢エロース｣（運命愛）、｢希望｣ を取り上げて、〈人は ｢ダイモーン｣ で思い通り生きようとする
が、｢偶然｣ に翻弄された運命を ｢必然｣ として ｢エロース｣ と ｢希望｣ につなげる所に ｢ボラ
ンティア｣ の本質がある〉と解説している。
　続く各論の1、2章では ｢ボランティア｣ の基本的な知識と歴史が述べられていて、注目を
引いたのは、古代ギリシャ市民世界での ｢博愛｣、ユダヤ・キリスト教のヘブライ世界での神の
使命としての ｢慈善｣、仏教の共苦と解脱に発する ｢慈悲｣ である。地域共同体の伝統に根ざし
た ｢慈悲｣ の中に ｢ボランティア｣ と相通じるものを評者は感じた。3章では中国ハンセン病
村での国際NGOとしての活動を取り上げ、4章ではボランティア活動に必要な心のつながりに
直感と共感が取り上げられ、5～ 7章では、まちづくりボランティア・防犯ボランティアの可
能性と限界、地域コミュニティーの再生と持続可能性に向けたボランティアが取り上げられてい
る。8章では近代的自然観や経済主義思考への反省としての環境ボランティアが取り上げられ
ている。
　本誌も22巻1～ 3号のサロン談義では ｢資本主義の行方｣ を取り上げ、2号のトピックス
では ｢縮小社会へ｣ の提言を取り上げている。自由主義と民主主義を基盤とした経済体制として
の資本主義が ｢足るを知る縮小社会｣ の中に活路を見出すとしても、人間の連帯感に基づく共生、
共助の ｢ボランティア｣ は必須のものと考えるが如何であろうか。 山岸秀夫（編集委員）

Books
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濱野清志　著
覚醒する心体－こころの自然・からだの自然
（株）新曜社　￥2,400＋税　2008年 11月 4日発行　ISBN978-4-7885-1136-1

　本書は、心の病のカウンセリングの中で感得した、臨床心理士の喜びを読者に伝えようとする
ものである。著者は、物質としての身体は同時に身体を生きている〈私〉の固有の感覚でもあり、
それを心の働きの証とする。したがってタイトルの〈心体〉は〈身体〉ならぬ〈心身一如〉を表
している。しかしその〈私〉の感覚は錯覚も含めて「気のせい」とされるが、この主観的〈気〉
の体験領域は他者にも存在する。したがって〈気〉には、科学的思考に必須の〈客観性〉も〈普
遍性〉も存在しない。あえて評者が対応する言葉を探すならば、〈共感（気配り）〉と〈多様性
（個々の真実）〉ということになろうか？　著者は最近本誌関連プロジェクト「いのちの科学」第
28回例会で講演されたが、科学の限界を強く感じさせられるものであった。
　中国のさまざまな心身修養技法の総称として「気功」がある。時にマスコミが興味本位に超常
現象として取り上げることがあるが、「気そのもの」と呼べるような単一のものは存在せず、ま
してや科学の実証的研究の対象とはならない。心体を覚醒させる気功の証は「眼を軽く閉じてた
だ立つ」体験であるとする。「やがて、あたかも大地にしっかりと根を生やした樹木が立ってい
るかのように、自然に天と地の間（天地人）を繋いで立つしっかりとした柱になったように感ず
る」とのことである。すなわち自らを取り囲む環境と有機的につながり、そこに「生きた環境」
を形成するのである。早速、評者も近くの鎮守の森の静寂の中で体感し、神に敬虔な祈りを捧げ
る人々の心がわかるような気がした。著者は心理療法の場でも、他者を、柔軟な個々別々の「生
きた環境」の再構成の要素として共感し、気を配っている。その成功例として不登校状態の少年
の「生きた環境」の創造が描かれている。評者も現役時代、京都大学理学部学生懇話委員として
不登校生から「生きた環境」の場として大文字山の魅力を聞き出し、一緒に体感したことがある。
　著者は最後に『人はみなそれぞれの「生きた環境」の中での主（あるじ）である。決して他者
の主になることは無い。主どうしが自然に語り合うことが出来る時、それぞれの「生きた環境」
の創造ができる』と結んでいる。
　互いが余り干渉しないで、小さな世界に充足している現代社会の中で真に求められるのは、理
解しがたい遠い他者にも耳を傾け、その違いを認め、その生き方を尊重し、共感できることであ
ろう。そこに有限の「いのち」の共に生きる喜びがある。 山岸秀夫（編集委員）

Books
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茨木　保　著
まんが　医学の歴史
（株）医学書院　￥2,200＋税　2008年 7月1日（第3刷）発行　ISBN 978-4-260-00573-9

　本書の「あとがき」によると、著者は、｢歴史学者ではなく、医者（兼漫画家）｣ とのことであ
る。奈良県立医科大学を卒業し、産婦人科医としてスタートした後、京都大学ウィルス研究所で
分子生物学的研究に携わる傍ら ｢漫画表現を用いた医学とメディアの融合｣ の活動を始めた。本
書はその後大和成和病院での臨床医として日常診察に携わりながら、｢医学や生物学の知識のな
い人にも理解できる漫画｣ を目指して仕上げた医学史の入門書である。すなわち、太古の呪術的
医学、紀元前の四大文明の経験的医学から始まって、中世の思弁哲学的医学、近代の自然科学的
医学、人工的万能幹細胞の話題を含む現代再生医療にいたるまでの時の流れを、医学の進歩に大
きな影響を与えた出来事や人物に焦点を当てて描いている。｢移植医療の進歩｣ も 16世紀まで
遡って解説しているが、著者は ｢免疫は、自分自身のアイデンティティーを確立するための基本
原理である。それに抗う臓器移植は、まさに自己矛盾とも言える行為である。しかしヒトは自ら
を否定してまで、貪欲に他者を飲み込んでまで自分の命をつなごうとする｣ とのコメントを怪獣
キメラの漫画で表現している。そして最後に、『医学、そして科学が、人類を救う希望の光とな
るか、滅亡に導く業火となるか、それを決めるのは、我々一人ひとりの ｢選択｣ なのである』と
結んでいる。時あたかも、2009年 7月13日、｢脳死は人の死｣ を前提とする改正臓器移植
法が日本の国会で可決成立した。
　一般に科学的知識を社会に正しく伝えること（サイエンス・リテラシー）は、大変困難である。
そのため、これまでにも図解の科学啓蒙書が多数出版されてきたが、図はえてして事実を単純化
しすぎて、科学の成果を ｢真実｣ として押し付け、｢物語｣ としての面白さに欠けるきらいが
あった。評者がこの種の ｢まんが｣ 本を読むのは始めてであるが、｢まんが｣ には唯一の結論は
なく、読者に自由に考え、想像するゆとりを与えてくれるところに救いがある。特に医学のよう
に人間の「いのち」と向き合う科学では、普遍性と共に個別性が存在する。本書に取り上げられ
た全ての人物も出来事も単純に善人と悪人、白と黒に仕分けることは出来ない。著者は、『医学
の歴史を題材に漫画を描くということは、｢欠席裁判｣ のようなもので、ある意味とても傲慢な
ことです』と述べている。しかし本書は、「いのち」を救いたいとの医学の本来の営みを一般読
者に伝えるのに成功している。
　本誌を発行している健康財団グループの ｢いのちの科学プロジェクト｣ でも、｢いのちの科学｣
を正しく平易な言葉で発信するだけでなく、｢真実を求める物語り｣ の断面として紹介するサイ
エンスリテラシーとしての ｢まんが｣ に注目している。本書も、アルバート・アインシュタイン
の次の言葉、｢我々が進もうとしている道が正しいものであるかどうか、神は前もって教えてく
れない｣ を引用して完了している。 山岸秀夫（編集委員）

Books
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読者のコーナー
(1)  ソメイヨシノの起源については諸説があります。［桜が創った日本：ソメイヨシノ

起源の旅　佐藤俊樹著、岩波新書956］によると、この品種が幕末から明治初期

に急激に日本全国に広まったのは間違いないが、明治期に入ってそれが作出された

という話は根拠がないということです。1730年ごろの享保年間に江戸の染井で

造られたという説がもっとも有力です。本書によると、語源的にサクラの「サ」は

穀物の精霊を表し「クラ」はそれが舞い降りる場所を表しています。前号（22巻

2号）Editorial の文章にもあるように、日本人は昔から自然信仰のもとに、自然

をありがたいものとして見つめる伝統を、ちゃんと持っていた証拠と言えそうで

す。 2009/6/1（I.S.）

(2)  前号 Editorial に出てくるソメイヨシノは雑種起源であることは証明されています

が、一回起源とは思われません。一概にクローンと決めつけることには無理がある

かもしれません。染井から売り出されて有名になりましたが、すでに江戸時代から

栽培されていた記録もあるということです。被子植物には樹木の他に一年草、越年

草もあります。しかもそちらの方が種数も断然多いです。 2009/6/1（K.I.）

(3)  動物と植物が同じ生物といっても、その生き方を始め大いに異なっていることな

ど、森を中心に据えつつ「共生」を論じた前号Editorial はその特集のテーマにふ

さわしいものと思います。 2009/6/1（N.K.）

(4)  本号 Books2編、｢寿命論｣ と ｢日本人の栄養の常識｣ を予め読み、長寿につい

て、考えさせられました。豊かな老いと死を迎えるための研究が多方面にわたり為

される必要、長寿に個別性が存在すること、老年期の心身医学がわれわれの研究の

中で抜けていることなどなど考えさせられました。｢医学の常識のウソ？｣ には最

近関心を持ち、書物や文献を集め出しています。｢コレステロール値の正常値の根

拠は？｣ を考えると、スタチン製剤のコレステロール値の低下は効果てき面です

が、下がりすぎることで癌の発症やうつ病、自殺などへの影響が心配です。スタチ

ン製剤で毎年5,000人が癌などで亡くなっていると主張する研究者も出てきまし

た。現在はあらゆる領域でマニュアル化が行われ、マニュアル通り実行することが

大勢を占めるようになりました。高齢者の場合には個別性が非常に重要だと思いま
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す。アンチエージングも大切ですが、「いのちの科学フォーラム」で ｢老い、老化」

を取り上げては如何ですか。 2009/6/1（Y.N.）

(5)  前号 Books 談義 9、Y.T. さんのコメント9の後半は、何でも進化で片づける現

代の風潮を批判しているのだと解釈しますが、あるいは創造論・進化論以外の第三

の考えの持ち主かなと、憶測したりしています。 2009/6/1（S.M.）

(6)  前号サロン談義4（Ⅳ）、R.A. さんのコメント1の中に引用されているアイン

シュタインの警告は先見性のある卓見ですね。事実、現在使用しているインター

ネットに対しても私なんか知らず知らずのうちに「平和時における奴隷」になって

いると反省しきりです。人間達が地球の温暖化、排出CO2 削減とそれなりに努力

しているものの、最近のブタインフルエンザの騒ぎは、次元の違うパンチを食らっ

た感がします。バッタの突如の大繁殖も次の年には何処かに消え去ることなど考え

ると、インフルエンザ流行も、人間も含めた生物個体の集団密度のダイナミックな

自然調整現象と捕らえる必要があります。魚の養殖でも、過密に飼うとウイルス感

染が起こりやすくなると言うし、過密に人間が生活する環境でも然り。加えて、そ

のような環境での精神活動の病いも無視できないと思われます。

 2009/6/1（T.S.）

(7)  前号いのちの科学⑱、速水醇一さんの説は面白いけれども、メイラード反応と生物

の寿命を結び付けるのはやはりムリがあると思います。 2009/6/3（K.O.）

(8)  前号トピックスの石田靖彦さんの「大量消費社会から縮小社会へ」での、縮小社会

は決して文明社会の後退ではなく、より成熟した社会と言えるとの問題提起に賛成

です。成長・拡大していないというだけで、衰退と見なされるシステムをやめない

限り、いつまでたっても不況は定期的に来ると思います。但し、現在はグローバル

の時代、日本だけが縮小社会に入るのは難しく世界各国が協調して取り組むべき問

題だと思います。 2009/6/9（S.T.）

(9)  第 22巻春号で初めて本誌に接した新読者です。発行所及び本の題名から推して
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医学・環境問題に関わる専門誌かと思いましたが、それ以外の分野（経済、文化、

哲学、芸術、国際関係等）の論文も幾つか掲載されていることで素人にも取っ付き

易い親しさを覚えました。編集委員会メンバーはその殆どが自然科学系にも拘わら

ず、編集に際し社会科学系読者にも配慮し、取り上げる話題のバランスにも腐心さ

れていることが伺えました。各分野における著名な学者が執筆された幾つかの投稿

文を拝読させて頂きましたが、その多くは一般人の興味をも惹き立て、理解し易い

内容で、投稿規定に明言されている「学術的基礎に基づきながら出来るだけ一般の

方々に理解し易い形で提供する」目的はほぼ達せられているように思われました。

   　Books として広い分野から新刊書4､ 5冊を取り上げ各1頁の書評が掲げられ

ていますが、書評から推察する限り何れも内容的に大変興味深そうな書籍です。毎

号これだけ詳しい書評を書くには相当数の書籍を読みこなさなくてはならず、こ

の点で書評委員には特に敬意を表します。更には巻末3頁にわたる広告欄をも含

め、このような方法での新刊書紹介を有意義だと思っている読者層が多いのでは。

   　 ｢読者のコーナー」は、肩が凝らず軽く読み流せるコラムですが、興味を惹くコ

メントが多々ありました。中でも連載講座「不老長寿を考える」につき、第1号

に二つの異なった意見が寄せられているのは面白いと思いました。即ち「医学の進

歩により元気な100歳以上が増加しており素晴らしい」との長寿者増加の傾向賛

美論と、「人生の目標を長生きにおくような誤解を与える表現は避けるのが好まし

い」との批判論。私自身は過去4年間近隣の老人ホームでボランティア活動に従

事してきた体験より、後者と見解を共有します。

   　22巻 1号編集後記：「早朝ラッシュ時に名バイオリニストの生演奏に気を留め

る通行人はほぼ皆無だった」とのワシントン地下鉄駅での実験結果により証明され

た現実「忙しい現代社会では多くの価値あるものが見逃されている」は出版物も

例外ではないようです。「環境と健康」のような良書の売れ行きはどうなのだろう

か？　これだけ立派な印刷物製作には相当な費用がかかっているはずだが、失礼な

がら採算はとれているのでしょうか？　活字離れが進んでいる情勢下にあって本書

の出版は20年以上続いているようですが、今後とも元気で長寿を期待したいと

思います。 2009/6/10（T.T.）

(10) いつも、消費や人口を規制すると、人権は損なわれるという意見がでます。それに
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対して、本誌22巻2号トピックス欄で、石田靖彦さんが、将来の人の人権を考

えねばならないと言われています。私はこれに感動しました。いままで、南北問題

は視野に入れていましたが、これで時空を超えた人権はすっきりします。

 2009/6/10（K.M.）

(11) 本誌 22巻 2号特集の市川昌広、ジェーン・モギナ、グンナー・テルネス各氏の

文の総括として北尾邦伸氏の文が里山にアクセントを付けたことにより、特集とし

てのまとまりが出来たように思われます。それにしても同時に掲載されている石田

靖彦さんの「大量消費社会から縮小社会」は凄いですね、今時、このような確信犯

的な文章に久しぶりに出会ったような気がしました。石田論文は力作です。

 2009/6/10（M.M.）

(12) 本誌を初めて手にさせていただきましたのは、2007年の冬季号（Vol. 20 

No. 4）からでした。科学者、特に医学、理学者のための学術専門誌とばかり思っ

ておりましたところ、国語問題など、科学者でない一般読者でもつい引き込まれる

ような興味深い記事があることに歓喜したものでしたが、号を重ねるにつれ話題

の領域が更に広くなり、高度な総合誌の性格を帯びて来たのを感じます。夏号22

巻2号は、どの論文ひとつを取ってみましても、専門的で理解できないところは

別として、素人なりに考えさせられることが多くありました。まず表紙の印象から

申し上げさせていただきますと、春号（特集：共に生きる）の、手を取り合って歩

く老夫婦の後姿同様、今回（特集：森をみつめなおす－文化としての自然－）の、

さまざまな樹を象った詩的なデザインに深く心を打たれました。ひとつひとつの樹

の形象と色彩の、優雅な深みある薄緑を背景とした微妙な配置が何とも言えませ

ん。この表紙を眺めておりますと、日頃愛詠しておりますKahlil Gibran の詩の一

節、“Trees are poems that the earth writes upon the sky” が自ずと脳裏に

蘇って参ります。この詩に絵をつけて詩画集の一ページにするとしたら、中野仁人

画伯のこのデザインはぴったりではないかとさえ思いました。

   　Editorial 22-2、「満開の桜に思う」という文学的なタイトルには心惹かれまし

た。文学的であり宗教的であると同時に、科学的で、植物の「いのち」の仕組みと

いうものについて、「ああ、こういうことだったのか」と、教えられるところが多
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く、本当によい勉強になりました。科学に疎い私のような素人にもわかるようにご

説明下さっています。科学エッセイとしても、文学エッセイとしても、素晴らしい

Editorial だと思いました。それにしましても、京都の寺院までが、あのミーチャ

ンハーチャン趣味の？ライトアップを始めました由、何とも情けない限りです。夜

桜は夜の暗がりの中にあってこそ美しいものを、何と言うことかと、情けなさを通

り越して憤りすら覚えました。パサデイナの街路樹にも、クリスマスシーズンだけ

ではなく四季を通じて豆電球をイッパイつけられた木が沢山あります。そういう情

景を見るたびに、これでは木も一年中夜も眠れないだろうにと、ため息が出ます。

人間は、なぜ、こういう馬鹿なことをするのでしょうね。4月12日の朝日新聞

の「天声人語」で桜が話題になっており、朝日歌壇選者の馬場あき子さんの一首が

引用されておりました。「さくら花幾春かけて老いゆかん身に水流の音ひびくなり」

というものです。「水流とは老樹のひそやかな鼓動だろうか。それとも遠い過去か

ら吸い上げる悠久の時の流れなのだろうか。いずれ、聞こうと心する耳にだけ響く

音なのに違いない」とのコメントがつけられておりました。Editorial を読ませて

いただいた後、裏庭に出て大空に枝を広げる楠の巨木を見上げておりましたら、何

故か胸がいっぱいになりました。地上一メートルくらいのところから、幹が三本に

分かれ、それぞれの幹が一抱えもあるほどの太さの古木なのですが、両腕に幹を抱

いて耳を押し当てましたら、気のせいか、「道管」が上部に向って一生懸命水を運

んでいる音が聞こえるような気がしました。「共に生きる」いのちの鼓動を聴く思

いで、じっと耳を幹に押し付けておりました。私が聞きました「水流の音」は桜の

老樹ではなく、楠の老樹でしたが、確かに私の耳には、老樹のいのちのひそやかな

鼓動として聞こえたのです。

   　もうひとつ、Editorial で教えていただいたことは、科学的には花は葉の変形と

考えられるということでした。パサデイナは南国ですので、私共の裏庭にはブーゲ

ンビリアがあるのですが、この植物の枝をみますと、枝先の葉がいつのまにか赤い

花になってしまっているのです。花といいましても形は葉と全く同じで、ただ色だ

けが赤くなっているのですが、遠くから眺めますと、まさに赤い花の饗宴。紅葉と

違って、赤いのは枝先の「花」だけですので、緑の葉との対照が鮮やかで、如何に

も南国の花と言った感じです。ブーゲンビリアの、この葉と花の形態をいつも不思

議に思っておりましたが、「なるほど、そうだったのか！」と納得が行きました。
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   　石田靖彦氏のトピックス「大量消費社会から縮小社会へ」の論文は、理路整然、

論旨の展開も鮮やかで、その provoking な内容には心底圧倒されました。「縮小社

会」という言葉を目にしました途端、胸に浮かびましたのが “Small is beautiful”

という70年代の「はやり言葉」？だったのですが、それが、E. F. Schumacher

の名著Small is Beautiful に由来するものだったということ、恥ずかしなが

ら、石田氏が論文の中で言及されるまで、すっかり忘れておりました。そういえ

ば70年代、私が米銀の国際部におりました頃、大きな話題になっていたのが、

Schumacher のこのSmall is Beautiful だったことを、石田氏が思い出させて

下さったのです。

   　なお本号（22巻3号）掲載のBooks1の原稿をいつもの通りハイライター片

手に、一生懸命読ませていただきました。これまではただ漠然と宗教的な観点から

のみ捉えていた「寿命」という言葉が、細胞から生命を考えるという観点に立つ

と、これほどまでに違って見えるものかと、驚いております。「プログラム寿命」

「人為寿命」という言葉も、私には何とも新鮮でした。科学に疎いのは情けないこ

とですけれど、科学者にはない、こうした新鮮な驚きが得られるというのも、これ

またよからずやと思っております。 2009/6/13（R.A. 在米）

(13) 本号のBooks「覚醒する心体」の書評原稿に導かれ、早速本書を購入し夢中で通

読し、近頃にない深い感銘を受けました。現今の世相を憂えて、教育改革が叫ばれ

るようになって久しいのですが、その進展は遅遅としているように思われます。殊

に、あまりに痛ましく、その対応が焦眉の急と思われるものに、近年特に目立つよ

うになった義務教育中の学生や児童の自殺があります。このような悲劇が起きる度

に、学校の先生方が口々に、決まり文句のように言うのは、「命の尊さを子供達に

教えたいと思います」であり、テレビや新聞紙上でこのような紋切り型で、空念仏

のような言葉に接する度に、虚しい思いに捉われるのは私だけではないと思いま

す。教壇の上から「命は尊い」を連呼するだけで、或いは命は尊いという理屈を説

くだけで本当に子供達のこのような死への衝動を思い留まらせることが出来ると

思っているのでしょうか。教えを垂れるというような態度ではなく、たとえ短い時

間でも、全身全霊で個々の児童と向き合い、寄り添い、真底からの心情で接するこ

とが必要なのではと思はれます。命の尊さという言葉の権威を笠にきて抑えつけよ
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うとするのは、逆に児童をますます逃げ場のないところへ追い込むことになりかね

ないことに気付かず、教師としての自分の正当性を世間に訴えているだけに終始し

ているように思われます。私見で恐縮ですが、本来、「命の尊さ」などというもの

はないと思います。それは人間が造った言葉に過ぎなく、人間が作り出した幻影と

も云えます。あるのは、生から死に向かって落ちていく過程の中で、自分の置かれ

た状況なり、投げ出された状態をどう観ずるかであり、この命を、何十億年をかけ

た数限りない不可思議な偶然が織りなして生じたものと観じ、それを稀有な運命の

恵みと感じ、文字通りの在り得ないという意味での有り難いと思えるかどうか、そ

れだけだと思います。それ以外に命の尊さなどという空念仏のようなものはないの

ではないでしょうか。この本の著者は『この落ちて行く過程の苦しみを、逆らう事

の出来ない人生としてみずから進んで主体的に引き受けようとするとき、人はその

苦しみの姿をも自分の重要な人生の一部として、ある意味で楽しみさえしながら、

生きていく力を発揮するようになる。解決しようがないように見えるものに向かっ

て「それを生きてみよう」と思えるようになるのである。ここに人の真の主体性が

現われているが、これは実に、興味深い事であり、ここにこそ、私たち心理臨床家

が工夫と努力を重ねるべき原点がある』と結んでいます。このような深い洞察と真

摯に取り組む姿勢にこそ、現今の教育問題の原点、教育改革の方向の原点があるの

ではないでしょうか。 2009/7/4（Y.M.）

(14) 本号 Editorial 原稿 ｢老いと癒し｣ を通読して、小生は老年期にも四季があると考

えています。60‒69歳（春）、70‒79歳（夏）、80‒89歳（秋）、90‒（冬）と

いう四季です。それぞれの四季をどのように生きるか、そのためには心身の健康が

必須です。病はその健康を保つターニングポイントと道標になると思います。老

年期はこの100年ほどの間に漸く経験でき味わえるようになりました。四季のう

ち冬を味わえるようになったのです。健康寿命者（いわゆる元気高齢者）の頻度

は、65‒69歳（93.9％）、70‒74歳（89.7％）、75‒79歳（83.3％）、80‒

84歳（67.6％）、85‒89歳（37.7％）、90歳‒（19.2％）（弘前大学教育学部

紀要、第101号 2009年 3月）だそうです。老いをどう生きていくか、それは

また、いかに死ぬかに関わります。本号Editorial で篠山先生が挙げられている親

鸞をはじめとした長寿者や70、80歳を過ぎて創造的な生き方をした鈴木大拙、
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ユング、熊谷守一、貝原益軒、ルオー、ピカソ、モネ…など、あるいはわが国の高

齢者を通して研究していきたいと考えています。老年期、老いを考える際、その

「影」だけでなく「光」に、そのバランスに焦点を当てる必要があると思います。

 2009/7/5（Y.N.）

(15) 本号 Editorial 原稿 ｢老いと癒し｣ の前半は老化というものの科学的な分析で、私

などには専門的過ぎて理解できない箇所もあるのですが、後半、「良寛の生き方」

のくだりは、のめりこむような思いで読ませていただきました。漢詩では形而下の

一切を棄てて生死の問題を超越した胸中しか見せなかった良寛様が、和歌では「老

いの哀しみ」を告白しておられる。これは一種の「本音と建前」の世界なのかもし

れませんが、日本人が心のふるさととして帰ることのできる世界は、やはり和歌の

世界、大和言葉の世界以外にはないのではないか、という気がいたしました。私自

身が「老い」の世界にありますだけに、良寛様の老いの悲哀を歌われた和歌には、

とりわけ共感を覚えます。

   　本誌22巻 2号（夏季号）のBooks のうち、とりわけ興味を惹かれまし

たのは、「きらめく数学」でした。その折も折り、友人から “The Beauty of 

Mathematics” というファイルが送られて来たのです。このファイルを開いてみ

て、数字というもの、数学というものの思いがけない不思議さと美しさに息を呑ま

れました。学校で習った数学とは全く別の、哲学的、宗教的な世界でした。たまた

ま日本人街に出かけました折、ロサンゼルスでは唯一の日本書店である紀ノ国屋書

店に立ち寄りましたところ、「きらめく数学」はなかったのですが、数学者の藤原

正彦さんと作家の小川洋子さんとの対談による「世にも美しい数学入門」という文

庫本を見つけ、早速購入して読んでみました。愈々数学の世界への興味が深まりま

した。「きらめく数学」は、早速発注しました。 2009/7/7（R.A. 在米）

(16) 本号 Books 原稿 ｢マンガで綴られた医学の歴史｣ を見て、私も読みたくなりまし

た。実は、お医者様の皆様と意見を異にし、私は臓器移植にはあまり賛成ではあり

ません。免疫能力という動物に付された能力に対抗して無理なことをしているとい

う印象をもっています。費用がべラボーで、米国に移植手術を受けに行くために

5,000万円もの募金をしたというテレビニュースが伝わっています。あまりにも
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ばかげています。臓器を販売したり、殺人さえ起こったりします。生まれる前に、

胎児が移植の必要な病気かどうかを判定する研究のほうが重要とおもいます。資源

は有限ですし、胎児を処分することは多くの社会で昔から比較的よく認められてき

ました。それでは、輸血はどうか？と尋ねられれば、首尾一貫しませんが、これは

よいだろうと判断します。なんであれ、生き物の定義や処置は、一線を画すのは難

しいとおもいます。臓器移植は、幹細胞の技術が発達するのを待つべきではないで

しょうか。 2009/7/15（T.N.）

　森から立ちのぼる香りや臭気は植物から生じるものだけではなく、人間活動との関わりが大き
いことが分かってきています。カリフォルニア大学バークレイ校の化学者ゴールドシュタイン教
授は20mもの高さの足場も使い喬木の上方のガスも含め高感度の検出法で微量の揮発性物質を
測定し研究をしています。カリフォルニア州シェラネバダの森にある植物群から生じる揮発性有
機物質（volatile organic compounds = VOC）が、都市圏から流れて来たオゾンを分解しつつ、
その酸素を取り込んで少し重い物質を作り出し、カリフォルニア特有の「もや」の元となるエー
ロゾルとなるようです。カリフォルニア州がGolden State という別名でよばれることは知ら
れていますが、またHazy State とも言われているようです＊。また、いろいろな揮発性の植物
性香気物質が人間活動とくに農業の場から発する揮発性窒素含有汚染物質と反応してオゾンを作
るのではないかとも疑われ、農業の場という人工的な環境からの大気汚染物質と植物香気成分と
の出会いが、様々な物質を作り出していることも分かって来ていて、なかなか複雑です。この化
学者は、近辺のセントラルバレーという谷底に近いところのオゾンも測定していて、そのうちど
の程度が、そこに生育するアーモンド、ピスタチオ、オレンジ、レモン、そしてブドウによるの
だろうかなどと考えていて、なかなか一筋縄ではいかないようです。或る推定で地球上のVOC
の 90％が植物相から発しているといわれるのを知って、ロナルド・レーガン氏が大統領のころ、
「森の方が自動車より大気を汚染させている」とほのめかしたことがあったようです。自然環境
から発するガスが車の排気などと反応して何か新しい物質を作り出すこともあり、レーガン氏の
いささか人を混乱させるようにも聞こえる発言がジャーナリスト達により取り上げられ、この教
授にも質問が発せられ顔をしかめさせたこともあったようです。大気汚染が、人々が活動して作
り出す人工的な産物だけでなく森林のような自然環境からの物質も関係している場合のあること
が上のような例で見てもはっきりしてきており、森林の発するガスの研究といった一見浮世離れ
したような研究の大切さにあらためて気づかされます。
＊ 南カリフォルニアで筆者自身そのような様子を感じたことがあり、その時はこの「もや」はいわゆるスモッ
グではなく広大なオレンジ果樹園から発生する香気ガスによるのだと聞きました。 （Kurin）

E. Vance: The man who smells forests, Nature, 459, 498-499 (2009)

森の木々からの香りも大気汚染と関連するか？

Random Scope
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13:30　　　　  開会挨拶　鳥塚莞爾

13:35‒14:25　認知症の病態を映し出す　尾内康臣先生（浜松医科大学）

14:25‒15:15　PET検診で癌を探る  　   西澤貞彦先生（浜松PET検診センター）

15:15‒15:35　休　憩

15:35‒16:25　画像診断による乳癌の早期発見・診断・治療
三瀬圭一先生（京都医療センター）

16:25‒17:15　予防画像医学－新しい予防医学のパラダイム
飯沼　武先生（放射線医学総合研究所）

17:15 　　　    閉会挨拶　小西淳二先生
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おしらせ

第13回　いのちの科学フォーラム

市民公開講座：参加費無料

画像で病気を探る
    日　時：平成21年10月 31日（土）13:00～ 17:30
    場　所：京都テルサ　東館3階　スポーツセンター大会議室
    　　　　京都市南区新町九条下ル
    　　　　TEL：075-692-3400　FAX：075-692-3402

参 加 受 付： 参加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ明
記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、10月22日（木）までに、FAXにて下
記（財）体質研究会までお知らせ下さい。講演会終了後、演者を囲んで懇親会（17:30
より同会館1階レストラン「朱雀」：会費2,000円）を開催いたします。奮ってご参加
下さい。

世話人代表：鳥塚莞爾（財団法人体質研究会理事長、京大名誉教授）
世　話　人：内海博司、山岸秀夫
連　絡　先： 財団法人体質研究会　〒909-8225　京都市左京区田中門前町103-5　パストゥール

ビル5F
　　　　　　TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141
主　　　催： 健康財団グループ：（財）体質研究会　（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財

団
後　　　援：京都新聞
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京都健康フォーラム2009　市民公開講座

人と食と自然シリーズ
「食と健康のかかわり－免疫の視点から－」
     日　時：2009年 12月 12日（土）10:30～ 17:40
     場　所：コープ・イン・京都
     　　　　〒604-8113 京都市中京区井筒屋町4-1（柳馬場蛸薬師上ル）
     　　　　TEL：075-256-6600

おしらせ

　フォーラム参加料は無料ですが、講演会終了後、演者らとともに懇親会をコープ・イン・京都 １階
レストランにて開催します。参加費は￥2,000です〈当日、受付にて徴収〉。多数のご参加をお待ち
しております。
　参加ご希望の方は、氏名（フリガナ明記）、職業、連絡先、懇親会参加の有無を、ファックスまたは
E-mail にて、2009年 11月 30日（月）までに下記申し込み先まで連絡してください。会場の都合
で、定員になり次第、締め切らせていただきます。なお、締切日以降に参加を希望される場合も、下記
までお問い合わせください。

申し込み先：慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団　担当：森田直子
　　　　　　FAX：075-212-1854　E-mail：mansei@jnhf.or.jp
代表世話人：吉川正明〈生産開発科学研究所室長・京都大学名誉教授〉
世　話　人：今西二郎、内海博司、大東　肇、中井吉英、山岸秀夫
主　　　催：（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団
協　　　賛：（財）体質研究会
後　　　援：京都新聞社

総合司会：吉川正明（生産開発科学研究所室長・京都大学名誉教授）
10:30　開会挨拶　吉川正明
セクション1　座長：吉川正明
10:40　講演1．「食による感染とアレルギーの予防」
 上野川修一（日本大学農学部教授、東京大学名誉教授）
11:40　質疑応答
12:00　昼　食
セクション2　座長：大東　肇（福井県立大学教授・京都大学名誉教授）
13:00　講演2．「アレルゲン発現米によるスギ花粉アレルギーの緩和戦略」
 高岩文雄（農業生物資源研究所センター長）
13:40　講演3．「植物バイオテクノロジーを用いたHIVワクチン・感染防御薬の開発」
 的場伸行（米国ルイビル大学医学部准教授）
14:20　休　憩
セクション3　座長：山岸秀夫（体質研究会主任研究員・京都大学名誉教授）
14:40　講演4．「がんの制圧を目指したペプチドワクチン」 宇高恵子（高知大学医学部教授）
15:20　講演5．「アルツハイマー病の予防と治療：ワクチン療法の可能性」
 鍋島俊隆（名城大学薬学部教授、名古屋大学名誉教授）
セクション4　座長：今西二郎（京都府立医科大学教授）
16:10　総合討論（全講演者参加）
17:30　閉会挨拶　主催者代表　菅原　努
 （（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団理事長・京都大学名誉教授）
18:00　懇親会　司会：内海博司（体質研究会主任研究員・京都大学名誉教授）
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編集後記

　学術発表と異なる海外出張を初めて経験しました。その目的は、関係している（財）京都
「国際学生の家」の設立に寄与して下さったスイス・イーストアジア・ミッションというキリス
ト教団の125周年の式典に出席して話すこと。もう一つは、社会福祉法人の活動との関連で、
ヨーロッパの進んだ福祉施設を視察することでした。障害者の自立を目指した障害者の施設は
大きく、働く場所は暖色系で統一され、きれいで機能的であり、独自の商品を開発して販売し
ていました。日本の障害者施設の多くが大会社の下請けをして、僅かの賃金を得ていますが、
この不況を受けて仕事が無くなり困窮している状況とは大きな違いが見られました。本特集に
「老い」を扱っていますが、今回、高齢者福祉の先進国であるヨーロッパの「老人ホーム」も見
学しました。この施設の色彩も、暖色系に統一され、明るく、昼食時でしたが野菜類はバイキ
ング方式であり、コーヒーカウンターも併設され、食事を楽しんでいました。それに引き替え
日本の老人ホームの多くは、野菜の全てを小さく小さく刻んで柔らかく、歯のない高齢者に合
わせた料理しか出さない施設とか、内部の色調も、白やグレイ、青色系の沈んだ重苦しい雰囲
気にして、施設に入れば、老人は個性を消して温和しくしてくださいと、あからさまに意思表
示しているかのように見えます。ヨーロッパでは、色彩が如何に精神に作用するかを研究して、
その成果を施設に応用しているとのことでした。
　今回の「特集に当たって」には、マンガが取り入れられています。特集を企画した菅原 努 
編集代表が米寿を迎えられたことを受けて、元気で長生きするためには、やはり目標が必要だ
というメッセージが含まれ、本誌を親しみやすく分かりやすくする目的でマンガ表現を使って
みました。今後も、マンガを挿入することを数回試みる予定です。皆さまのご感想をお聞かせ
下さい。なお、予告の環境用水に関る JCSDシリーズは次号掲載の予定です。 （HUM）

　本誌は従来から、百万遍ネット（http://www.taishitsu.or.jp）上で、Editorial と書評欄
Books を公開してきた。本号から、編集委員、顧問の査読と合わせて、テーマに関係深い最近
の寄稿者にも事前回覧した所、多くの反響が ｢読者のコーナー｣ に寄せられた。｢トピックス｣、
｢随想｣、｢サロン談義｣ への投稿も大歓迎である。
　 ｢サロン談義6、資本主義の行方｣ のコメントは連載中であるが、民主主義と自由主義を基
調とする資本主義にも、格差社会の暗雲が立ち込めだした。7月に入り、祇園囃子の始まる頃、
鴨川に面した出町柳の浄土宗長徳寺の門前に、｢一つかなえば、二つ、三つ、四つ、五つと六つ
かしの世や｣ との戯歌のような川柳が掲げられていた。評論子は、人の世の ｢足るを知る｣ こ
との難しさへの嘆きと受け止めた。｢共に生きる｣ 社会を目指して、本誌が文理の知恵を活かす
メディアとして、何らかのお役に立つことを念ずる次第である。
　日本学術会議は、その月刊誌 ｢学術の動向｣ 6月号で、金融危機特集を行い、NHKも 7月
の連休にNHKスペシャル ｢マネー資本主義｣ を総合テレビで連続して放映した。本来の経済
活動は人間が消費するモノを作って、売るのが原点であるが、投機では自分が生産したモノを
売るのでなく、将来他人に売るためにのみモノを買うとのことである。問題は、｢投機システム
としての資本主義｣ にあるようであるが、いずれの特集でも、現状の分析に留まり、危機打開
の道筋は示せず、｢危機は去っていない｣ との結論で終わっている。次から次へと作り出される
複雑な金融商品のように、手に汗をかかずに、｢無から有を生ずる｣ 手品はありえないと思うが
如何であろうか？　そこには、売り手よし、買い手よし、世間よしの ｢三方よし｣ の近江商人
の倫理観は見えてこない。
　洛北に嘯月（しょうげつ）という生菓子屋さんがある。何代も続く老舗だが民家風の構えで、
店先には指定の時間に予約の品しか置いてない。客は全く自由に注文するし、お馴染みさん以
外に宣伝していないので、よく売れる日もあれば売れない日もあろう。それでも売れ残りが絶
対にないのが強みである。似て非なるものだが、トヨタ自動車のカンバン方式のルーツを見る
思いがする。｢大量生産大量消費｣ の右肩上がりの成長経済神話の夢から覚めて、持続可能な
「もったいない」循環型経済へと舵を切り替えるのも一つの未来の選択であろう。 （Yan）



375

1.  本誌は「環境と健康」に関係する諸問題を学術的な基礎に基づきながらでき
るだけ一般の方々に理解し易い形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2．  （財）体質研究会、（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団で行われ
た調査･研究を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。
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と幸いです。

7. 投稿原稿の掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し上げます。
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