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特集 “太陽紫外線のリスクを考える”
　一般には、室内に閉じこもっている青白い子どもより、明るい太陽光の
下で飛び回っている日焼けした子ども達に健康感を抱くが、果たしてこの
常識は正しいのだろうか？　太陽光紫外線にはビタミンDの体内産生を促
進する有利な作用の反面、皮膚ガンや眼の疾患を誘引するリスクもある。
本特集では、太陽光紫外線の健康に及ぼす功罪を考え、一般の健康常識を
検証している。
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Editorial

もう一つの3R
 菅原　努＊

　最近環境問題のなかで地球温暖化は個人の生活から政治に至る広い範囲で問題になって

います。特に新しく就任した鳩山首相が「2020年までに温室効果ガスを1990年比で

25％削減する」と宣言したことが注目されています。これの実現には大きなイノベイ

ションが必要だと思いますが、前政府はもっとささやかな目標で、それをエコカーやエコ

電気製品の普及から始めようとしていました。そのとき市民の心がけとして3Rが世界

的に唱えられていました。即ち、

Reduce：使う量を減らす

Reuse：同じ物を再使用する

Recycle：再処理してもう一度使う

　これに加えて日本に来たケニヤ共和国のワンガリ・マータイさんが「もったいない」を

取り上げたことはよく知られています。

　でも私から言わせるともっと古くから3Rを軸として研究が進められ、欧米では大き

な問題になっているのに、我が国ではまだ小さなグループの活動に過ぎない課題があるの

です。それが「動物実験代替法」です。

　私がこの問題に気づいたのは1981年のニューヨークアカデミーのPR誌 “The 

Sciences” に The Test Tube Alternative（試験官代替法）という私にとっては奇妙

な題名のレビユーを読んだのがきっかけでした。そこで欧米では動物実験について騒がれ、

それに対してそれに代わる方法の模索が始まっていることを知りました。日本の雑誌でこ

の こ と が 取 り 上 げ ら れ た の は、1984年 の Journal of American Medical 

Association（JAMA）の日本語版に “動物を使わないテスト ”という小さな囲み記事が

出たのが最初ではないかと思います。その後も気をつけて見ていると国際的な科学雑誌の

Nature や Science に激しい動物実験反対運動の記事や、これに対する動物実験支援の

運動や代替法研究の進展などの記事が見られるようになりました。丁度昭和57年

（1982）から理化学研究所に「実験動物の開発・維持・供給・モニタリングおよび情報
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システムの方策」を検討する委員会が設置されました。当時科学技術会議の議員をしてお

られた元京大総長の岡本道雄先生にお会いした折に、「そんなものを作るのならその中に

動物実験による毒性試験に対する代替法のことを含めないと駄目ですよ」と偉そうな口を

利いたばっかりに「それならお前がそれを担当しろ」と命令を受けてその委員会に加えら

れてしまったのです。

　お引き受けしたものの、この分野は私にとって全くの未知で、代替といっても「山川草

木悉皆成仏の我が国ではマウスやラットを何と置き換えたらよいのか」といった素朴な疑

問から始まったのです。そこで先ず置き換えの考えられる細胞培養をしている数人の若い

研究者中心に小さなグループをつくり、ドイツ帰りの研究者に動物実験反対運動の状況を

聞いたり、欧米での代替法への取り組みを調べたりしている間に動物実験の大先輩である

田嶋嘉雄が「動物実験学者の歩んだ道」という回顧録（1984）のなかで、いち早く3R

のことを紹介されているのを知りました。この3Rとは、

Replacement：置換え

Reduction：減少

Refi nement：苦痛軽減

を指していて、1956年にRussell and Burch が言い出したものでした。初めは最初

の2つは自明として、3番目のRefi nement の意味は中々理解できず田嶋の回顧録を読

んではじめて理解したような次第です。

　当時一番問題になっていたのは、新しい化合物ができると必ず問題になる LD50（半致

死量）と、特に皮膚につける化粧品で問題になる眼球刺激性を示すDraize 法というもの

でした。これは家兎の目に直接薬品を添加してその反応から刺激性を判定するもので、刺

激性が強いと目が真っ赤にはれるので、動物愛護家の批判にさらされていたのです。

　小さなグループは翌年の1985年にはニュースレターを発行して海外の状況を知らせ

ると共に企業の援助をえて研究の公募を行い研究支援をはじめました。私としてはそれま

で細胞実験やコンピューター利用をしておられる研究者に自分の研究を代替法という目で

見直してもらおうという意図があったのです。その後欧米での状況に対応して1989年

にこれを学会に改組し、国際組織にも加わることになったのです。我が国でも動物実験に

対する反対運動は盛んで、当時の新聞に意見広告として JAVA（動物実験の廃止を求め

る会）の名で「あなたも聞いて欲しい、2,000万匹の泣き声」というのが出たりしてい
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ました。

　このようにして1993年の米国のボルチモアーで開催された第1回動物実験代替法世

界会議に、私が日本を代表して特別講演をすることが出来るようになり、我が国も世界の

仲間入りを果たしたのです。そこで私が強調したのは、我が国で永年行なわれている実験

動物慰霊祭のことでした。この私の講演を大きな拍手と握手とで迎えてくれたのはあの

3つのＲを唱えたRussell 博士でした。博士曰く「日本では実験動物に接する研究者の

態度が違う。私がそれを痛感したのは霊長類研究所での慰霊祭に参加する機会があったか

らだ」と。このRussell 博士は残念ながら2006年 7月に81歳で亡くなり、2007

年の東京での国際会議では「3Rの元祖」と題して彼の追悼講演が行われました。

　その後私は会長から身を引き、出来る範囲で経済的な支援を続けました。また化粧品業

界も学会を支援して研究費を出してくれ、また動物愛護関係者も支援に加わってくれるよ

うになりました。この分野では、丁度医学研究で基礎研究の成果が臨床で活用できるまで

に厳密な臨床試験が必要なように、代替法が実際の毒性試験で公的に認められるためには

Validation（仮に実証試験とでも訳しておきます）という手続きが必要です。これは

我々にとっては初めての事態で、学会としてもそれへの試みが大事な事業になりました。

これはその代替法が今までの毒性試験に代わる国内だけでなく国際的にも新しい標準とし

て認められるための試験です。国際的に認知されるためには、科学的な内容だけでなく世

界的な支持が必要で、そのための活動も欠かせません。

　幸い我が国でも2005年に国立医薬品食品衛生研究所内に日本代替法評価研究セン

ター（JACVAM）が設立され、それへの体制は一応整い欧米に対する3極の一つになっ

ています。しかし、その内情はそんなに満足するべきものではないようです。私は今では

この分野から遠く離れて精神的な支援を送ることしかできませんが、最近経験した2つ

のことからこの問題を提起したいと思います。

　先ず、2007年の夏に我が国で第6回の国際会議を東京で開催するからという招待状

を頂いた時の事です。我が国の会員は300名位なので、どんな国際会議になるかと心配

しながら参加させて頂きました。ところが会場は溢れるような参加者で一杯です。後で聞

いたところでは全参加者は1,000名を越えたとのことです。その大部分は欧米からの人

たちで、丁度EUでは2012年以後は動物実験を使った化粧品の販売は禁止されるとい

うことで、現実問題として代替法の動向が注目されていたのです。
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　私には、欧米での動物実験反対運動の激しさは絶えずNature や Science を通じて知

らされていましたが、我が国ではそれが全く実感されていません。私たちの代替法研究が

その暴走を抑えるのに少しは役立ったと自負していましたが、こと此処に至るとむしろ国

民も為政者もこの問題に余りに無関心なのを嘆かざるを得ません。そこでもう一つの驚き

になるのです。それは最近のNature の記事です。

　その前に少しこの分野での最近の世界の動きを調べてみることにします。「動物実験に

代わる試験法の評価に関する国際的な科学的合意が成立」というニュースが

EUNews101・2009（4月27日付け）に出ました。そこには「欧州代替法評価セン

ター（ECVAM）および米国と日本における同等の機関（ICCVAMおよび JACVAM）

とカナダの環境保健科学研究局が署名した」と書かれています。

　さて、EUでは2006年に制定された指令（Directive）によって一定量以上製造され

る化学物質は全て安全性試験をすることになり、それを今までどおりの動物実験で行うと

すれば、余りにも数が多くてとても実行不可能ではないかとの危惧が出ています

（Nature 460, 1065, 2009）。そこで、この代替法についてはその重要性が認められ

欧州香粧品協会（Colipa）が 5,000万ユーロ（約6,500億円）を支援すると、同じく

Nature（461, 158, 2009）が報じているのです。この我が国との余りにも大きな相

違が私の２つ目の驚きです。

　我が国で iPS細胞が開発されたことを知ったときも、私の頭に真っ先に浮かんだのは

この代替法への活用のことでしたが、医学研究や再生医療への利用が盛んに論じられてい

るのに代替法という言葉が一言も見られないのが残念です。ヒトの細胞培養で作った組織

を代替法で活用するというのは私が昔から描いていた夢で、これが iPS細胞で可能にな

るのではないかと喜んだのですが。

　人々の安全のためには新しい化合物や薬品についての安全性試験は欠かせません。それ

には動物実験が中心になるとしても、それを何処まで代替できるか、これは科学の先進国

に課された重要な課題であると思います。3Rを通じてより合理的な毒性試験法が開発さ

れるべきだと思います。この分野では最近では我が国からの働きかけもあって、中国、韓

国も仲間に入ってきました。是非皆さんも一緒になって考えて下さい。
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太陽紫外線とうまく付き合うために６つの論点

　“ビタミンDと太陽紫外線 ”：ビタミンDは全て食物やサプリメントで摂取することが

可能で日光へ皮膚を曝露する必要性は無い。“太陽紫外線でなぜ皮膚が黒くなるの？ ”：

黒くなった皮膚は皮膚の角化細胞がガン化するのを防いでいる。そこで紫外線を全く浴び

なくても皮膚にメラニンを作る医療技術が開発されようとしている。“太陽紫外線による

免疫抑制と皮膚ガン ”：免疫抑制の仕組みでは、照射された細胞から分泌されるサイトカ

インの一つ IL-10が重要な働きをしている。皮膚ガンの発生には、紫外線による免疫抑

制がそれに一役かっている。“太陽紫外線が及ぼす眼の疾患 ”：長期の紫外線照射は角膜

＊（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）

特集“太陽紫外線のリスクを考える”にあたって
菅原　努＊
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疾患、白内障を誘発する。自然光は網膜に有害な光成分を含むが、生体にはこれを防御す

る機構が備わっている。

　次号以下のトピックス欄で “かしこい紫外線防止法 ”：今日的な太陽紫外線の防御方法

について、サンスクリーンの効果及び実際の試用時に発生する問題点などに言及し、“太

陽紫外線を巡る今日的話題 ”：太陽紫外線の特徴と測定法、オゾン層破壊による紫外線波

長の変化について、太陽紫外線測定が環境問題として重要であることを論じる予定である。

（イラスト： 京都通信社 中井英之）

　新型インフルエンザのこの冬の流行にそなえて限られたワクチンを誰に優先的に投与するべき
かが議論されています。アメリカでは日本で考えられているような子供、妊婦、循環器疾患患者、
糖尿病や腎臓病の患者などに肥満を加えるべきだと言う議論が出ています。それはアメリカでは
最近このインフルエンザで死亡した99名のうちのほぼ半数が肥満であったからです。肥満と
いえば見るからに強そうに見えるのに、何故インフルエンザに弱いのでしょうか。実は肥満の人
の腹部の脂肪からは炎症を亢進する物質（サイトカイン）が大量に放出されているのです。これ
が一旦インフルエンザにかかるとこのサイトカイン過剰の嵐を引き起こして死亡に至るのではな
いかと考えられます。この場合はしたがって抗炎症剤が有効かもしれません。幸い我が国ではア
メリカのような肥満の人は殆ど見かけませんから、要らぬ心配かもしれませんが。 （Tom）

Debora Mackenzie: Fight the flab to fend off swine flu. New Scientist, 18 July, 
2009, p.12.

新型インフルエンザ（H1N1）の高リスク群に肥満を加えるべきである

Random Scope
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1．前置き

　ビタミンＤ（VD）は腸管からカルシウ

ムを吸収する際に必要なビタミンであり、

その不足は小児ではクル病、成人では骨軟

化症、老齢者では骨粗鬆症を発症します。

これまでに、VDは体外から摂取される必

須の微量成分であるとされてきましたが、

私たちの体内でコレステロールから7- デ

ヒドロコレステロールを経て皮膚での太陽

紫外線曝露の後、肝臓、腎臓での活性化代

謝系により活性型VDが出来ることが明ら

かになったので、現在はVDはホルモンと

定義されています。

　太陽紫外線は私たちの皮膚にとっては光

老化を促進し、皮膚ガンの原因ともなり、

また、白内障、翼状片発生など眼疾患の発

症や免疫機能の低下を招くなど体にとって
＊金沢学院短期大学食物栄養学科教授、金沢大学名誉教授（放射線基礎医学、紫外線医生物学）

ビタミンＤと太陽紫外線
二階堂 修＊

要　旨：ビタミンDはコレステロール誘導体から作られ、皮膚で太陽紫外
線による光合成後に肝臓、腎臓で活性化型に代謝されます。活性化型は腸管
からカルシウムの吸収を促進して血中カルシウム濃度を高めます。このよう
に生体の恒常性維持に働く一方、その体内代謝過程では有害紫外線への曝露
が必須という二面性があります。本稿ではビタミンDの活性化過程、種々
の代謝作用を述べ、現行の摂取推奨量に加え必須量に対する多くの議論につ
いて概括します。それらを踏まえて、食事でビタミンDを摂取すれば太陽
紫外線に皮膚を曝す必要はないことを述べます。

様々な負の影響をもたらします。

　私達は過去3カ年にわたって検討班を

組織して日本人における太陽紫外線のリス

クに関する調査を行いました。その中で浮

上した一つの問題が太陽紫外線曝露による

VDの活性化と曝露に伴う健康影響に関す

るものでした。充分な骨量を確保すると同

時に負の影響を及ぼす太陽紫外線への体の

曝露を避けるという方策とは如何なるもの

か？　もしも必要なVDを全て外部から摂

取出来れば、我々は日光紫外線を浴びず健

康な生活を営むことが可能ではないか。以

上の諸問題に解答を得るべく調査を行って

きた過程でVDの健康への影響について新

たな知見に接することができました。本稿

では太陽紫外線によるVDの活性化や生体

内作用、VD摂取基準量などに加え、現在
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議論が高まっているVDの健康への影響、

さらには食品としてVDを摂取することで

太陽紫外線のリスク低減が可能であること

を概括します。

2．VD の生体内代謝

2‒1．動植物由来のVD前駆体

　前駆体とは生体内で代謝を受けて活性化

型に変わる物質に与えられる名前です。植

物由来の前駆体はエルゴステロール、動物

由来のそれは7- デヒドロコレステロール

です。両者は太陽紫外線によって分解され

各々エルゴカルシフェロール（プレVD2）

とコレカルシフェロール（プレVD3）に変

化します。現在はVD3 の方が活性は高い

という説が一般的ですので本稿ではVD3

について述べます。

　生体内での前駆体からVD3 を作るには

皮膚の太陽紫外線への曝露が必須ですが、

植物あるいは動物由来の前駆体の場合、紫

外線が既に十分に当った食品を摂取すれば

私たちの皮膚を紫外線に曝す必要がありま

せん。事実、日光を完全に遮蔽した部屋で

飼われていたラット（実験用大黒ネズミ）

がクル病に罹患したのですが、紫外線を大

量に照射した飼料を与えることでクル病を

直したという記録があります。その後食品

への紫外線照射という手法が1945年に

アメリカで特許になりました。

2‒2． VD 前駆体を活性化するに必要な太

陽紫外線

　VD前駆体である7- デヒドロコレステ

ロールは、皮膚でUVBといわれる波長の

太陽紫外線照射によってプレVD3 に光分

解されます。UVBは波長が280～ 320 

nm（ナノメーター）の紫外線でVD前駆

体を光分解（光合成、図1）する一方、

遺伝子に傷を付けたり、殺細胞作用や突然

変異誘発、発ガンなどの作用を示します。

そのためUVBは 7- デヒドロコレステ

ロールの光分解と同時にヒトの健康に負の

影響をもたらすことになるのです。

　プレVD3 は熱によってビタミン型に異

性 化 し て6-s-trans 型 と 6-s-cis 型 に

なって柔軟性の高い立体構造をとるように

なります。

図1　VD3 生成における太陽紫外線の働き
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2‒3． 活性化型：1,25- ジヒドロキシ

VD3 （1,25（OH）2D3）の体内生成

　光分解を受けたVD3 は血液中でVD結合

タンパク（VDP）と結合した後、肝臓に

存在する酵素の25- ヒドロキシラーゼの

働きで25- ヒドロキシVD3 となって血中

に存在し、肝臓に多量に貯蔵されます。

25- ヒドロキシVD3 を 25（OH）D3 と簡

略化して書くことにします。25（OH）D3

はさらに腎臓や骨、胎盤の酵素、1α - ヒ

ドロキシラーゼによって1α ,25- ジヒド

ロキシVD3 {1,25（OH）2D3} という活性産

物に代謝されるのです。最近では脳、乳腺

や前立腺などにも1α - ヒドロキシラー

ゼ活性が発現していることが確認されてい

ます。

3． 1,25 （OH）2D3 のカルシウム代謝に果

たす役割

3‒1．カルシウム代謝に関わる諸要因　

　VDは骨を構成するカルシウムの代謝に

関わっています。カルシウムは骨に蓄えら

れ、骨格を形作る役目に加えて細胞の中で

様々な情報を伝達することに携わっていま

す。カルシウムは生体の重要な働きを担っ

ているので血中濃度は厳しくコントロール

されています。血中のカルシウムの濃度を

一定に保つ役割を1,25（OH）2D3、カル

シトニンと上皮小体ホルモン（PTH）の

3者が担っているので、これら3者の働

きを見てみましょう。

3‒2． 血中のカルシウム濃度が低下した

場合

　カルシウム濃度の低下がカルシウムセン

サー（CaR）によって検出されると上皮

小体からPTHが分泌されます。PTHは

骨組織に働いてカルシウムとリンを血中に

溶かし出します。さらに腎臓に働き25

（OH）D3 から1,25（OH）2D3 を合成しま

す。また同時に腎臓で尿中に分泌されたカ

ルシウムを血中に引き戻して血中濃度を高

めます。一方、腎臓で生成された1,25

（OH）2D3（6-s-trans 型）が細胞核受容

体を介して遺伝子に結合するとカルシウム

輸送タンパクや骨マトリックスタンパク、

細胞回転制御タンパクの合成が促進されま

す。その結果、小腸からカルシウムやリン

の吸収が促進されることになります。この

ようにして血中のカルシウム濃度が上昇し

正常のレベルに戻ります。カルシウム濃度

が上昇するとPTHの分泌は停止しますが、

同時に1,25（OH）2D3 も PTHの分泌を

抑制するという精密な制御機構が働いてい

るのです。

　血中カルシウム濃度を維持し、1,25

（OH）2D3 を供給するためには充分量の

25（OH）D3 が血中に存在する必要があり
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ます。逆にVD欠乏では25（OH）D3 も

1,25（OH）2D3 も不足し、血中のカルシ

ウム濃度は低下、PTHホルモンは出っぱ

なしになってしまいます。従ってVDの生

理学的作用は、血液プール中に充分量のカ

ルシウムを用意し且つ骨形成の材料をそろ

えることです。

3‒3． 血中のカルシウム濃度が上昇した

場合

　血中のカルシウム濃度が上昇すると甲状

腺組織に存在する傍ろ胞細胞からカルシト

ニンが分泌され、血中のカルシウムを骨に

供給します。一方で腎臓からカルシウムを

尿中に排泄することでその濃度を低下させ

ます。それらを図2にまとめました。

4．VD 欠乏症に陥り易いヒト集団

4‒1．乳幼兒や小児

　乳幼兒や小児は骨格成長のために多量の

VDが必要です。乳児は出生前に母体内で

出生後1ヶ月は充分に供給できるだけの

量のVDの蓄えをもって産まれてきます。

フランスでの調査によると、新生児の

64％でVD の貯蔵型である25（OH）D3

の血中濃度が30nmol/L という基準値を

満たしていませんでした。特に母乳で育て

られた乳児は欠乏し易いのです。というの

は母乳中のVDの濃度が低いため母乳栄養

児はVDを充分に得られないから、季節、

居住緯度、文化的、社会的理由で皮膚を太

陽紫外線に曝すことができない場合には乳

児は深刻なVD欠乏症になります。高緯度

地域で秋に生まれた乳児は生後6ヶ月間

を室内で過ごすので太陽紫外線を浴びる機

会が少なく皮膚でのVDの合成も不十分と

なります。その結果、北方の先進国では

VD欠乏症は稀ですが、時としてクル病を

発症するのは母乳栄養児に多いのです。乳

幼児や小児は6～15µg/ 日の VD を摂取

する必要があり、この摂取量はクル病を予

防するには十分な量です。

　最近、依藤らによって日本人新生児に

VD不足による頭蓋ろうが高頻度で観察さ

れと報告されました 1）。頭蓋ろうとは頭蓋

骨の部分的菲薄化及び軟化症状を示す医学図2　血中カルシウム濃度の調節機構
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用語で、縫合や泉門の開大症状を特徴とす

る症状です。クル病、ビタミンA過剰症、

骨形成不全症、水頭症、先天性梅毒などの

罹患時にも観察されます。これまで正常新

生児の頭蓋ろうは処置を要しない正常な生

理条件と考えられていました。米国でも新

生児の30％にも見られる症状で、2～

3ヶ月後には自然に治癒するため処置を

要しない症状ということになっていたので

す。ところが、近年、胎児期や新生児期の

VD欠乏が小児期の1型糖尿病や喘息のリ

スクを高めるという報告があることから、

本研究がスタートしました。

　京都市内の病院で2006年 5月から1

年間に産まれた新生児1,120人を調べた

ところ、その22％に当る246人に頭蓋

ろうが観察されました。頭蓋ろうを示した

新生児の割合は4～ 5月出生兒で高く、

11月出生兒で最低でした。生後1ヶ月

の時点で調べた頭蓋ろう新生児の血中

ALP（アルカリフォスファターゼ（注1））

値やPTHレベルは正常新生児に比べ高く、

血中25（OH）D3 レベルは25nmol/L 以

下でした。ほ乳条件で新生児を分類すると、

母乳栄養兒の57％では25（OH）D3 レベ

ルが25nmol/L 以下で、血中のPTHや

ALP濃度も高かったのです。一方、人工

乳と母乳の両方を授乳された群では頭蓋ろ

うは1人もいませんでした。出生時の頭

蓋ろう発症頻度が季節的変動を示すことか

ら、依藤らは頭蓋ろうの原因として胎内で

のVD欠乏が関与すると推定しています。

さらに母乳から新生児へのVDの移行が少

ないため、生後1ヶ月の時点でも頭蓋ろ

う乳児ではALP、PTHが高値を示し、

25（OH）D3 レベルの低下が見られたと推

定しています。この意味ではVD添加人工

乳が頭蓋ろうの予防や治療に効果を発揮し

ているのです。

　日本人の母乳中のVD濃度は五訂増補・

日本食品標準成分表 2）によると0.3µg/

100mLと極めて低く、生後1ヶ月まで

の平均授乳量750mL/ 日では2.25µg/

日にしか到達しません。この値は日光浴を

しない場合の乳児の摂取目安量である

5µg/ 日に達しないのです。一方、各社製

品の調整粉乳のVD含有量は平均8.8µg/

100gです。生後1ヶ月間の調乳濃度は

13％だから、調整乳100mL中には

1.14µgの VD が含まれ、1日に750mL

を授乳すると乳児の摂取量は8.6µgに達

します。母乳栄養兒に比べ調整乳栄養兒で

は3.8 倍ものVDを摂取している勘定と

なるのです。

　以上の結果を考えあわすと、頭蓋ろうは

依藤らの示唆する様に母体内でのVD欠乏
注1） アルカリフォスファターゼ：アルカリ条件下でリン酸エステル化合物を分解する酵素で肝臓や骨芽細胞に存在
します。これらの臓器に障害があると血中に逸脱してくるので診断に用いられるのです。
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によって発症し、頭蓋ろう新生児は出生直

後 の 血 清 中 の25（OH）D3 濃 度 が

25nmol/L 以下であった可能性が高いの

です。それらのうち調整乳栄養兒では

1ヶ月間の授乳期間の間に50nmol/L 以

上の正常範囲まで回復したのでしょう。新

生児での正常なカルシウム代謝を促進する

ためにはVDを配合した調整乳かVD製剤

の投与を考慮する必要があります。また、

頭蓋ろうや骨形成不全を発症した新生児へ

VD製剤を投与したところクル病にならず

に何れも治癒したということです。

　4月から6月にかけての出生児に頭蓋

ろうの頻度が高く、11月出生兒に低いこ

とは、母体が太陽光紫外線への曝露によっ

て体内でVDを生成し、それが胎盤を通じ

て胎児に移行することを示唆します。今後

の研究で妊娠中の母体血清中の25（OH）

D3 濃度の変化を時間を追って調べ、低値

を示した妊娠女性にはVDを投与するなど

の介入を行って出生児の頭蓋ろう発症との

関連性を調べる必要があります。

4‒2．妊娠中及び授乳中の女性

　妊娠や授乳時におけるカルシウム代謝に

関わるホルモンの変化については余りはっ

きりしたことが分っていません。妊娠時に

は胎盤でのホルモン合成により母体血液の

1,25（OH）2D3 レベルは上昇しますが、

母体のVD必要量に見合っていないので

VDの適当量をサプリメントとして母体へ

投与する必要があります。さらに、依藤ら

の研究によって示唆されたように、母体が

VD不足であれば胎児もVD不足に陥るの

で、母体から胎児へのVDの移行が新生児

の正常な成長速度を保つのに重要であり、

出生前にVDサプリメントを与えて母体に

充分量を確保する必要があることになりま

す。

　一方、授乳中の女性では母体から乳児へ

と直接的なVDの移行は少ないようです。

前述のように母乳中のVDの濃度が低いか

ら母体のVD貯蔵分が母乳を通じて乳児に

与えられる可能性は低いのです。母乳で育

ち日光浴をしていない乳児にクル病が発生

することがあるので、母乳を授乳中の母は

新生児に充分な栄養補給と充分量のVDを

投与する必要があるのです。

4‒3．高齢者

　これまでの研究からVDの代謝には老化

に伴う機能低下が起きることが分っていま

す。皮膚での合成、活性型VDを生成する

に必要な酵素の働きや標的細胞の機能低下

が起きます。血中の25（OH）D3 の濃度低

下は1,25（OH）2D3 の低下を引き起こし

必然的にPTHレベルの上昇を伴うこと、

さらにはVD欠乏症が骨量低下を、大腿骨
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頸部骨折の頻度の上昇をもたらすことが老

人施設入所者の調査で明らかになっていま

す。これらの報告が契機となって病院や施

設側がVD不足への対応を迫られ、VD摂

取量を増加（10～ 20µg/ 日）させると

骨量減少や骨折の頻度が低下したのです。

研究者達はこれまで老年者に対して行って

いた2.5 ～ 5µg/ 日の VD 投与量を、老

年者の血中25（OH）D3 の濃度を正常値レ

ベルに保てるように10～ 15µg/ 日とす

ることを推奨しています。

4‒4． 医学的理由から太陽紫外線曝露を

忌避する集団

　色素性乾皮症は太陽紫外線に極めて感受

性が高く、日光曝露部に高率に皮膚ガンを

発生する稀な劣性遺伝疾患です。日本人で

は人口10万人に1～ 2.5 人の割合で患

者が存在します。患者が一生を太陽紫外線

への曝露からほぼ完全に遮蔽されれば

QOL（生活の質）を損なうことなしに日

常生活をおくることも可能です。日本では

患者の登録システムが整備され患者自身及

び家族への教育が徹底されていますので、

これまでのところ患者にクル病の発症を見

たという報告は日本でも米国でもありませ

ん。このことは食事からのVDの摂取が十

分ならば太陽紫外線を浴びる必要は全くな

いことを意味します。

　また免疫抑制剤投与患者ではその光毒性

の発現を防ぐためにも太陽光紫外線への曝

露は禁忌であり、その意味で充分量のVD

製剤の投与が必要です。

4‒5． 社会的、宗教的理由から太陽光へ

の曝露が制限された集団

　各種老人養護施設入所者、病院長期入院

者や刑務所等の囚人は日光へ皮膚を曝露す

る機会が制限されているので、容易にVD

欠乏に陥り易いことが欧米で報告されてい

ます。また、宗教的理由から全身をベール

で覆うなどの衣服をまとっている人々には

欠乏症が多発するとの報告があります。

4‒6．暗い皮膚色調を示す集団

　アフリカ系黒人が高緯度地域に居住した

場合、日光不足が原因でVD欠乏症になる

例が報告されています。これらの人々は

VDサプリメントの摂取を行う必要があり

ます。

5．VD 推奨摂取量推定の困難さ

5‒1． 食事摂取量と皮膚での合成量推定

の不正確さ

　食事由来及び太陽紫外線曝露によって皮

膚で合成される全VD量から一般大衆にお

けるVDの適切な摂取量を推定することは

困難です。日本では前述の食品標準成分表
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で種々の食品中のVDの含量を知ることが

できますが、調理条件による変動や個々人

の摂取量、吸収量を正確に求めることは難

し い の で す。 ア メ リ カ のNational 

Health and Nutrition Examination 

Survey （NHANESⅡ）では若年者では

食事由来VD摂取量を2.9µg/ 日、老齢女

性では2.3µg/ 日と推定しています。老

齢女性に関する別の報告でも3.5µg/ 日

と大体同様なレベルです。

　皮膚での合成量を推定することはさらに

困難です。年齢、季節、緯度、日光に曝露

される日中時間、皮膚の曝露と日焼け止め

クリームの使用など不確定要素が多いため

推定が難しいのです。VDを充分に摂取し

ているヒトでは皮膚での合成が1日当り

10µgに 達し、全摂取量は1日当り

15µgと推定されています。

5‒2． 血中 VD の代謝状況モニタリングの

必要性

　上記のようにVDの供給源には体内由来

と食品由来の2種があるので、その一つ

一つを定量化することは難しいのです。と

いうことでVDの体内貯蔵型である血中

25（OH）D3 の濃度を調べることがその代

謝状態を知る上で重要となります。多くの

研究で血中の25（OH）D3 が測定され、

27nmol/L 以上の濃度が正常な骨発達に

必要な濃度であることが明らかになってい

ます。

　食事中から摂取されるVD（推奨食事摂

取基準：RDIs）は人種を問わず、日光へ

の曝露の有無を問わず100IU（国際単位、

=2.5µg）/日 と 推 定 さ れ て い ま す

（WHO）。また老齢者では5µg/ 日から

10～ 15µg/ 日へともっと多量に摂取す

ることが推奨されています。NHANES Ⅲ

では18,323人の健康人を対象として調

査したところ、その5％で血中25（OH）

D3 濃度が27nmol/L 以下でした。アメ

リカ合衆国北部州に居住する老齢者では

27nmol/L 以下の血中25（OH）D3 濃度

を示した人が6～18％にも達していまし

た。彼らの場合、採血は9月に行われた

のですが、理想的には健康人の採血はVD

の貯蔵が枯渇する冬の終わりの時期に行う

べきであるのでNHANES Ⅲの低VD 血症

の頻度推定はまだ低すぎる見積もりと考え

られます。

6． 日本におけるVD摂取目安量と上限量

　推奨量を決定するに際して北緯42度

から南緯42度の間に世界の人口が集中

していること、VDを生理学的に信頼性が

高く効率的に摂取出来る方法は、体内で

7- デヒドロコレステロールから太陽紫外

線によって合成することを基盤として摂取
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推奨量が決められています（WHO）。

　多くの場合、日焼け止めクリームの塗布

なしに腕と顔の皮膚を日光に30分間曝

すことで1日の必要量を賄うことができ

ます（表1）。しかし前述の様に様々な要

因によって皮膚でのVD合成量は低下しま

す。低下の要因として、①皮膚への紫外線

到達度を左右する緯度と季節。②老化によ

る皮膚での合成効率の低下。③皮膚の色調

を決めるメラニン色素濃度が紫外線を遮蔽

することによる合成効率の低下。④様々な

理由から皮膚を完全に覆うと合成効率は低

下。⑤日焼け止めクリームによる合成量の

低下などが挙げられます。

　一方、骨の健康を問題とする場合にはど

のくらいの量のVDが必要でしょうか。そ

れを考える際に必要なデータは血中PTH

濃度と血液中の25（OH）D3 の濃度です。

ちなみに最終活性産物の1,25（OH）2D3

の血中濃度は pmol/L のレベルと極めて

低い値です。成人の血中PTH濃度を一定

以下に保つに必要な25（OH）D3 の濃度の

最低値は25～ 50nmol/L の範囲にある

ので、50nmol/L 以上が望ましいのです

（nはナノと読み1/109 を、pはピコで

1/1012 を示す単位）。

　2005年に厚生労働省が策定した第5

改訂・日本人の食事摂取基準 3）に引用さ

れたデータによれば、新潟県女性の血中

25（OH）D3 濃度は上述の最低値以上の範

囲にあります。また、全体として19～

29歳までの若年女性を除き、冬季の2

月に低く、晩夏の9月には高いです。一

方、2月の値を各年齢で比べてみると年

齢とともに次第に値が高くなっています。

　平成13年に行われた国民栄養調査か

ら求められた日本人のVD摂取量は最低値

を示す18～ 29歳で3.6µg/ 日、30～

49歳で4.1µg/ 日、50～ 69歳の年齢

階層集団では6.3µg/ 日でした。一方、

表1　 健康維持に要する量のVDを体内で生合成するために必要な太陽紫外線曝露線量の推定値

※１：Australian College of Dermatologists (ACOD) と Australia and New Zealand Bone 
　　　& Mineral Society (ANZBMS) の合同会議で採択された値。
※２：WHO Monograph (INCHEM) より。

報告者等 身体部位 曝露者の特徴など 最短曝露時間

J. Reichrath 手、腕、顔 ボストン（北緯41°）在住のスキンタイプ２
の白人で７月の正午に浴びる

1/3～ 1/2 MED
＝５分

藤原、長沼 顔と手
横浜市（北緯35.3°）の年平均値のUVB線
量（46J/m2/min）を日本人の６歳の小児が
浴びる

2.2 分

C. Sinclair　※１ 体の15％の皮膚、
顔、手や腕

オーストラリア、ニュージーランド住民で、
骨粗鬆症防止のため毎日曝露。UV index が
３以上ではサンスクリーン剤を適用

1/3 MED

Health Council of 
Netherlands　※２ オランダ市民（白人） 年間55 MED

=0.15 MED／日
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新潟県女性の3つの年齢別集団の血中

25（OH）D3 濃度は上述の最低値の範囲：

25～ 50nmol/L を上回っています。こ

れらから推定すると最低値を満足させる

VD摂取量は（3.6+4.1）/2=3.8µg/ 日

となります。さらに最低値50nmol/L を

満足させるには（4.1+6.3）/2=5.2µg/

日となります。このことから高い値を採用

して5.2µg/ 日、まとめて5µg/ 日とい

う値が採用され、日本人成人の摂取目安量

として定められたのです。

　一方、95µg/ 日の VD を摂取させたと

ころ血清カルシウム濃度が上昇したという

結果が無作為化割付比較試験で報告されて

いることに基づき、安全性を考慮して

95µg/ 日の 1/2量の上限値50µg/ 日

が決められました。

　最近になって成人の5µg/ 日、老齢者

の15µg/ 日という推奨量ではVDは充分

ではないという意見がアメリカで出される

様になりました。極端には上限量の

50µg/ 日を摂取すべきという意見も出さ

れています。夏の太陽紫外線を体一杯に浴

びると250µg/ 日の VD が体の中で合成

されます。このことからこれまで50µg/

日以上を摂取すると毒性が現れると信じら

れていますが、それは何の根拠もないこと

となります。R. Vieth は 1,000µg/ 日以

下の摂取では副作用は無いと断言していま

すが 4）、成人は20～ 25µg/ 日の VD を

必要とすると考える研究者も多いのです。

このようにVD摂取量についての議論が喧

しい昨今です。

7．VD 摂取基準量の改訂を求める議論

　2005年に非電離放射線の防護に関す

る国際委員会主催の「UV曝露量のガイダ

ンス」と題するシンポジウムがドイツの

ミュンヘンで開催されました。その論文集

が2006年に発行されたProgress in 

Biophysics and Molecular Biology 

92巻に掲載されています。その中で

Vieth は現行の基準値（日本では目安量、

米国では摂取推奨量）が全般的に低すぎる

と主張しています 4）。その中で血液中の

25（OH）D3 の濃度と腸管からのカルシウ

ムの吸収の関係を調べた研究から、図3

に示す結果が得られたことを述べています。

図3　 血清25（OH）D3 濃度と腸管からの
カルシウム吸収の割合
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　充分量のカルシウムの吸収はクル病、骨

軟化症、骨粗鬆症、骨折などの発症を防止

しますが、その腸管からの吸収に深く関与

するのが血液中の25（OH）D3 濃度です。

彼は75～ 80nmol/L（図中でカルシウ

ムの吸収が一定になる25（OH）D3 濃度の

最低値）が骨折防護のための最適量である

と主張しています。

　血中の25（OH）D3 濃度とVD投与に関

する疫学調査から、アメリカ人女性の25

（OH）D3 濃度が100nmol/L 以下になる

と骨量は低下し、インスリン感受性も低下

することが分ったそうです。また、

50nmol/L 以下になると結腸・直腸ガン

のリスクが何倍にも高まることが症例・対

照研究（注2）から得られています。以上の

結果をまとめると、良好な健康状態を維持

するには血中濃度は75nmol/L を越える

べきということになります。

　ところでVieth は、成人にとって処方

箋なしで75nmol/L の血中濃度を維持す

るには太陽紫外線を浴びる以外にないと述

べ、VDを食事とサプリメントから摂取し

てもこの値は得られないと主張しています。

因みに現行の上限値である50µg/ 日を摂

取 す る と 血 中25（OH）D3 濃 度 は

50nmol/L 分上昇します。以下にVieth

の主張を引用しましょう。

　“ヒト集団はアフリカの一角から10万

年前に発生したと考えられている。そして

赤道直下から北進、南進して各地へ散ら

ばっていった。北へ向かった集団は薄い色

調の皮膚を獲得して弱い太陽の光の下でも

VDの合成能を高めていった。その結果ク

ル病は防止されて生存することができた。

その一方で太陽紫外線による害を受けやす

くなる結果を招いた。元々裸のサルとして

進化した人類は全身で太陽の光を浴びてい

た。この数千年間で衣服をまとうように

なったが、そのような条件下でVD合成を

高めるようには遺伝子は進化しなかった。

様々な方法で紫外線防御を徹底すると筋骨

格系疾患、ガン、糖尿病、多発性硬化症に

悩まされることにもなった。これら全てを

考えあわすと、血中の25（OH）D3 濃度は

赤道直下の住民に見られる150nmol/L

レベルが望ましいのではないか。25

（OH）D3 濃度を50nmol/L 以上に保つた

めには、VD の 50µg/ 日の摂取が必要で

ある ”と述べています。この50µg/ 日の

摂取は現行の上限値であることから、摂取

ガイドラインの見直しを求めていることに

なるのです。

注2） 症例ー対照研究：疾病の原因を過去にさかのぼって探す疫学研究方法です。患者集団（症例群）とその疾患に
罹患したことのない集団（対照群）の間で過去に要因に曝露された人の割合を比較するものです。稀な疾患の
研究に適し、短い研究期間で費用と労力をかけずに因果関係を推定することができますが、エビデンスレベル
はコホート研究よりも低いのです。
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8．VD の毒性

　多量のVD摂取で起きる悪い効果、即ち

VD中毒は血中の25（OH）D3 濃度が極め

て高く、高カルシウム尿症、高カルシウム

血症を特徴としますが推奨摂取量では発生

しません。

　1920年代の後期から1930年代の前

半にかけて、抗クル病効果を求めて太陽光

または人工紫外線（UVB）に体を曝すの

が奨励されました。また、種々の食品に抗

クル病効果を与えるための紫外線照射をも

たらし、子供のクル病を防ぐのに効果があ

りました。VDが発見され商業的に採算が

あうような合成法が見いだされると、食品

への紫外線照射は終わりとなり、ミルク、

カスタード、ソフトドリンク、パンや果て

はビールやスキンクリームにまでVD添加

が行われました。

　第2次世界大戦後、高カルシウム血症

の子供が英国で多発しました。不幸なこと

にVDのミルクへの添加（強化）が原因と

なってVD中毒が引き起こされたに違いな

いと考えられたのです。その結果、VDの

牛乳や他の食品への添加を禁止する法律が

施行されました。この禁止法律はヨーロッ

パ諸国の大部分で現在も施行されているの

ですが、VD欠乏は子供の発育を阻害する

ことが認識されるにつれ、幾つかの国で

マーガリン、ある種のシリアルへのVD添

加が復活しました。またスウェーデンなど

2、3の国では牛乳への添加が行われてい

ます。

　VD中毒は薬用として摂取する量を遥か

に超えた量を長期間にわたって服用するこ

とで起きるのです。VD中毒は極めて稀な

現象で多くは不注意な飲用によって起きる

ものであり、飲用記録がないのが普通です。

ある例ではVDと砂糖を不注意により混合

してしまったのに気づかずそれを摂取した

と こ ろ、25（OH）D3 の 血 中 濃 度 は

3,700nmol/L を越え高カルシウム血症

になった例が報告されています。25

（OH）D3 の 血 中 濃 度 が370nmol/L 

（150 ng/mL）を超えて初めてVD中毒

症状、即ち高カルシウム血症と腎機能の低

下が認められます。

9． VD 不足を解消し、皮膚ガンのリスク

を回避することが可能な太陽紫外線曝

露線量の推定

　次に種々の文献から『推奨される紫外線

曝露量』を調べました。

　表1（前出）を見ると、何れの曝露条

件でも27nmol/L の 25（OH）D3 濃度を

確保可能と考えられますが、Vieth の主張

する75nmol/L のレベルには程遠いよう

です。

　次項で述べるように、VDの多量摂取あ
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るいは太陽紫外線への曝露が種々の体内ガ

ンの予防に効果を示すことが示唆されてい

るので J. Reichrath は “ 皮膚科医や臨床

医は強くない太陽紫外線への曝露がもたら

すガンなどの防御効果がその突然変異原性

よりも重要であることを認識すべきである。

従って皮膚ガンを生じないレベルで、しか

もVD欠乏を招かない曝露線量の推奨値を

求めることが急務である ”と息巻いていま

す 5）。

10．VD の新しい作用の発見

　VD欠乏症は種々の疾患、例えばガン、

骨疾患、自己免疫疾患、1型糖尿病、高

血圧、心疾患などの幅広い疾患の発症と関

連していることが多くの疫学調査から明ら

かになってきました（第11項を参照）。

一方、VDの最終代謝活性産物の1,25

（OH）2D3 は腎臓のみならず前立腺、結腸、

皮膚や造骨細胞でも生成されることが見い

だされています。1,25（OH）2D3 には発

ガンを抑制し、細胞死の促進、ガンの増殖

を抑制して分化へ向かわせる働きがありま

す。また、ガンの転移を抑制したり、カル

シウムの吸収を促進するとともに免疫増強

作用を示すホルモンであることが次第に

分ってきました。最近になって様々な臓器、

例えば脳や骨髄、皮膚や胸腺の細胞にVD

受容体（VDRs）が発見され、これらの臓

器はこれまでVDが作用する臓器とは考え

られていなかったのでその発見の衝撃は大

きく、VDは広く生体の恒常性維持に働い

ていることが分かってきました。

　UVBへの曝露は体内循環型のVD、即

ち25（OH）D3 量を増加させ、その活性型

である1,25（OH）2D3 を増加させるから

発ガンを抑制するという道筋が成立するこ

とを考えると、以下に述べるようにあるレ

ベルでのガン抑制効果が太陽紫外線及び

VD摂取によって示される可能性があるの

です。

11． 太陽紫外線への曝露やVD投与が疾

病を予防するという最近の知見

　ここではVDの欠乏と関連したガンと自

己免疫疾患のリスクに関わる疫学調査結果

をW. B. Grant の論文 6）に従ってまとめ

ました。

11-1．ガン

　VDと太陽紫外線（UVB）が結腸ガン死

亡率を低下させることを最初に発表したの

はGarland らです。彼らは米国南西部の

砂漠地帯の住民に結腸ガンの頻度が低いこ

とを見いだしました。UVB線量とガン発

症率低下に関する疫学的研究が乳ガン、前

立腺ガン、卵巣ガンについても行われてい

ます。
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　2002年の Freedmanによる報告では、

乳ガン、結腸ガン、卵巣ガン、前立腺ガン

に加え非黒色腫皮膚ガン（NMSC）によ

る死亡率と居住地、職業的太陽光曝露との

関係が調べられました。被験者の居住地は

全米の24州に散らばっています。太陽

光に恵まれた州の居住者では4種の内部

ガンによる死亡率が太陽光強度と逆相関し、

NMSCのみが正の相関を示しました。戸

外での職業的被ばく者では乳ガン、結腸ガ

ンが紫外線曝露量と逆相関し、NMSCの

みが正の相関を示しました。また、戸外で

の活動度が高い程死亡率は低下していたの

です。この結果は乳ガンと結腸ガンのリス

クの抑制に太陽光紫外線が働いていること

を示唆し、卵巣ガンと前立腺ガンではリス

ク低下の可能性が高いことを意味します。

結腸ガンと乳ガンに関する上記の結果は他

の疫学研究でも同様な結果が得られている

ことから、信頼性は高いとGrant は述べ

ています。

　食事中のVDと結腸・直腸ガン発症率や

死亡率との関係についていくつかの症例ー

対照研究やコホート研究（注3）が行われて

います。1985年にGarland 等は食事中

のVDと結腸・直腸ガンとの逆相関関係を

報告しました。彼らはさらに1989年に

ガンの診断が下される前の血中の25

（OH）D3 濃度と結腸ガンとの間に逆相関

性が成立していることを報告しています。

最近に行われた症例ー対照研究とコホート

研究を取り扱ったメタアナリシスによれば

1,000IU（25µg） のVD（ 血 中 の25

（OH）D3 濃度が82nmol/L となる）を投

与すると100IU投与群に比べて結腸ガン

の頻度が50％低下したとのことです。

11‒2． ガンのリスク低下の原因として

VDが働いていることをどのよう

に証明すればよいか？

　原因であることを証明するには、①相関

性が極めて高いこと、②同じ効果が種々の

集団でも観察されること、③効果と用量の

間に直線的相関関係が成立すること、④そ

の効果が発揮される機構が明らかであるこ

と及び⑤交絡因子が考慮に入れられている

ことが重要です。大体どの種類のガンも地

理学的な発生傾向が類似しているのでVD

感受性と考え易く、しかもガンの頻度は低

いだけに疫学調査のみで結論を得るのは難

しいのです。

　これら疫学調査の限界を乗り越える一つ

の方法として介入研究があります。この手

法は被験者に不評で実施は困難ですが介入
注3） コホート研究：疫学調査研究の手法の一つです。要因曝露群と非曝露群を将来にわたって追跡調査し、疾病の
罹患率や死亡率などを比較する方法です。費用と時間のかかる方法ですが、介入研究に次いでエビデンスレベ
ルは高いと云われています。



402

特集／太陽紫外線のリスクを考える

環境と健康 22（2009）

試験が必須なことは言を待ちません。介入

研究とは一つの集団にVDを投与し、他の

集団（対照集団）にはその偽薬を投与する

方法です。通常、数年から10年の観察

期間を経過後、介入集団で種々のガンの発

生率を調べ対照集団のそれらと比較する方

法です。その際に無作為比較対照試験を行

うと信頼性は高まります。

11‒3．自己免疫疾患

　Grant は太陽紫外線曝露が発症に影響

する疾患の一つとして多発性硬化症

（MS）を取り上げています。MSはヨー

ロッパ系人種に多いが日本では稀な疾患で

10万人あたり8～ 9人の発症率です。

MSは中枢神経系の慢性炎症性脱髄症状を

特徴とし、視神経障害、小脳障害による歩

行困難、脊髄障害による手足のしびれや運

動麻痺、尿失禁、排尿障害などが発症しま

す。

　MS発症と太陽紫外線曝露との関係が見

いだされた発端はMSの有病率が緯度と

相関することが見つかったことによります。

第2次世界大戦のアメリカ帰還兵を対象

とした疫学研究と、北緯57°までの緯度

増加とMS発症率との相関を見たヨー

ロッパでの研究が有名です。オーストラリ

アでは緯度とMS罹患率との間に同様な

傾向が認められるそうです。しかも夏期よ

りも冬期の紫外線曝露が必要です。MSの

リスクを下げるのはUV曝露量であり、

MS患者では血中のVD量が少ないとのこ

とです。VDがMSリスクの抑制に効果を

発揮することの説明として、彼らはVDが

感染症と戦う免疫系を強化するためと主張

しています。事実MSは冬期によく発症

し、しかも幼児や青春期など免疫系が充分

に発達していない人々によく発症します。

　しかし難病情報センターのホームページ

（http://www.nanbyou.or.jp）を見る限

りMSが自己免疫疾患である可能性は述

べられていますが、太陽紫外線曝露との関

係や、VDの治療効果などには全く触れら

れていません。太陽紫外線曝露は一方で体

の免疫機能を低下させるので、見かけ上

MSの発症が抑制されるのでしょうか、今

後の研究を見守りましょう。その他の自己

免疫疾患として1型糖尿病、2型糖尿病

や関節リュウマチ、血圧、脳卒中などのリ

スクをVDが軽減するという疫学調査があ

りますが、未だ充分なデータが集まってい

ません。

12．まとめ：VD摂取と紫外線の健康リスク

　ビタミンと思っていたらホルモン作用を

発揮する物質ということで、VDの複雑な

生体作用を理解することは私にとって興味

ある作業となりました。太陽紫外線曝露あ
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るいはVDの投与が種々の内部ガンの発生

を予防するという最近の疫学調査結果に触

れると、VDが生体の恒常性維持に働く重

要性を改めて理解したのです。

　太陽紫外線への曝露は皮膚でのVD合成

に欠かすことのできない過程ですが、その

一方で曝露が生体へ様々な悪影響をもたら

すことも明らかです。それならば “紫外線

への曝露をゼロか最小限にすることが可能

であろうか？ ”への解答を模索することと

なりました。

12-1． 抗クル病、抗結腸ガン所要量と摂

取推奨量

　太陽紫外線を完全に遮蔽された色素性乾

皮症患者でクル病患者の発生が報告されて

いない事実、クル病ラットへ紫外線照射し

た食餌を投与するとクル病が治癒した実験

から、抗クル病効果を発揮するVD必要量

を食事でまかない得ることが示されていま

す。これまでに述べた結果から血中の25

（OH）D3 濃度は27～ 50nmol/L 以上が

必要です。さらに、25µg/ 日の VD 投与

で血中の25（OH）D3 濃度を82nmol/L

に高めると結腸ガンの頻度が低下すること

がメタアナリシスによって明らかにされて

いるので、抗ガン作用を発揮する所要量は

抗 ク ル 病 所 要 量 よ り 高 く、75 ～

80nmol/L のレベルと考えられます。こ

れらの結果を踏まえ紫外線を完全に遮蔽さ

れた状態での摂取推奨量（目安量）の見直

しと、50µg/ 日という上限量決定の基礎

となった95µg/ 日投与が高カルシウム血

症を引き起こしたのと疫学調査そのものの

再検討が必要です。

12-2． 血中 25（OH）D3 濃度とガン死亡

との逆相関性の解析

　多くの疫学調査では太陽紫外線曝露と体

内ガン死亡との逆相関が見られますが、そ

れが紫外線曝露によって体内で生成される

血中25（OH）D3 濃度量とも明確に相関し

ていることを明らかにしなければなりませ

ん。これが解明されれば太陽紫外線曝露→

体内でのVD生成→ガン抑制の道筋を描く

ことが出来、ガンをVD投与によって化学

的に予防する道が拓かれることになります。

12-3． VD のガン予防機構に関する研究

の推進

　一方で、VDのガン予防に関する実験的

研究を推進せねばなりません。前述のよう

にVDはカルシウムの代謝に関わるだけで

なく、ガンの増殖を抑制するなど働きを発

揮します。従ってVDの活性産物である

1,25（OH）2D3 を生成する酵素1α - ヒ

ドロキシラーゼ活性とVD受容体の細胞間

分布や受容体遺伝子の多様性の解析が、ガ
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ン細胞のVDへの感受性を明らかにするに

は必要です。

12-4． 介入疫学研究がVDの効果検討に

必須。

　結腸ガンの予防に太陽紫外線曝露が効果

を示すとの調査結果に関して、紫外線で生

成されたVDが必要かつ充分な予防因子で

あることを証明するためには、紫外線を完

全に遮蔽された集団でVD投与の介入研究

を行う必要があります。

　実際にはこのような実験的疫学研究を行

えないので、現時点では食事から供給され

るVD量の測定、個人曝露線量測定とそれ

よって生じる体内前駆体由来のVD量の推

定に加えて血中25（OH）D3 濃度の測定を

行い、その集団での結腸ガンなどの発生率

をコホート研究などで追跡する以外に方法

はないでしょう。

12-5．紫外線のリスク低減とVD

　WHOが2006年に出版した疾病発生

に 関 与 す る 環 境 要 因、 第13編

（Environmental Burden of Disease 

Series No.13）に太陽紫外線（Solar 

Ultraviolet Radiation）が取りあげられ

ているので紹介しましょう。図4は疾病

発生と個人曝露線量との関係の概念図です。

　図のA点は過剰な紫外線曝露を示す場

合でオーストラリアでの白人が過度な戸外

活動を行っている状態です。C点は不十

分な紫外線曝露量のある場合で、食事から

摂取するVD量が重要となります。一方B

点は個人のスキンタイプ（注4）にマッチし

た適当量の紫外線曝露線量を受けている状

態で、紫外線によるリスクは最小値を示し

ます。ヒトへの有効な紫外線曝露量はスキ

ンタイプによって左右されるので適度とい

うB点は個々人で異なります。

　抗クル病、抗ガン効果を発揮するVD量

を食事やサプリメントで摂取する場合、個

人の太陽紫外線曝露線量を示すB点は左

図4　太陽紫外線曝露と疾病発症との概念図

注4） スキンタイプ：同じだけの太陽紫外線を浴びても日焼けの程度は個々人で異なります。日本人は3タイプに分
けられ、色白（メラニンが少い）で日焼けしても赤くなるだけで黒くならない人はスキンタイプ1に分類され
ますが、光に敏感な肌の持ち主なので特に注意が必要です。タイプ3は赤くならずに黒くなる肌の持ち主です。
タイプ2はタイプ3と1の中間型の反応を示します。どんなタイプの人でも過度の日光浴で肌を痛めるので、
小児期から、サンスクリ－ンなどを使って防御しないと皮膚の光老化（光による皮膚の老化）を早めることに
なります。
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方へ移動し原点に一致します。紫外線非曝

露時の所要量や摂取上限量の再検討を踏ま

えて、VDの体内生成のために太陽紫外線

へ皮膚を曝露することは不要であると考え

ます。従って “ いかなる少量であっても太

陽紫外線への曝露は避けるべき ”とのアメ

リカ皮膚科学会会長Cornelison Jr. の主

張に賛意を表する次第です。

　最後にHollick の論文 7）中の図を引用

して明らかにされつつあるVDの種々の

医・生物学的効果を図5にまとめました。
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1．はじめに

　皮膚色は皮膚に存在するカロテノイド、

ヘモグロビンとメラニンによって決まりま

すが、なかでもメラニンが重要な決定因子

です。メラニン生成を高めるのが太陽紫外

線です。1980年代初期までは、先進国

ヨーロッパや米国の白人だけではなく、多

くの日本人も黒い肌を求めて、太陽紫外線

が多く降り注ぐレジャーランドで日焼けを

楽しんでいました。肌を黒く焼くことは、

健康的で良いことと考えられ、また経済的

にもゆとりがあるとみなされていたからで

す。一方、科学の進歩により紫外線が皮膚

細胞に与える好ましくない影響が次々と明
＊サンクリニック院長、サンケア研究所所長、神戸大学名誉教授（光医学、光生物学、抗加齢医学）

太陽紫外線でなぜ皮膚が黒くなるの？
市橋正光＊

要　旨：日焼けした皮膚の黒さは、表皮の色素細胞が作るメラニンの量や質
の違いで決まります。紫外線により表皮角化細胞の遺伝子DNAに出来る傷
（シクロブタン型2量体）が引き金となって、その角化細胞が細胞外に放出
するサイトカイン（生物学的活性物質）や神経ペプチドの刺激を受けた色素
細胞がメラニンを作ります。メラニンは角化細胞に移送され、角化細胞の核
の上方に分布して、皮膚が受ける紫外線をブロックし、遺伝子に傷がつくの
を抑えます。メラニンで黒くなった皮膚では角化細胞が受ける紫外線量は
1/3～ 1/5と著しく減少します。さらにメラニンはアポトーシス（日焼け
細胞とも呼ばれ、遺伝子の傷が多いと細胞が自殺する仕組み）を誘導し、角
化細胞がガン化するのを防ぎます。皮膚を紫外線の害から守るには、太陽紫
外線を浴びなくても色素細胞でメラニンが作られることです。近い将来それ
は可能だと期待されています。

らかになってきました。また、すでに

1960年代にマウス皮膚に人工紫外線を

繰り返し照射すると皮膚ガンが発症するこ

と、また1980年代には、シワなどの光

老化症状が現れることを多くの基礎研究者

が観察し発表していました。さらに、皮膚

ガンの原因を明らかにするための疫学調査

ではメラニンの多い黒人では皮膚ガンは著

しく少なく、一方、白人には皮膚ガンが好

発することが明らかにされました。

1970年に発表された科学論文の中にフ

ロンガス（冷蔵庫の冷媒、発泡スチロール

の原料などに使用）が対流圏から成層圏へ

と昇り、地表約25km上空で蓄積し、そ
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こで太陽の紫外線を浴びてフロンガスの塩

素がオゾン分子と反応してオゾンを破壊す

ることが明らかにされました。そのため、

ヒトの皮膚細胞や目だけでなく地表生物に

とって有害作用をもつ紫外線B波（290

～ 320nm）が大量に地表に届くことが

警告され、紫外線の有害性に一層の注目が

集まりました。先進諸国ではオゾン破壊に

よる紫外線B波の増加は地球上の生物の

存続に関わる極めて大きな問題ととらえ、

フロンガスの生産と使用の中止、さらには

未使用フロンガスの破壊がすすめられまし

た。2050年頃にはオゾン層はフロンガ

スが使用されていなかった1950年代の

地球の状態に戻ると推測されています。

　日本だけではなく、世界的にも人類は医

療や衛生面の進歩により長寿を楽しむ時代

になってきました。そのため、高齢者が増

加し、皮膚ガンの患者が増加してきたので

す。勿論、先に説明した通り、太陽紫外線

を沢山浴びて黒くなることを求めてきた結

果でもあるのです。皮膚が黒くなるのは良

いことなのか、悪いことなのか？現時点で

は、はっきり有害性が勝るといえます。皮

膚が黒くなるのは皮膚の最外層にある表皮

（図1）の色素細胞が沢山のメラニン（注1）

を作り、周りの角化細胞に分配するためで

す。メラニンはメラノソームと呼ばれる小

さな袋の内で化学反応と自然酸化で作られ

ます。角化細胞に移ったメラニンは不思議

なことに細胞の核の上（皮膚の表面側）に

分布して、核内に詰まっている遺伝子が太

陽紫外線で傷つくのを防いでいます。この

項ではメラニンが作られる仕組みとその働

きについて説明します。

2．紫外線は皮膚細胞の遺伝子に傷をつける

　太陽紫外線は波（波長）と粒子（エネル

ギー）の両性質を持っています。波長の長

い 方 か ら 順 に、 赤 外 線（760nm ～

1mm；地表に届く太陽光線の54.3%を

占 め る ）、 可 視 光 線（400nm ～

760nm；38.9%）と紫外線（290nm

～ 400nm；6.8%）に区別されています。

紫外線はさらに波長が320 ～ 400nm
注1） メラニンの説明：メラニンは一般に黒いと思われていますが、ヒトの細胞は色調の異なった2種類のメラニン
を作ります。1つはユーメラニンと呼ばれ、褐色から黒いメラニンです。もう1つはフェオメラニンと呼ばれ、
黄色から赤メラニンです。日焼けした肌が黒くなるのは黒いユーメラニンが沢山作られるためです。

図1　皮膚の構造
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の A波と290 ～ 320nmのB波に分け

られています。太陽光線が皮膚に当ると細

胞内や細胞表面の小さな物質（遺伝子を構

成している塩基をはじめ、ウロカニン酸や

ポルフィリンなど）に吸収されて、紫外線

のエネルギーをその物質に与えます。その

結果、紫外線を吸収した物質は化学構造が

変化し、細胞や皮膚に働きかけ、日焼けや

光老化（注2）を引き起こすのです。

　紫外線B波は遺伝子を構成しているピ

リミジン塩基（シトシンとチミン）が並ん

でいる部位に吸収されます。その結果、1

本の鎖の上のチミン－チミン（T-T）やシ

トシン－チミン（C-T）、チミン－シトシ

ン（T-C）とシトシン－シトシン（C-C）

と隣同士でくっついて、今まで手を繋いで

いた対側（二本の鎖の相手側）の塩基とは

手を離してしまいます。つまり、一本の鎖

の上に強く手を繋いだピリミジン塩基がで

きます。これが紫外線Bにより皮膚の細

胞核にできる遺伝子の傷で、ピリミジン

2量体と呼ばれます（注3）。紫外線A波の

2量体を作る力はB波の千分の1程

（1/1,000）と極めて弱いのです。

　7月の快晴日の昼頃、1時間太陽紫外

線を浴びた皮膚では、基底細胞（表皮基底

層の角化細胞）1個当り約5万個のピリ

ミジン2量体ができます。真皮の上層に

存在している細胞核にも多数の傷ができま

す（図2）。これらの傷は細胞に備わって

いるDNA修復活性（除去修復と呼ぶ）で

取り除かれ、次いで、欠けた遺伝子の鎖部

分は新たに合成され、元の通りの正しい遺

伝子に修理されます。しかし、時には元と

は違った塩基と置き換わって修理され、遺

伝子に間違いが生じます。これが突然変異

の原因です。修復には時間がかかり、夏の

昼頃に太陽光線を10分も浴びると多数

の傷が出来、24時間経っても傷の半分は

未修復で残ります。

3． 日焼けはどのような仕組みで起きるのか？

　日焼けは皮膚が赤くなるサンバーンと黒

くなるサンタンの連続した反応です。紫外

線B波により生じたT-T や C-T などのピ

リミジン2量体の約半分は修復されない

で残りますが、それが引き金となって表皮

角化細胞は他の細胞に働きかける物質（生

物学的に活性がある物質で、サイトカイン

や神経ペプチドと呼ばれる）を作り、周り

に放出します。それらサイトカインやペプ

チドの働きにより血管を拡張させるプロス
注2） 光老化：太陽光線がほとんど当たらない臀部皮膚も老化します。これは加齢による皮膚の老化です。顔や手背
などは小児期から生涯、多くの太陽紫外線を浴びますから、紫外線による細胞損傷（DNAの傷など）のために
加齢老化のうえに質的に違った老化が加わります。これが光老化で、シミやシワがその代表的な症状です。

注3） ピリミジン2量体は、2種類に分けられる。たまたまDNA鎖状で合隣り合っている2個のピリジミン塩基が
ある場合、そのピリミジン同士がお互いに結合するピリミジン2量体になる損傷（TTダイマー、TCダイマー、
CCダイマー）とピリミジンが近隣のピリミジンと互いにその6位ともう一つのピリミジンの4位と結合して
ピリミジン2量体になる損傷です。後者の2量体を6-4光産物と呼びます。
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タグランディンや一酸化窒素が作られます。

そのため、太陽光線を30分程浴びた数

時間後から皮膚は少しずつ赤くなり始めま

す。これがサンバーンの始まりです。サン

バーンは徐々に強くなり、24時間がピー

クです。その後、サンバーンは消退し、3

～ 4日目頃から皮膚は少しずつ褐色調に

なります。これがサンタンです。サンタン

は紫外線を浴びた角化細胞が作る神経ペプ

チドであるα -MSH（α－色素細胞刺激

ホルモン）、ステムセルファクター

（SCF）、エンドセリンなどのサイトカイ

ンを受け取った表皮色素細胞が活発にメラ

ニンを作り始める結果です。浴びる紫外線

量が多いとより黒くなりますが、あまり大

量に浴びると皮膚は角化細胞の損傷が大き

いため水疱ができますから、痛みもあり、

ひどいやけど状態になります。また、太陽

紫外線は直接メラニンを作る色素細胞に働

きメラニンの合成を盛んにしますが、主に

は角化細胞から作り出されるサイトカイン

や神経ペプチドにより間接的に色素細胞を

刺激し、メラニンを作らせると考えられて

います。このような仕組みを専門的にはパ

ラクライン様式による細胞の活性化と呼ん

でいます（図3）。

4．紫外線Aによる皮膚の黒化

　太陽光線を直射で浴びる時には紫外線

A波だけが皮膚に当ることはないのです

が、窓ガラスを透過してくる紫外線はA

図3　 メラニン合成に与える紫外線の直接
および間接効果

図2　人工紫外線B波による表皮細胞の核内シクロブタン型ピリミジン2量体（抗体染色による）
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波だけとなります。また、人工の紫外線

A波照射（日焼けサロン）の機器もあり

ます。A波を強く浴びると数分で皮膚に

は軽い紅斑が起き、その後、灰褐色調にな

ります。これは即時型皮膚黒化と呼ばれま

す。さらに大量のA波を浴びると皮膚は

6時間頃から紅斑が再度生じます。また、

24時間以内に皮膚は黒くなります。この

黒化反応は遅延型黒化とも、即時型黒化と

も違っています。この反応には活性酸素の

一種として知られている過酸化水素

（H2O2）が関与していると考えられて、

持続性黒化と呼ばれています。先に述べた

紫外線B波を浴びると、メラニン合成が

盛んになり数日後から皮膚が黒くなるのは

遅延型黒化反応と呼ばれ、A波による皮

膚の黒化とは区別されます。

5．スキンタイプの違いとメラニン

　皮膚色の違いは表皮の色素細胞の数の違

いではありません。黒人でもアジア人でも

白人でも表皮細胞の約1%は色素細胞で

す。1個の色素細胞がメラニンを作り、

周辺の36個の角化細胞にメラニンを分

けています（epidermal melanin unit と

呼ぶ）。皮膚色の違いはユーメラニンの量、

メラノソームの大きさと数とメラノソーム

内のメラニン量によって決まります。黒人

皮膚では白人に比べメラニン量は約5倍

で、ユーメラニン量も多い。色素細胞の数

は皮膚色の異なった人種間でも同じですが、

体の部位により2倍ほどの差があります。

一般に顔面には多く、2,000 unit/mm2

です。太陽紫外線を浴びるところでは多い

のです。また加齢により色素細胞の数は減

少します。

　皮膚色は生来のものと、紫外線に反応性

してメラニンが増えるために変化する獲得

性皮膚色に分けて考えられます。スキンタ

イプとは経験的に日焼けによる紅斑反応と

メラニンによる黒化反応の起きる程度の特

色を、個人個人が自己判断し評価したもの

です。

　国際的には白人から黒人まで皮膚色の大

きな違いから、スキンタイプⅠ～Ⅵ（Ⅰ：

太陽紫外線を浴びると赤くなるだけで黒く

ならない人、Ⅵ：赤くなることがなく、常

に黒くなる、Ⅱ～Ⅴはその中間）に分けら

れます。日本人では佐藤らにより、日本人

スキンタイプⅠ～Ⅲ（Ⅰ：赤くなりやすい

があまり黒くならない人、Ⅱ：あまり赤く

ならないで黒くなる人、Ⅲ：そこそこ赤く

なり、そこそこ黒くなる）に分けられてい

ます。

　筆者の臨床研究では日本人スキンタイプ

Ⅰ と Ⅲ に 同 量 の 人 工 紫 外 線 Ｂ 波

（120mJ/cm2）を照射した時の6-4型

光生成物の量を比較すると、スキンタイプ
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注3） ピリミジン2量体は、2種類に分けられる。たまたまDNA鎖状で合隣り合っている2個のピリジミン塩基が
ある場合、そのピリミジン同士がお互いに結合するピリミジン2量体になる損傷（TTダイマー、TCダイマー、
CCダイマー）とピリミジンが近隣のピリミジンと互いにその6位ともう一つのピリミジンの4位と結合して
ピリミジン2量体になる損傷です。後者の2量体を6-4光産物と呼びます。

ⅠがⅢに比べ3～ 5倍高いことが分かり

ました（注3）。つまり同量の紫外線でも表

皮角化細胞に生じるDNA損傷量は異なる

のです。DNAの傷が多いスキンタイプⅠ

はやはり皮膚ガンやシミが生じやすいと考

えられます。筆者らの日本人を対象とした

皮膚ガン発症に関する疫学調査では、スキ

ンタイプⅠはⅢに比べ前癌症である日光角

化症の罹患率は有意に高いことがわかりま

した。

6．メラニンはアポトーシスを誘導する

　先に触れたアポトーシスに話を戻します。

少し難しい話ですが、日焼けした皮膚には、

遺伝子の傷が沢山ついた時に細胞が自分で

進んで死を選ぶ仕組みがあります。これを

アポトーシスと呼びます。遺伝子DNAに

沢山傷ができ、細胞分裂の準備としてのＤ

ＮＡ合成が始まるまでに修復が完了しない

と、遺伝子に間違いができるチャンスが大

きくなるので、細胞は死んでくれた方が良

いのです。その理由は、遺伝子DNAに間

違いが起きれば、皮膚ガンやシミの引き金

になるからです。黒人の表皮角化細胞はた

くさんの黒いユーメラニンを持っています。

そのため、メラニンが少ない白人の角化細

胞に比べて、同じ紫外線を浴びてもアポ

トーシスを起こしやすいのです。つまり、

紫外線を浴びて生じるDNAの傷が多いと

自然に間違った遺伝子を持った細胞が生き

残りガン細胞になる可能性があるのです。

そこで、アポトーシスにより、傷をたくさ

ん持った細胞が生き残らない工夫がされて

いるのです。

　紫外線Bを浴びて作られたメラニンに

は、皮膚細胞を紫外線から護る2つの働

きがあります。1つはメラニンで紫外線

を吸収して遺伝子に傷がつかないように護

り、また大量の紫外線を浴びて修理が進ま

ない程多数の傷ができると、アポトーシス

を引き起こして皮膚からその細胞を消し去

り、ガン細胞やシミの原因となる細胞を皮

膚に残さないのが第2の働きです。

7． 紫外線を浴びないでメラニンを作らせ

る方法

　紫外線によるDNAの傷が引き金となっ

てメラニン合成が始まります。ボストン大

学 のGilchrest は テ ロ メ ア オ リ ゴ

（T-oligo）と呼ばれる5～ 10個程の塩

基が並んだオリゴヌクレオチド（例：

TTAGGG）が色素細胞を刺激して、メラ

ニン合成を高めることを動物の皮膚で証明

しました。ヒトの皮膚にT-oligo を塗って
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黒いメラニンができるならば、紫外線を浴

びなくても皮膚を黒くでき、紫外線から皮

膚を護ることができるので大変注目されて

います。また、日焼けする程の太陽光線を

浴びた時には、DNA修復酵素を含む外用

剤を塗布するとメラニン合成を抑えること

ができます。

8． 紫外線B波はシミを作り、A波はシ

ミを濃くする

　すでに説明しましたが、紫外線B波は

遺伝子に傷をつけます。その傷が引き金と

なってメラニンが新たに合成されてサンタ

ンが生じます。その仕組みとして、紫外線

を浴びた角化細胞が作り出すサイトカイン

やペプチドが近くの色素細胞に働きかけて

メラニンが作られます（パラクライン様

式）。もし、角化細胞にあるこれらのサイ

トカインやペプチドを作ることに関係して

いる遺伝子に間違いが生じると、紫外線を

浴びた後、メラニンを作れという命令（サ

イトカインとペプチド）を出し続けること

になります。その時は一部の皮膚だけ周辺

皮膚に比べメラニンが多量に作られ、黒く

なりますからシミができます。現時点では

どの遺伝子に間違いが起きているかは不明

ですが、色素性乾皮症と呼ばれる遺伝子の

傷を正しく直す能力が著しく低い患者では、

生後数回紫外線を浴びるだけで、1歳ま

でに多数のシミができることからもメラニ

ン生成に関連する遺伝子に変異が生じるこ

とがシミの原因と考えられています。
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1） 太陽光による免疫抑制反応

　太陽光によって生じる反応のひとつに免

疫抑制反応がある。口唇ヘルペスは風邪な

ど体力が低下した時に起きやすいが、強い

日光曝露、たとえば夏の海水浴、あるいは

冬山のスキーでの照り返しなどの後にも生

じやすいことはしばしば経験することで、

これは太陽光にあたった部位での免疫力の

低下がその理由とされている。免疫反応の

抑制はB波紫外線（280nm ～ 320nm

の波長の紫外線）で最も効果が強いと考え

られている。

2） 紫外線による免疫抑制

　紫外線により免疫反応が抑制されるとい

う概念は、紫外線発ガンの研究において最

初に指摘された。紫外線誘発腫瘍はアレル

ギー反応を起こす力が強いために同系マウ
＊神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野教授（光医学、発癌、光免疫学）

太陽紫外線による免疫抑制と皮膚ガン
錦織 千佳子＊

要　旨：太陽紫外線（UV）が皮膚ガンの原因となることは経験的によく知
られており、疫学的、実験的、理論的な数多くの証拠がある。紫外線によっ
て遺伝子に傷のつくことが、光発ガンの第一歩であるが、それだけではなく、
光発ガンには、太陽光による炎症、太陽光による免疫抑制など色々な要因が
組合わさっている。本稿では、とくに光による免疫抑制の光発ガンへの関与
に焦点を当てて概説する。

スに移植しても拒絶されてしまい、生着し

ないが、その宿主のマウスでは、自身に生

じた腫瘍が拒絶される事なく増殖する。そ

れを説明する仮説として、紫外線があたる

ことで拒絶する免疫反応が抑えられるので

はないかという説が提唱された。そして、

あらかじめ紫外線を照射しておいたマウス

の皮下に同系マウスに生じた紫外線誘発腫

瘍を移植すると拒絶されずに生着すること

から紫外線が腫瘍細胞を認識して排除する

免疫系システムを抑制することが証明され

た。その後、動物実験において紫外線照射

を施しておくと、かぶれの反応も抑制され

ることが明らかにされ、その紫外線量、紫

外線照射と感作までのタイミングなど、詳

しく調べられた。紫外線は生物作用の違い

をもとにさらに長波長側からUVA （320

～ 400nm）、UVB （290～ 320nm）、
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UVC （100～ 280nm）に分けられるが、

紫外線による免疫反応の抑制は、波長

（UVAかUVBか）、線量の大きさ、免疫

反応を見る系によっても、その反応の程度

が変わる事が知られている。

3） 全身性紫外線免疫抑制

　大量の紫外線を照射した後には紫外線照

射部位でないところに感作しても免疫反応

が抑制されることが知られており（ UV 

i n d u c e d  s y s t e m i c  i m m u n e 

suppression、紫外線誘発全身性免疫抑

制）、その免疫反応が抑制される機序とし

ては、紫外線が直接かぶれる場所の免疫担

当細胞に働いているわけではないので、何

らかの液性因子の関与が想起される。免疫

反応の抑制は紫外線の中でもUVB で最も

効率よくひきおこされるが、UVBの

10％しか真皮上層に到達しないことを考

え る と、s y s t em i c  i mmu n e 

suppression において液性因子として主

役を演じるのは、表皮を構成する主要な細

胞成分である角化細胞から分泌される物質

ではないかと考えられた。

　事実、マウスの表皮培養細胞に紫外線を

照射し、その24時間後にその培養上清

を集めて濃縮したものを、マウスに静脈注

射した後３日目に抗原で感作したマウスで

は、抗原を脚に皮下注射したあとの脚の腫

れをみる遅延型過敏反応という反応が抑制

されることが分かっている。紫外線照射後

感作したマウスの脾細胞の移入により、同

じ抗原に対する抑制反応を誘導できるが、

紫外線照射角化細胞の培養上清を注射した

マウスに抗原を感作したマウスの脾細胞を

別の同系マウスに移入することでも同じ抗

原に対する免疫反応の抑制を誘導できるこ

とも明らかにされた（図１）。

図1　 紫外線照射あるいは紫外線照射表皮細胞の培養上清注射後の遅延型過敏反応の抑制
（A）とその処理マウスからの脾細胞移入による同抗原に対する遅延型過敏反応の抑制
　紫外線を照射後のマウスの表皮細胞の培養上清（A:UVsup）は、マウスのカンジダ抗原に対する遅延型過
敏反応は、紫外線をマウスに照射した （A:UV（15kJ/m2）） と同等に抑制し、その抑制反応はそれらマウスか
ら脾細胞を同系マウスへ移入することにより誘導可能（B:UV（15kJ/m2）,UVsup）。
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　それらのことから、少なくとも紫外線照

射をうけた角化細胞から産生される因子が

免疫反応の抑制を誘導していることが推測

される。角化細胞からは種々のサイトカイ

ンが産生され、それらが、複雑に関連し

あって、さまざまな免疫反応を司っている

ので、どのサイトカインがどの機能を担う

かを１対１で対応させることには限界があ

るが、角化細胞由来のサイトカインの機能

として①炎症性細胞の遊走の調節。②ラン

ゲルハンス細胞の機能・遊走の調節。③血

管内皮細胞の接着分子の発現の調節。④リ

ンパ球の機能・遊走の調節。⑤免疫抑制的

に機能するサイトカインの産生などが考え

られている。

4） 紫外線免疫抑制のクロモフォアは何か？

　角化細胞が産生し、細胞外に分泌するど

のサイトカインが紫外線による免疫抑制反

応に密接に関わるかについてはいくつかの

候補があり、そのひとつとして、IL-10が

挙げられる。そして、なぜ、紫外線によっ

て免疫反応が抑制されるかという機序につ

いては、紫外線によって生じる活性酸素に

よる膜の障害が重要であるとする説と、細

胞の核の障害が重要であるという説とがあ

る。

　前者については、抗酸化物質であるビタ

ミンC 、ルテインが紫外線による免疫反

応の抑制を減弱させるという報告がある。

後者については、①紫外線照射したマウス

に、紫外線DNA損傷であるピリミジンダ

イマーの修復酵素T4 endonuclease V 

（T4N5）を処理すると、紫外線による遅

延型過敏反応の抑制効果が阻止される。②

紫外線照射したマウス角化細胞にT4N5

を処理すると、照射角化細胞の培養液上清

の免疫抑制作用が失われること、角化細胞

の IL-10産生が抑制されるという報告

（後述）をあげることができる。

　角層という皮膚の最外層にウロカイン酸

という物質があるが、ウロカイン酸の紫外

線免疫抑制への関与も考えられている。紫

外線免疫抑制の作用波長はウロカイン酸が

トランス型からシス型に異性化する作用波

長と近似することから、DeFabo たちは

紫外線の皮膚 における光受容体は trans

型のウロカイン酸である事を示唆している。

しかし、一方でGibbs 達はin vivo での

ウロカイン酸の光異性化の作用波長は免疫

抑制の作用波長とかなり異なると述べてい

る。

5） DNA損傷と免疫抑制

　UVBを照射されたマウス表皮角化細胞

の培養上清には異種の抗原に対する免疫反

応を抑制する物質が含まれており、その抑

制効果は抗インターロイキン10（IL-10）
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中和抗体により阻止されることが分かって

いる。ところが、紫外線によって生じる

DNA損傷であるピリミジンダイマーを特

異的に修復する酵素、T4 Endonuclease 

V （T4N5） を紫外線照射後に処理した角

化細胞の培養上清をマウスに静注すると、

照射後の免疫反応の抑制はみられなくなる

（図2）。

さらに、図3に示すように、UVB 200 

J/m2照射24時間後の表皮細胞での

IL-10の発現は紫外線照射後T4N5を処

理した細胞では未処理細胞と比べて、明ら

かに減少する。以上のことにより紫外線に

よって生じるピリミジンダイマーが抑制性

のサイトカインである IL-10の分泌を促

進し、それが紫外線による免疫抑制の機序

のひとつとなることが示唆される。

６）太陽紫外線のヒト免疫機能への影響

　ヒトにおいて紫外線による免疫抑制と皮

膚ガンの関連を初めて示したのは

Yoshikawa たちである。ヒト殿部に

1,440J ／ m2の UVBを 4日連続照射

したのち、DNCBという化学物質に対す

るかぶれの反応をみたところ、健常成人の

40 ～ 45％において、紫外線による

CHSの成立が抑制された。一方、皮膚ガ

ンがあることが生検で確認された集団では、

その比率はより高く、92％で抑制がみら

図2　 表皮細胞培養上清の遅延型過敏反応
抑制作用に及ぼす修復酵素の影響

図3　 ピリミジンダイマー修復酵素の紫外線照射角化細胞における IL-10産生に及ぼす影響
紫外線を照射するとマウス表皮角化細胞から IL-10が産生されるが、紫外線照射後、ピリミジンダイマーの修
復酵素を処理すると、IL-10の産生が低下する。IL-10産生にピリミジンダイマーの存在が大きく関与してい
ることを示すデータである。
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れた。

　これらの事実からかぶれの反応が成立し

なかったヒトはマウスにおけるUVB-S に

相当し（Sは sensitive の略で、紫外線

によって免疫抑制のかかりやすい系統を指

す）、紫外線により免疫抑制反応がかかり

やすい遺伝的背景を持つと考えられ、

UVB-S の表現型を持つヒトでは、皮膚ガ

ン発症のリスクが高いようである。かぶれ

の反応の抑制は50％の黒人においてもみ

られたことから、メラニンは紫外線による

免疫反応抑制を防御しないと考えられる。

　Cooper et al. （1992）　たちもヒトに

おいて紫外線によって接触過敏反応が抑制

されることを示し、其の抑制はUVBのみ

ならず、UVAによってもみられることを

報告した。

　研究者により多少の差はあるが、中程度

の日焼けが生じた紫外線照射部位に感作原

を塗布すると、一部のヒトにおいて、塗物

した物質に対して免疫寛容（特定の物質に

免疫反応が生じないこと）が成立するよう

である。

　ヒトにおける感染症と紫外線による免疫

抑制の検討もされており、Taylor et al 

（1993） たちによると、強い口唇ヘルペ

スの罹患者の66％はUVB-S で、一般人

での　UVB-S の割合が40～ 45%であ

るのと比べ高い（前述の如く皮膚ガンでの

UVB-S の頻度は92％）。サンスクリーン

剤塗布によりスキーヤーの口唇ヘルペスの

発生を抑えるという報告もなされている。

　Boyle et al（1984） たちは免疫抑制

患者ではUVBによりパピローマウイルス

感染による疣贅の発症頻度が高くなると報

告している。ヒトにおいても紫外線がある

種の感染症を増悪させているかもしれない。

７） 日本人皮膚ガン患者における露光部皮

膚ガン発生と IL-10ハプロタイプの

関係

　上述した通り、紫外線による免疫抑制に

IL-10が深く関わっていることが多くの研

究者によって示されている。最近、IL-10 

ノックアウトマウス（IL-10の機能を破壊

したマウス）では、紫外線を照射しても皮

膚ガンが全く出来ないことが報告され、紫

外線発ガンの発生機序における IL-10の

重要性が確固たるものとなった。IL-10で

は転写開始部位の上流、プロモーター領域

の -1082、-819、-592の 部 位 で の

SNPによって形成されるハプロタイプは

IL-10発現の強弱の決定に深く関与してい

ることが知られている。ヒト皮膚ガン罹患

患者における IL-10プロモーター領域の

ハプロタイプの高発現型か低発現型かと皮

膚ガンの発生部位との関連性をみたところ、

露光部の皮膚ガン患者では有意に高／中発
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現型のハプロタイプの頻度が高かった。こ

のことから、マウスだけでなく、ヒトにお

いても紫外線発ガンの発生機序に　IL-10

の発現が深く関わっていることが示された

（表１）。

８）おわりに

　紫外線による免疫反応の抑制と言っても、

システムにより全く同じわけではなく、波

長、抗原の感作経路、抗原の種類によって

も異なることも考え得る。かなり分かって

きたようで、まだまだ分からないところも

多い分野ではあるが、紫外線を上手に使っ

てアレルギー反応を抑制することも可能で

あり、紫外線による免疫抑制の機序がより

一層明らかになることが望まれる。
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表1　 皮膚ガン（有棘細胞ガン、基底細胞ガン、光線角化症）の罹患部位とIL-10プロモー
ター領域ハプロタイプの関係

高／中間発現型 低発現型 総計
非露光部 13 （34%） 25 （66%） 38
露光部 36 （62%） 22 （38%） 58
総計 49（51%） 47 （49%） 96
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はじめに

　太陽紫外線は様々な皮膚障害（光線過敏

症、光老化、皮膚ガン、免疫抑制など）を

引き起こすことが知られています。従って

眼にも紫外線による影響が当然、起こりえ

ます。WHOによれば紫外線の曝露が原因

と考えられる眼疾患は、雪眼、翼状片、白

内障、眼瞼皮膚ガンの4つが挙げられて

います。雪眼は急性の角結膜の炎症であり、

眼瞼皮膚ガンは眼瞼周囲の皮膚に生じるガ

ンですので、本稿では長期にわたる太陽紫

外線の曝露に関連する眼の疾患として、白

内障、さらに白内障術後に起こる紫外線の

網膜への影響、翼状片について解説します。

光の眼に対する進入経路

　光が眼に当たれば、図1のように眼の

それぞれの組織を通って網膜の視細胞に
＊島根大学教授（眼科学）

太陽紫外線が及ぼす眼の疾患
大平明弘＊

要　旨：眼は光を感じる感覚器です。眼は紫外線、赤外線の光や強い可視光
に曝されると、眼の様々組織に障害が起こります。太陽光のような自然光に
は網膜に有害な光成分がありますが、これを防御する機構があり、角膜、水
晶体はその一翼を担っています。長期にわたる紫外線照射は角膜疾患、白内
障を誘発し、白内障術後の眼では短波長可視光や紫外線の影響が危惧されて
います。光障害を減じる有効な治療法が研究されています。

よって感受されます。光エネルギーは電気

エネルギーに変換され、網膜内のシナプス

を介して網膜神経節細胞の軸の集合体であ

る視神経から大脳皮質視覚領域へ視覚情報

図1　紫外線の透過特性
紫外線は眼の各組織を通過して、僅かな量が網膜へ達し
ます。それぞれの組織により透過率は異なります。網膜
に有害な自然光を、角膜、水晶体が盾となって吸収し、
網膜障害を減じています。それぞれの数値はこれらの論
文より算出した。
Human Lens （25 year old） : Waxler,  M., Hitchins, 
V. M., Optical Radiation and Visual Health, CRC 
Press, Boca Raton, Florida, 1986, p19, Figure 15.
Human Cornea （24 year old） : Lerman, S., Radiant 
Energy and the EYE, MacMillan, New York, 1980, 
p58, Figure 2-21.
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を伝え、物を認識します。光は眼の組織に

より透過率が異なるので、角膜、水晶体で

は紫外線の影響が大きいですが、網膜では

可視光の影響が大きくなるという特性があ

ります。

光と白内障

　水晶体は常に外界からの刺激に曝されて

います。水晶体の大きな役目として光を屈

折させ、網膜に結像させるレンズとしての

役割と、紫外線からの防御としての働きが

あります。

　紫外線は波長の短い方から紫外線C 

（100 ～ 280 nm）、紫外線B （280 ～

320 nm）、紫外線A （320～ 400 nm）

に分けられます。紫外線のうち、地表に到

達するのは290 nm以上です。ヒトの角

膜、水晶体は紫外線Aを吸収し、1 ～

2％のみが水晶体を通過して眼内へ到達す

ると言われています。紫外線Bはほぼ水

晶体で吸収されます。このように水晶体は

紫外線の大半を吸収しますが、僅かながら

の紫外線は300 nmで 0.1％、330 nm

で 0.5％、380 nmで 1％、400 nmで

3.5％が水晶体を通過して網膜へ到達しま

す（図1）。したがって角膜と水晶体は網

膜に対する紫外線フィルターとしての機能

を有します。

　長期にわたる紫外線曝露により水晶体は

劣化し、透明性は維持できなくなりますが、

これが加齢による白内障です。水晶体の主

要な構成成分であるαクリスタリンは分子

シャペロン（注1）として正常構造の維持に

作用します。長年の近紫外線曝露と、加齢

による活性酸素消去能の低下はαクリスタ

リンの抗酸化能の低下を招きます。αクリ

スタリンの凝集により、高分子量のαクリ

スタリンの出現と不溶化が白内障時に増加

します。水晶体は加齢により黄色変化を来

たします。これにはトリプトファン代謝産

物や誘導体が蓄積することにより蛍光物質

や黄色物質が増加し、紫外線フィルターを

形成します。これらの機能は網膜に対する

紫外線障害の盾になっている一方で、水晶

体自体は核硬化を来たし、自らは白内障に

なっている可能性があります。

白内障の混濁部位による分類

　白内障の混濁のタイプは皮質混濁、核混

濁、後嚢下混濁があり、これらが混合する

ことが多いです。白内障患者を対象にした

疫学調査の臨床の論文ではUVBとの相関

が多く報告されています。これに対し実験

的にはUVAの関与が指摘されています。
注1） 分子シャペロン：変性したタンパク質が凝集しないようフォールディングを助けているタンパク質が存在しま
す。これが分子シャペロン（molecular chaperone）です。フォールディング （folding） は、タンパク質が
特定の3次元構造に折りたたまれる現象をいう。
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Zigman, S.1） に よ れ ばUVAの 40 ～

50％は水晶体に到達して水晶体上皮細胞

の障害をきたすとの報告もあり、UVAと

白内障の関係について明らかにする必要が

あると思われます。日光の曝露と白内障の

関連についても曝露量が多いヒトほど、皮

質白内障になりやすいと言われています。

また日射量が多い地域では後嚢下白内障と

の関連が指摘されています。

水晶体に特有なクリスタリンについて

　水晶体はタンパク質に富む組織で、その

98％は水晶体に特有のクリスタリン（α、

β、γの3種類が存在）から構成されま

す。老化によって水晶体が濁るのは、これ

らのタンパク質が変性し、不溶化すること

が主な原因と考えられています。α - クリ

スタリンはシャペロン機能を有し、部分的

に変性したβ - およびγ - クリスタリンを

元の状態に戻します。一方、β - とγ - ク

リスタリンは水晶体の透明性の維持や光の

屈折率に関与しています。水晶体の機能や

透明性はこれら3種類のクリスタリンの

働きによって維持されています。

　水晶体は外界からの刺激、即ち、生涯を

通じて光の通り道になるため、クリスタリ

ンは長期にわたり紫外線による酸化障害に

曝され、その構造や機能に変化を来たしま

す。通常、変性したタンパク質は新陳代謝

によって新しい成分に置き換えられますが、

水晶体は生まれた時の細胞が水晶体嚢とい

うカプセルの中にパッケージされ、水晶体

の構成成分が外へ出ることはありません。

即ち、古くなった上皮細胞は内側に押しや

られ、タマネギ状の構造を示します。中心

部に押しやられた上皮細胞は細胞小器官で

ある核が消失し、タンパク質の塊となりま

す。この部分は臨床的に水晶体核と呼ばれ、

加齢とともに増大します。白内障になった

水晶体では変性したタンパク質は蓄積して

不溶性となり、濁りを生ずると考えられて

います。水晶体タンパク質の変性・不溶化

は、タンパク質分子同士の結合、タンパク

質分子と糖質分子の結合、タンパク質分子

の分解（開裂）、アミノ酸の異性化等の化

学変化で起こると考えられていますが詳し

いことは未だ分かっていません。

水晶体混濁に関わるカルシウムとカルパイ

ンについて

　老人性白内障や種々の白内障モデル動物

に共通する化学変化は水晶体タンパク質の

分解です。水晶体の混濁化の前に起こる分

子レベルでの変化を調べることが重要です。

ヒトや動物の水晶体では、混濁化に先立っ

て、水晶体のカルシウム濃度が著しく上昇

し、引き続いてカルシウムによって活性を

発現するタンパク質分解酵素のひとつであ
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るカルパインがクリスタリン類の分解を亢

進します。また、元々は可溶性であるβ -

クリスタリンがカルパインによる切断（分

解）で不溶性に変化します。またα - クリ

スタリンのシャペロン機能がカルパインに

よる切断で消失します。つまり、水晶体の

混濁化にはカルパインによるクリスタリン

類の分解が深く関わっています 2）。

 カルパイン阻害剤により水晶体混濁の抑

制作用を期待する報告もありますが、ヒト

を含む多くの種で、皮質白内障ではカルシ

ウムイオンのバランスの破綻が起こります。

カルパインによるタンパク質の分解は水晶

体のカルシウム濃度が上昇しなければ起こ

りませんので、カルパインの活性化を引き

起こすカルシウムの上昇機構を明らかにす

べきと指摘されています。これらの観点か

ら白内障を発症する水晶体では誘導型の一

酸化窒素合成酵素（iNOS）の発現が著し

く高まっていることが報告されました 3）。

　iNOSの阻害剤として知られるアミノグ

アニジン（AG）を用いて水晶体のカルシ

ウム濃度の上昇や混濁化に対する影響を調

べたところ、AGは水晶体のカルシウム濃

度の上昇を抑制することによってカルパイ

ンに依存したクリスタリンの分解を強く阻

害することが示されています。

ヒト黄斑部の特性

　ヒト網膜の中心部は視力に最も関係して

いる部位であり、黄褐色に見えるため、黄

斑部と呼ばれます。 さらに黄斑の中央部

は網膜が0.05mm程度と薄く、すり鉢状

に凹んでおり、中心窩と呼ばれます。中心

窩は、視力が最もよい部位です。細胞の視

細胞には杆体（桿体）と錐体があり、その

分布は異なります。 明るい場所で働き、

明所視（注2）を有する錐体は中心窩に多く

存在しており、その密度は中心窩から離れ

ると急速に減少します。一方、杆体は中心

窩を取り巻くように網膜周辺部に多く存在

し、暗い場所で働き、暗所視（注3）の機能

を発揮します。

加齢黄斑変性とは

　加齢性黄斑変性症は黄斑部の網膜色素上

皮および視細胞の機能障害を来たす進行性

の疾患です。黄斑が障害されると急激な視

力低下、変視症（注4）や中心暗点を訴える

ようになります。ものを見る中心が見えな

いため（中心暗点）、とても厄介な病気で

す。欧米では60歳以上の失明者のトッ

プを占めています。

　臨床的に、加齢性黄斑変性症の進行に先

立って、ドルーゼンと呼ばれる黄白色高輝
注2） 明所視：光量が充分にある状態で、色の判別ができる。錐体細胞が働く。
注3） 暗所視：光量が小さく、色の判別は出来ない。桿体細胞が機能する。
注4） 変視症：物が変形してみえるもので、黄斑に浮腫や網膜の表面に薄い膜が形成されると起こる。
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度の点状病変が網膜下に出現してきます。

この黄白色物質はリポフスチンで、

N-retinyledin-N-retinylthanolamin 

（A2E）という物質が構成成分として同定

されています。A2Eはリン脂質とロドプ

シンに含まれるレチノールの反応代謝物で

す。正常の網膜色素上皮細胞は視細胞外節

を常に貪食していますが、加齢によりその

貪食能は低下します。視細胞内の分解産物

の輸送低下によって、リポフスチンが網膜

色素上皮細胞内や網膜色素上皮細胞下に蓄

積したものがドルーゼンと呼ばれるもので

す。網膜への光曝露はリポフスチン生成を

増加させると考えられています。本症の危

険因子は加齢と喫煙が、統計学的に優位で

あることが示されています。その他の因子

として、ブロンドの髪の人は黒髪の人に比

べて発症しやすいので、人種差があると考

えられます 4）。また光曝露との関連が示さ

れています。

　個人の網膜への光照射量を生涯にわたっ

て検証することは容易でありません。日光

にどの程度、曝露されて来たか、光環境の

差から加齢黄斑変性の発生を推測するため

に日光と本症の関連について疫学的調査を

することは重要です。室外作業の人と室内

作業の人あるいはレジャーの好みなどによ

り、相対する2グループに分けて検討す

ると、強い光環境の下にあった者に初期黄

斑変性症が多く見られるという意見、関係

は少ないというものが混在します。光照射

が若いときに多いと、それが後々の発症誘

因となる可能性が指摘されています 4）。

光障害には蓄積効果があり、ある閾値を越

えれば発症するという考え方です。WHO

は子供の紫外線対策を提唱していますが、

それによると18歳未満の日焼けは後年、

皮膚ガンや白内障の発症のリスクを高める

といいます。子供では細胞分裂も激しく、

成長が盛んな時期であり、大人よりも環境

に対して敏感であると警告しています。

10代の時期に光対策をとることが重要と

考えられています。したがって、白内障ば

かりでなく、網膜疾患、特に光と関係する

と考えられている加齢黄斑変性や網膜色素

変性のような疾患では10代の頃に対策

をする必要性があるかもしれません。

黄斑色素の役割

　ヒトの場合、可視光線のうち、紫外線領

域に近い波長の短い500 nm以下の紫色、

青色光による網膜光障害が指摘されていま

す。光が収束する黄斑部にはルテイン、ゼ

アキサンチンに代表される黄斑色素が存在

します。これらの色素の大きな役目は光に

対するフィルター効果と、光照射によって

発生する一重項酸素のような活性酸素を消

去する作用です。長期にわたる光曝露は黄



424

特集／太陽紫外線のリスクを考える

環境と健康 22（2009）

斑の障害を引き起こすと考えられています。

光が加齢黄斑変性の引き金になる可能性は

否定できません。

黄斑色素量測定と網膜疾患

　ヒト生体眼で黄斑色素を非侵襲的に測定

できる機器は数種類ありますが、黄斑色素

量を他覚的に測定できる共鳴ラマン分光装

置はユタ大学のGellerman, W. により開

発されました 5）。これまでの研究で、黄斑

色素は加齢により減少するとともに加齢黄

斑変性、強度近視の程度が進行するほど低

下します。

　白内障術後に、水晶体という「光に対す

る盾」を失った場合、この黄斑色素がどの

ように変動するか興味のあるところです。

眼内レンズは以前と異なり、紫外線カット

のクリアーレンズと眼内レンズに黄色着色

したイエローレンズがあります。クリアー

レンズとイエローレンズの違いによって、

黄斑色素がどのように影響するかどうか調

べることは重要です。Obana et al の研

究では白内障術後の黄斑色素の変動と、青

色光の網膜に対する影響などが報告されて

います 6）。

ルテイン、ゼアキサンチンの服用

　網膜光障害の制御には抗酸化剤に始まる

多くの研究が行われ、アポトーシス（注5）

を制御するサイトカイン（注6）、神経栄養

因子などの研究、あるいは生体応答に基づ

く、内因性防御因子の誘導などの研究が行

われています。黄斑色素を構成するルテイ

ン、ゼアキサンチンは本症を予防する可能

性が期待される物質です。

　初期黄斑症では軟性ドルーゼンと黄斑の

色素異常が主な所見です。白内障術後では

これらの所見が早く進行するとの報告があ

ります。一方、白内障術後において加齢黄

斑変性の進行に関係することは少ないとい

う指摘もあります。Morris et al は疫学

的研究で、ルテイン、ゼアキサンチンの摂

取量の多い少ないにかかわらず、2つの

グループに軟性ドルーゼンと黄斑色素異常

の差はなかったと報告しました 7）。またル

テイン、ゼアキサンチンを多く摂取してい

ても初期の色素異常や中、大のソフトド

ルーゼンと無関係だったそうです。一方、
注5） アポトーシスは遺伝子レベルで調節された細胞死であり、アポトーシスのシグナル伝達機構が多くの生物で共
通して存在し、生体の内外の環境因子の変化にかかわらず生体の状態が一定に保つうえで、重要な細胞死であ
ることが分かってきた。ヒポクラテスは樹木の落葉をアポトーシス（apotosis, apo=離れる、  ptosis= 下
に）と表現したと記載されている。一般にアポトーシスの概念は1972年、Kerr らによって報告された。そ
れによると細胞の壊死とは異なる形態のあることが指摘された。しかしその歴史を遡ると19世紀後半から
20世紀初頭にかけての研究が、Kerr らの報告と良く一致している。

注6） サイトカインは極微量で細胞表面の特異的レセプターを介して生理活性を示すタンパク質因子の総称である。
サイトカインは標的細胞にレセプターを介して、細胞増殖と分化を制御するとともに、アポトーシスを制御す
る機能を有する。 
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最近、ルテイン、ゼアキサンチンの豊富な

食事を摂取している群では少ない群に比べ

て加齢黄斑変性の進行が抑制されると報告

されました。この結果は2001年の

AREDS（Age-Related Eye-Disease 

Study）の結果で示されたビタミン剤と

ミネラルの効果と一致しました。

　ヒトの体内ではルテイン、ゼアキサンチ

ンは合成されません。食事として摂取され

たルテインは血清濃度の上昇のあと、網膜

に蓄積されます。ルテインは黄斑よりも赤

道部から周辺網膜にかけて多く存在します。

代謝の過程でルテインからゼアキサンチン

に転換されます。喫煙、加齢、家族歴のあ

るヒトは、黄斑色素は低下しています 8）。

紫外線の網膜への影響

　紫外線照射はDNA損傷を来たし、遺伝

子の変異を起こします。一部はP53タン

パクのような物質が転写因子として働き、

損傷を受けたDNAの修復タンパクの活性

化を促進したり、DNAが修復不可能な障

害を受けた場合、アポトーシスを誘導しま

す。光は網膜に照射されると、さまざまな

生体応答を示し、過度の光照射は視細胞、

網膜色素上皮細胞の変性を招きアポトーシ

スを起こします。光はある閾値を越えれば、

不可逆性の変化に至ります。環境光の内、

紫外線の割合は低く、網膜に関しては可視

光の影響が大きいですが、白内障術後には

有水晶体眼に比べて、紫外線の網膜への影

響が懸念されています。

　現在広く行われている白内障手術では混

濁水晶体を除去するため、可視光域の短波

長光が網膜へ曝露される結果を招いている

可能性があります。混濁水晶体の除去後に

は通常、眼内レンズ移植術が行われていま

す。眼内レンズの多くは400 nm以下の

波長をカットしていますが、400 ～

450 nmの紫から青色光は網膜光障害の

波長特性として重要で、ブルーライトハ

ザードと指摘されています。この領域の光

をどの程度、カットするべきかが論じられ

ています。

　以前から加齢黄斑変性や網膜色素変性で

は白内障手術を行うと網膜病変が進行する

と言われていました。白内障術後に加齢黄

斑変性は進行し、眼内レンズ挿入眼のヒト

は有水晶体眼者に比べて加齢黄斑変性の危

険が3倍におよぶといいます。この原因

には紫外線よりも青色光の障害が影響して

いる可能性があります。サル眼を用いた実

験によれば、青色光による網膜光障害を算

出しますと、有水晶体眼に比べ、無水晶体

眼では約2.7 倍の危険度があることが知

られています。ヒトでも同じような障害が

網膜に、特に黄斑に障害が起こりえないか

という疑問があります。
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　クリアレンズに比べてイエローレンズは

青色から紫色の波長をカットし、網膜の黄

斑部に到達する青色光を軽減します。しか

し、50代の水晶体に比べて、青、紫領域

の光をカットできないため、白内障術後の

患者は日差しの強い場所ではサングラスの

着用を勧めています。実験的にはラットに

眼内レンズと同じ素材のゴーグルを装用し、

青色光照射を行うと、クリアーレンズに比

べて、イエローレンズでは網膜の萎縮、ア

ポトーシスが抑制されます。

青色光の必要性

　青色光による網膜光障害が指摘されてい

る一方で、青色光は光によるメラトニン抑

制作用、生物時計の位相変位作用、抗うつ

作用の中核波長などの重要な働きがありま

す。ヒト生物時計の調節には1,000～数

千ルクス程度の照度光が必要で、正確には、

800 ルクスの光でも青色光を含んでいな

ければ、夜間に増大する生理的なメラトニ

ン分泌を抑制できません。十分な青色光が

ないとメラトニン抑制も低下し、日々ずれ

込む生物時計位相のリセット能も不十分に

なります。「生物時計調節に必要な照度光

中の青色光量」と「網膜障害性を発揮する

青色光量」の間に安全域があると考えられ

ます。ヒト生物時計の調節には1,000～

数千ルクス程度の照度光が必要であり、そ

のような照度光に含まれる青色光にどの程

度網膜障害性があるか、検討する必要があ

るでしょう。

慢性の紫外線曝露と角結膜の変性疾患

　紫外線の長期に亘る曝露は翼状片の発症

と強い相関があります。翼状片は球結膜組

織が増殖して、角膜輪部を越えて角膜に侵

入し、時に角膜の瞳孔領に至り、視力障害

や乱視を起こす疾患です。比較的多い疾患

で、世界的には高頻度に発生する地域の地

図が作成されています。一般的にいえば、

地中海沿岸、熱帯、亜熱帯など紫外線の強

い地方、高温地帯に多いことが知られてい

ます。日本でも、九州地方、沖縄などは高

頻度発生地帯です。オーストラリア居住者

の翼状片の発症を紫外線照射の強い地域と

弱い地域で比べたところ、強い地域での発

症が多いことが分かりました。生後5年

以内を緯度30度以内で過ごしたヒトで

は緯度40度以遠で過ごしたヒトに比べ

て発症率が約40倍高いことは興味深い

ことです。屋外で過ごす時間の長いヒトで

は短いヒトに比べて、20倍発症しやすい

とも言われています。眼鏡、サングラス、

帽子の着用で翼状片の発症は抑制され、紫

外線の保護作用の重要性が示されました。

帽子はつばの長さが、7cm以上が有効と

されています。
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　温室効果ガスとして環境問題で注目されている炭酸ガスが毒性をもたらすと言うのです。アフ
リカではキャッサバというのは世界の5,000万人以上の貧民にとって基本食料品です。国連の
FDO（食料農業機構）もこれをアフリカなどで旱魃にも強い救世主として推奨しています。と
ころがこのキャッサバの葉や根は分解すると有毒な水酸化青酸塩になる糖質を含んでいます。現
地では粉にする前にこれを除くための処置をしているのです。この毒物は食べるとコンゾと人々
がよんでいる下肢の麻痺を起こします。オーストラリアのメルボルンにあるMonash 大学の
Ros Gleadowの研究によると、空気中の炭酸ガスが2倍になるとこのキャッサバの毒物も2
倍になるというのです。キャッサバは大変貴重な作物ですが、このままで大気中の炭酸ガスのレ
ベルが上がると大変なことになるので、至急にこの青酸塩を作らない変種を開発する必要がある、
というのが彼の主張です。 （Tom）

Upfront: Toxic greenhouse effect. New Scientist, 11 July, 2009, p.4.

温室効果ガスの毒性

Random Scope
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はじめに

　共生という言葉は今日、多様な意味概念をあわせ持って、政治、経済、文化を含めた

様々な分野で使われている。例えば、「20世紀は競争の世紀、21世紀は共生の世紀」

とか「自然と人間の共生」とか言われる。民主党政権で歴史が変ったと宣言する鳩山由紀

夫首相は、その論文「私の政治哲学」（Voice 9 月号）において、「他との共生の原理を

重視する友愛社会を目指そう」と主張している。身近なところで、京都大学のホームペー

ジを検索すると、共生人間学専攻、共生文明学専攻、共生社会環境論講座、人間機械共生

講座、相関動植共生学分野などなど「共生」を冠した研究室が、こんなに沢山あるのかと

驚かされる。さらに松本紘総長は、卒業式の送辞で「共生を重視する日本の和の発想を基

にした生存学」について述べている。参考のために、オバマ大統領の就任演説を読み返し

てみると、共生やそれに関連する言葉は一切登場せず、その基調は、苦難や試練に立ち向

かう個人の義務、勇気、自覚をうったえることで終始している。日本人が軟弱に成りつつ

あるのか、あるいは遅ればせながら友愛に目覚めたのかはよく分からないが、心地良い響

きを持った「共生」という言葉は、よく考えてみると何を意味しているのか分からない場

要　旨：生態学における共生概念には、広義の共生と狭義の共生がある。狭
義の意味での相利共生には、防衛、掃除、運搬、避難などの行動を媒介とす
る共生現象がある。共生関係の中には、環境や条件が変化すると、結びつき
が変化してしまうものや、共進化の結果、おたがいに強固に縛りあって離れ
難くなったものなどが報告されている。さらに微生物同士、微生物と動植物
との栄養共生や消化共生には巧妙な代謝調節が関わっており、生態的にも重
要な機能をはたしていることが知られている。ここでは社会性昆虫であるミ
ツバチの共生現象を含め、多様な生物の間で観られる共生の仕組みと進化に
ついて解説する。

テーマ：共に生きる

⑳共生の生態学について

清水　勇＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（環境生態学）
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合が多い。共生は本来、生態学の術語であると言われる1）。最近の生態学は生物多様性が

はやりで、共生は一昔前のテーマといえそうであるが、生態学の立場から、そもそも共生

とは何か、どのような研究がなされているのか、そこからいかなる概念が抽出されてくる

かを、もう一度、概観してみるのも今日的に意義あることであろう。

生態学での共生概念

　生態学でいう共生は、（1）異種の生物が関係をもって一緒に生活すること（広義の定

義）、あるいは（2）異種の生物が相手の存在により、お互いに生存・繁殖上の利益を得

る関係を指す（狭義の定義）とされている（日本生態学会編「生態学事典」）。一般的によ

く使われる共生は、この2番目の「共存共栄」を意味することが多い。共生は共棲とも

表される。これらは同義に使用されることもあるが、共生は、関係を中心に述べた場合が

多く、共棲は同所性を強調した場合が多い。生物の「すみわけ理論」を展開した今西錦司

は共棲を用いている。同種の間でみられる行動などは、それが相互に利益を生んだとして

も、生態学では共生とは言わない。共生は、あくまで異種間における相互作用に関わるも

のである。ルネ・デュボスによると、広義の意味での共生（symbiosis：独 symbiose）

という言葉を最初に使ったのは、アントン・ド・バリーであったという。ド・バリーは

19世紀後半に地衣類の研究を行っていたドイツの植物学者である。

　野外で多様な生物が、一緒に生活していることは、自明の理であるので、最初の（1）

の定義はあまり用のない事に思える。しかし、生物は複雑なネットワークを通じて直接、

間接の関係をもって結びついていることを忘れてはならない。たとえ話に「風が吹けば桶

屋がもうかる」とあるが、何段階ものステップを経て、ある種の存在が遠く離れた他種の

生存にかかわっていることがある。関係の内容は、その種にとって得になることや損にな

る事を含めて様々あるが、このような状態を表す概念として（1）の定義の共生が有用と

なる。それ故に、ここでいう「一緒」の空間的なスケールも、ミクロから地球規模（地球

共生系）まで自由に広げて考えてみることができる。これに対して（2）の共生は必ず直

接的な相互作用を通じて、２種の生物間で生ずる現象である。

　生態学は、一言でいうと「関係の科学」である。生物と環境、生物と生物との関係を研

究する学問である。いたる所で生物は、他の生物と複雑な利害得失の関係を持って生活し

ている。種間の相互作用を通じて得られる利得のパターンによって、生物の関係を分類す
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ると、相利（双利）共生（＋＋）－片利（偏利）共生（＋０）－中立（００）－競争

（±）－寄生（＋－）－捕食（－＋）という事になる。共生そのものは最初の二項である

が、生物世界の関係は固定したものではなく、条件や環境に応じて可塑的にそのモードを

転換する。即ち、こういった関係がバラバラと分離したものではなく、多分に連続したも

のであるという考え方にしたがって、以下それぞれについて解説を加えた。関係のダイナ

ミズムの中で、生物の共生を理解しなければならないからである。

相利共生のダイナミズム

　相利共生（mutualism）は、相手の存在により共に利益が上がり、それぞれ適応度が

増える状態である。これで我々の頭にすぐ浮かぶのは、アリとアリマキ（アブラムシ）の

関係である。アリマキはせっせと樹液を吸って糖分の濃縮された甘露を尾部から排出する。

アリはアリマキの用心棒として、捕食者のテントウムシ、クサカゲロウなどを追い払い、

その防衛共生の報酬として甘露をもらい受ける。

　「種の起原」（第8章本能）においてダーウィンも、共生現象としてアリとアリマキの

関係について述べている。アリがアリマキの出す甘い分泌液を摂取するのは、アリにとっ

て栄養獲得という点で利益があるだけでなく、アリマキにとっても、ネバネバしたやっか

いな排出物をすばやく取り除いてくれるといった点で都合が良いと記している。だれより

も観察力の優れていたはずのダーウィンが、アリ防衛の現象を見落としていたのは不思議

な気がするが、これが相利共生であるという事は認識していたのである。彼は「体の構造

の場合と同様に、それぞれの種の本能はその種の利益のためであって、他の種の利益のた

めだけにつくられているのではない」と述べている。すなわち、どんな生物も、他種の利

益の役にしか立たない純粋に利他的な行動をとることは決してなく、結局は自己の繁殖力

の増大に反映される利益が上がる限りにおいて、共生関係があると主張している。さらに、

ここでは共生関係が創られたり強化されたりする背景には、関与するそれぞれの種におけ

る変異と自然淘汰があったと暗喩しているのである。

　クロシジミチョウとクロオオアリの間にも、特異な相利共生関係がみられる。7月ご

ろクロシジミのメスはクロオオアリとアリマキのいる植物の茎に卵を産む。孵化した幼虫

は、アリマキに近づきその蜜を舐め、時にはアリマキを捕食して大きくなる。本来、クロ

オオアリはアリマキのボディーガードであるはずだが、この時、クロシジミの幼虫を追い
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払わず、5mmぐらいに成長したものを全て口に加えて巣に運び込む。不思議な事に、餌

にするのではなく巣の中で餌を与えて飼育するのである。クロシジミがアリの餌にされな

い理由は、これが腹の先端にある分泌腺から蜜を出して、彼らに与えるだけでなく、さら

に、このシジミチョウの幼虫は化学的な擬態をおこなっており、体表の炭化水素や脂肪酸

の組成をアリのそれに似せているものと推定されている（図1）。

　巣の中で越冬したクロシジミは、最終的に2cmぐらいの大きさに成長し、6月くらい

になると蛹になり10～ 14日で羽化する。羽化した蝶は大急ぎで巣の出口を抜けて脱

出し、地上に出て翅をのばし、飛び立っていく。クロシジミにとっては、外敵の心配のな

い地下シェルターにおいて、食事付きで幼虫期と蛹期を過ごす事ができるというメリット

がある。一方、アリにとっては、そのコストに比べるとシジミチョウが出す蜜の量は少な

いから、エネルギー収支の点だけでいうと、片利共生ということになるかもしれない。し

かし、シジミチョウが分泌するショ糖を含む甘露は、アリの活動性を高めたり持続させた

りする効果があるので、アリのコロニーにとっても利益があり、そのように考えると相利

共生といえそうである。クロシジミは、アリにとって巣内で自由に利用できるジュースの

自動販売機のようなものである。

　このような共生が起こる前、おそらくクロシジミは、ゴイシシジミがそうしているよう

に、その幼虫期を通じてアリマキの捕食者だったのではないかと思える。クロオオアリは、

最初はアリマキの防衛者として、これを追い払うか、餌として巣に持ち帰っていたのであ

ろう。そのうち蜜腺から甘露を出し、さらに上で述べたような化学的詐術を獲得したクロ

シジミが登場した。その共生進化の道筋をこのように想像してみることができる。

　同じシジミチョウの仲間のゴマシジミの幼虫は、ワラジのような形をしているが、クシ

図1　クロシジミとクロオオアリの共生関係
　クロシジミの幼虫が尾部の蜜線から出す甘露をクロオオアリが舐めている。　
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ケアリの巣に運ばれると、なんと、そこでアリの幼虫や蛹を捕食して育つという。お土産

をもってきた客が、エイリアンになってしまった例である。アリとシジミチョウの関係だ

けでも種の組み合わせで、共生・寄生・捕食への進化の帰結が、さまざまなバラエティー

を持っていることがわかる。

　相利共生の関係は固定したものではなく、環境や主体の状態によって変化し、正から負

に逆転する場合がある。例えばアリとツノゼミのエピソードがある。植物につく吸汁昆虫

のツノゼミの幼虫は栄養価の高い甘露を出して、アリをおびき寄せ、クモなどの外敵に対

するボディーガードにしている。しかし、植物の質が悪くなって甘露の味が低下すると、

ツノゼミはたちまちアリに捕食されるようになる。相利共生から捕食̶被食関係への転換

である。政治の世界だけでなく、「昨日の友は今日の敵」あるいはその逆といったことが、

自然界でも頻繁におこっている。アリとアリマキの関係を相利共生の代表例としてあげた

が、おそらく遠い昔、アリは捕食者として彼等を餌にしていたのが、そのうち餌にしない

で、家畜としてアリマキの出す甘露を利用するアリが、出現したに違いない。アリマキは

英語で antcowである。食うよりも飼うほうが、そのアリの適応度（繁殖率）が結果と

してよかったということである。

　サンゴ礁のように生物多様性の高いところでは、共生が成立する組み合わせの確率も高

く、様々な形態の相利共生が観られる。たとえばホンソラワケベラやオトヒメエビと大型

魚の掃除共生、クマノミやオドケウオとイソギンチャク類との避難共生、ヤドカリとイソ

ギンチャクとの運搬共生などである。さらに腔腸動物の造礁サンゴには褐虫藻が共生して

おり、これが光合成をおこなってサンゴ礁生態系の１次生産を支えていると言われている。

サンゴがさまざまな美しい色彩に富んでいるのは、それによって褐虫藻を紫外線などから

保護するためである。

　生物多様性が高いフィールドでは、種間で成立した共生関係により、種がその条件に特

化し、ついには種分化を起こし、さらにまた多様性が豊かになるという共進化のループが

存在するようである。多様性の宝庫と言われるボルネオ島の熱帯雨林でも、アリとマカラ

ンガ（トウダイグサ科の植物）とカイガラムシの3者共生をはじめ、様々な興味深い共

生現象が観察されている。

　植物と動物の重要な相互作用として、花粉伝搬を巡る送粉共生がある。送粉共生も立派

な相利共生である。約1億4千万年前（ジュラ紀）に出現した被子植物が、かくも地上
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で繁栄している理由は、効率良く繁殖を助けてくれるパートナーを見つけたからとされて

いる。送粉共生を通じた植物と動物の相互作用による、形態の共進化の様態は驚嘆すべき

ものがあって、これに関する有名なエピソードは、ダーウィンが見つけたマダガスカルの

ランの一種Angraecum sesquipedale に関するものである。このランは30cmに及

ぶ長くて細い距
キョ

を花冠の後ろに伸ばしている。この奇妙な形態をみてダーウィンは、きっ

と同じぐらい長い口吻を持つ蛾が蜜を吸いにきて花粉を運ぶのだと考えた（1862）。そ

して、その約40年後に、このランを訪花するスズメガの一種Xanthopan morgani 

predicta が発見されて、彼の予言が確かめられた。それは確かに、ランの距
キョ

と同じ長さ

の口吻を備えていたのである。このランとガのように、お互いに引っ張り合って進化を一

方向に進めるやり方は、「ランナウエイ仮説」（暴走仮説）で説明されている。彼等は、そ

れぞれ特殊な形態に共進化したために、いまや相手なしには生きてはいけない進化の袋小

路に入りこんでしまっている。宮内庁御用達の古いお菓子屋さんみたいなもので、なかな

かつぶれないが、発展性がほとんどなくなっている。

片利共生とその他の生物間相互作用

　片利共生は当事者の一方のみに利益があって、他方には得も損もない関係をいう。この

例としては、ダーウィンの時代から知られているカクレウオとナマコの関係がある。カク

レウオは、ナマコなどの排泄腔内に住む魚で、肛門から出入りして外敵から身を守る安全

な隠れ家に使っている。昼はナマコの中にひそみ、夜になるとエサをとるために外へ出て

くる。これは宿主であるナマコには利益も損失もない片利共生とされているが、もしカク

レウオがナマコの体内の寄生虫を駆除しておれば相利共生となり、内臓の一部をかじった

りしておれば寄生ということになる。実際、内臓をかじるカクレウオの一種が報告されて

いる。サメやマンタにぴったりはりついて外敵からのがれるコバンザメも、片利共生と言

われている。しかし宿主が、コバンザメを運ぶコストを考えると、寄生となり、もしそれ

が宿主の体表の寄生虫を食べていたりすると相利共生という事になる。条件でモードが変

化する、あいまいな関係である。

　中立というのは、生物学ではあまり聞き慣れない言葉であろうが、両者ともになんら影

響を及ぼさない状態をいう。同所的に共存する生物間では間接的影響を含めて、たいてい

何らかの関係があるので、全く中立という例をあげる方がむつかしい。あえて言うと、サ
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バンナの水飲み場に集まった動物達は、その瞬間は中立的状態といえよう。3番目の競

争関係は、相手と資源やニッチを奪い合う事であり、競争原理こそがダーウニズムの真髄

である。競争は種間でも種内でも頻繁におこる関係である。競争と共生は対立概念のよう

に思われるが、競争に勝ち抜く為に共生に逃げ込む種もいる。競争相手とは共生は原理的

に不可能で、生き物はあるものとは競争しながら、組める仲間とは共生を行なって生活し

ている。

　寄生はいうまでもなく、相手の身体に入り込み、あるいは表面に取り付いて、一方的に

その資源を簒
サン

奪
ダツ

し弱らせる状態である。寄生された宿主は死亡率を高め繁殖率を低下する

ので、多大な犠牲を払う。ほとんどの生物は大抵、やっかいな寄生者を持っていて、その

進化の歴史は、これとの闘争の明け暮れだったといっていい。寄生についても、最初は収

奪者、殺戮者であったろうものが、いつの間にか共存路線に転換し、共生者に進化したと

思える例がある2）。

　最後の食う（捕食）̶食われる（被捕食）の関係は生態学の従来のメインテーマで、こ

れが植物連鎖や食物網といった生態系の基本構造を形成する。食われる者は個体も遺伝子

も、その瞬間に消滅してしまう訳だから、利潤を得る共生とは、まったく相反する現象で

あるが、種の個体群全体からみると、一部の個体が捕食されることで、全滅をまぬがれて

いるとも考えらえる。例えば、捕食者のキツネがウサギを餌として適当に間引いているの

で、ウサギはその場の資源に応じた個体数を、いつまでも維持できていると考えると、こ

れも広義な共生の一形態といえる。捕食者がいなくなると、ウサギの数は幾何級数的に増

加し、資源の草を再生する間もなく食べ尽くし、過剰密度による疫病の蔓延によって全滅

してしまう可能性が高い。いわば「食われる」ことによって「生かされている」のである。

資源のことを考えてダイエットする「分別のある」ウサギが突然変異で生まれてきても、

今いる「どん欲なウサギ」にすぐに淘汰され消えてしまう。

　敷
フ

衍
エン

していうと、地球上の生物はお互いに直接、間接に結びついており、その個体数は

動的平衡を保ちながら生存しているが、得になる作用だけでなく、損になる作用を含めた

効果のおかげで、「それがそこにいる」ということになる。哲学者の安部浩氏は、日本人

にはもともと今自己が存在する事を根拠に、ひたすら自然を「善きもの」として捉える縁

起の原理に基づいた仏教的「共生」観というのがあると言う。そして、これが日本の環境

保護運動を低調にしている原因の一つであると説いている3）。
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微生物共生の仕組み

　眼に見えない微生物の世界でも、巧妙な相利共生の仕組みが存在する。身の周りの石垣

や木の幹などで眼にするサルオガセやウメノキゴケなどの地衣類もそうである。これは古

い細胞外共生体で、藻類と菌類（主に子嚢菌類）からできている。菌類は菌糸を作り、体

積的にはこれが大部分をしめる。藻類は緑藻の場合と藍藻の場合があるが、これが光合成

産物を宿主の菌類に渡す。一方、菌類は尿素を分解して炭酸ガスを藻に供給する。地衣類

では、藻の光合成作用と菌の代謝生産物が相補って共役し、全体に効率よい増殖が可能に

なるのである。藻と菌を単離して栄養リッチな培養条件で、単独にそだてることは出来な

いが、栄養的に貧弱な培地で二つを同時に培養すると連合共生が起こり、合体した地衣類

が発育してくる。

　窒素固定する根粒菌とマメ科植物の共生関係もよく研究されている4）。根粒菌は運動性

の高い棒状のグラム陰性菌であるが、これが植物の根毛の先端に感染すると、そこから感

染糸と呼ばれる筒状の構造が根の内部に向かってのばされる。これを基に、こぶのような

根粒が形成され、根粒菌は細胞のなかに放出されて細胞内共生が始まる。このとき菌は自

由生活の時とは形態も性質も違うバクテロイドという物になっている。これは大気中の窒

素を還元し、ATPを使ってアンモニアとして固定するニトロゲナーゼという酵素をさか

んに合成する。ニトロゲナーゼは酸素に弱いので、宿主の植物は酸素を運搬するレグヘモ

グロビンを細胞内で合成し、この酵素を保護する。要するに代謝分業を行って窒素固定し

たアンモニアから、アミノ酸や蛋白質、核酸の原料を補給する共生システムを作っている。

　シロアリの生物学でも、微生物の関与する興味深い消化共生の関係が知られている。多

くのシロアリは自分自身では摂取した食物の全部を分解できず、消化管に棲む原生動物か、

バクテリアの助けを借りている。これらの微生物はシロアリの消化管という安定な環境で、

たえず栄養物の補給を受けながら生活できるというメリットがあるので、相利共生が成り

立っている。共生鞭毛虫の一種は、自ら作る酵素セルラーゼでセルロースを分解し、代謝

産物の酢酸を宿主のシロアリに炭素源として供給する。

　オーストラリアにすむムカシシロアリMastotermes darwinensis の消化管内には、

Mixotricha paradoxa という奇妙な鞭毛虫が住みついている（図2）。その表面には、

一見すると繊毛のように見えるスピロヘーターがたくさん共生していて、同調しながら波

を打つようにして運動する2）。マリカ・ウェンチェルら（2003）によると複数種のスピ
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ロヘーターが存在するという。4本の鞭毛は運動の方向を決める舵のように働くようで

ある。さらに表面の内側には、何故か桿菌が存在する。ここではシロアリ、鞭毛虫、スピ

ロヘーターと桿菌という、不思議な4重共生が成り立っていることになる。

　シロアリといえば、熱帯のキノコシロアリもまた特異な共生の形態を示す。彼等は持ち

帰った落ち葉などの植物質を巣の中に貯蔵し、それを加工して菌床を作り、そこにシロア

リタケという担子菌類を栽培する。キノコシロアリはそれらのキノコの菌糸を食べて栄養

にする、一種の家庭菜園を行っているのである。

マーグリスの細胞内共生説

　微生物共生の話題が出たので、ここでリン・マーグリスの細胞内共生説にふれなければ

ならないだろう。マーグリスは、異なるタイプの細胞が順次細胞内共生を行うことによっ

て、現在の真核細胞ができたという連続細胞内共生説を唱えた5）。彼女によると、古細菌

に、まず好気性のバクテリアが入り込んでミトコンドリアの祖先となり、それと相前後し

てスピロヘーター様の細菌が共生し波動毛の祖先となることによって、真核細胞の基本が

図2　シロアリの消化管に生息する鞭毛虫（Mixotricha paradoxa）の
模式図（石川 2）を改写して描く）

　M. paradoxa の表面には、種類の違う無数のスピロヘーターS1、S2が突き刺さるようにして
共生している。Bはバクテリア（桿菌）を Fは鞭毛を表す。
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できたという。さらに、藍藻の祖先が細胞内に共生することにより葉緑体の起源となり、

それが進化して高等植物の細胞を生じたと考える。マーグリスは、スピロヘーターの共生

が、真核生物細胞のもつ最も基本的なメカニズムである「有糸分裂」の起源となり、さら

には減数分裂、とりもなおさず真核生物の「性」の起源となったと主張している。

　共生の契機になったのは、微生物間の「食う食われる」という関係であったとマーグリ

スは言う。大型の嫌気性古細菌に食われたATP合成能力のある好気性のバクテリアと光

合成できる藍藻が、消化されず残って、連続して共生進化したものが、現在のミトコンド

リアと葉緑体を持つ真核細胞の起源だと言うのである。細胞という工場の敷地内に自己増

殖する自家発電所と農園を設計し、代謝の産業革命がおこったというわけである。最近に

なって、UCLAのジャーメス・レークは、放線細菌とクロストリジウムといった原核生

物間のレベルでも細胞内共生が起こり、二重膜を持つグラム陰性の原核生物が生じ、これ

にマーグリスの共生が起こって真核生物が出現したという仮説を発表している6）。

　マーグリスが最初、この説を出した頃には、信ずる人はほとんどいなかったが、今では、

ミトコンドリアと葉緑体の共生説に関しては、大部分の生物学者が認めている。以前から、

マーグリスの共生説に似た説は提出されていたが、彼女が抜きん出ていたのは、ミトコン

ドリアや葉緑体などのオルガネラの遺伝子の少なさを、遺伝子伝搬というダイナミックな

解釈で説明したことである。最初に取り込まれた共生バクテリアの遺伝子が、宿主の核遺

伝子に次第に受け渡されていって、現在のような短いサークル状の遺伝子になって残って

いると考えている。その後、爆発的に発展した分子生物学が、それをサポートしてくれた

ことも彼女にとって幸運であった。

　1938年シカゴ生まれのリン・マーグリスは有名な宇宙天文学者のカール・セーガン

の最初の奥さんである。シカゴ大学の学部時代に学生結婚をしたが、天才同士の「共生」

はむずかしかったようで、二人の子供をもうけた後に離婚している。その後、リンはニッ

ク・マーグリスと再婚。カールも若くて美しいアン・ドルーヤンと再婚し、『はるかな記

憶̶人間に刻まれた進化の歩み』（朝日文庫1997年）という、いささか長い退屈な本

を二人で上梓したが、1996年に病気で他界。リン・マーグリスはいまでも元気に活躍

している。
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ミツバチと共生

　筆者は自宅の庭で研究用にニホンミツバチのコロニーを飼育している（トーストに付け

る蜂蜜を取るのにもたまに利用する）。彼等はなかなか気まぐれな連中で、機嫌を損ねる

とすぐ逃去してしまう。このハチの巣には、よくハチノスツヅリガという蛾の幼虫が居つ

くことがある。養蜂家はこれをスムシと呼んで嫌がる。どういう代謝系を備えているのか、

スムシは巣盤のワックスを餌にして育つ。ハチのコロニーが強勢な時、彼等はおとなしく

巣箱の底のゴミをあさって暮らしている。すなわち状態としては掃除共生である。ところ

が、コロニーの調子が悪くなってハチの勢いが衰えると、スムシはたちまち上の巣盤に這

い上がってきて、これをボロボロに食い荒らすとんでもない寄生者に変身する。ミツバチ

は大抵、巣を放棄して別の場所に逃げ出してしまう。主人が病気で寝込んだら、離れに住

んでいた居候が母屋に入り込んできて乱暴狼藉を始めるようなものである。こういった関

係の転換は、コロニー間でも観られ、あるミツバチのコロニーが弱化すると近傍の強勢な

コロニーのハチが巣に侵入して盗蜜を行う。

　ミツバチは、いうまでもなく野外における重要な送粉昆虫である。その働き蜂はシュン

ランやシランなどのラン科植物を訪花して、背中にその花粉塊を付けて巣箱に帰ってくる。

シンビジュームの一種で園芸種のキンリョウヘン（金稜辺）の花もニホンミツバチを誘引

はするが、蜜を作らない「だまし作戦」をとっている。ハチは花弁の奥に頭を突っ込むが、

期待を裏切られて頭を引き抜く際に、花粉塊が背中につく（図3）。このハチが別のキン

図3　キンリョウヘン（金稜辺）に訪花したニホンミバチ
　キンリョウヘンは江戸時代後期に中国から日本に渡来したシンビジュームの一種である。中国では
蜜蜂蘭と呼ばれている。ここではキンリョウヘンに訪花したニホンミツバチが、背中にこの花の花粉
をのせている。
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リョウヘンの花を訪れると受粉が成立する。このケースでは、ランにのみ利益があって、

ハチには何のメリットもない片利共生である。このようにランの中には美しい花で着飾っ

て虫を引きつけ、ケチをして蜜を与えない「だまし作戦」をとるものが多くいる。ラン科

植物は被子植物の中で最も後で地球に現れたものである。良好なニッチ（住み場所）は、

すでに他の植物に占められているので、残された苛酷な環境に適応して、さまざまな知恵

でハンディを克服しようしている。こういったランの特性が多様性を生み、そして人間が

それを楽しむために園芸植物として利用している。

おわりに

　生物世界の共生関係には、安定して強固に結び合っている場合と、条件によって契約が

随時解除される場合など様々であることがわかる。安定したものは古い歴史を持ち、不安

定なものは新しいものだと、考えがちだが、単純にそうとも言えない。共生を取り巻く環

境と適応度に反映される利得の多寡で、関係が決定されると最近の生態学は考える。共生

は、生物同士が肝胆相照らし、心意気に感ずる「友愛」などによって結びつけられた美し

いものでは決してなく、結局は種それぞれが、ある条件で自分の利得を最適化して、繁殖

適応度を高めるためのドライで日和見的手段なのである。

　石川統氏はその名著「共生と寄生」において、共生は激しい試合を戦い抜いて、ヘトヘ

トになったボクサーが倒れないように、お互いによりかかって立っているような状態であ

ると述べている2）。共生の成立には捕食や寄生などの、厳しいバトルを通じて進化した

ケースが多いので、主体の自立性が弱まったとたん、パートナーはたちまちその歯をむき

出す事が多い。日和見感染として知られる病理学的症状などが、まさにその例であろう。

どのような条件で、生物が共生条約を結び、あるいはまたそれを破棄したり裏切ったりす

るのかについては「ゲームの理論」にもとづいたお話があるので、興味のある方はそれを

参照していただきたい1）。

　人間社会における「共生」も、所詮は利得の多寡の計算づくで、成立している場合が多

い。こういった事は、国家間の合従連衡（欧州連合）、資本の合併統合（Microsoft と

Yahoo の提携）、政治世界の人事（民主党と社民党の連合）といったものだけでなく、

我々のささやかな生活の中にもよくみられる。こう考えると、人も他の生物も、あまり変

わらないように見える。ヒトも生物進化のルールにのっとり、現在かくあるわけだから、
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当然の事かもしれない。しかし、我々は、人間が必ずしも利得や自分の子孫の繁栄だけを

目的に「共生」関係を結ぶとは限らない事を知っている。「風は蕭蕭として易水寒く、壮

士ひとたび去ってまた還らず」（司馬遷「史記」）という。利得どころか死の可能性を含む

自己犠牲的な「共生」行動を行うのである。このことは、人が他の動物とことなる特異性

の一つではなかろうかと思う。

（本稿は、2009年 4月25日（土）第26回「いのちの科学」例会での話題提供の内

容に基づいて原稿をまとめたものである）
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　風邪薬としてよく知られているバッファリン（アスピリン）は、心筋梗塞などの心臓疾患の予
後には、血栓の形成を阻害する抗血液凝固剤として常用されている。しかしその適量には個人差
があり、2007年にこの薬剤に対する感受性の原因遺伝子が同定された。この遺伝子変異を持
つ患者での症状は多様であり、通常適量とされている薬剤投与でも、致命的な内出血を惹き起こ
す場合もあれば無効の場合もあった。そこでバッファリンに代わる抗血液凝固剤も開発されてい
るが、既に米国食品医薬保険機構（FDA）は薬剤投与に先立つ遺伝子レベルの検査を勧めてい
る。最近、心血栓のリスクを高める2種の遺伝子変異が同定された。ガン疾患の場合と同様、
心臓疾患に関する遺伝子レベルの研究が進展すれば、個人別医療としてその予防と治療に貢献す
るものと思われるが、その実用化への道は未だ遠いようである。 （Yan）

Special Report: Cardiovascular disease gets personal. Nature 460, 940-941 
(2009)

心臓疾患に必須の抗血液凝固剤も遺伝体質次第

Random Scope
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環境用水とは

　今回の報告では、一般に環境用水という言葉が氾濫していますので、まず用語の概念を

整理した後、環境用水の実態について触れます。続いて、水資源や水環境に関する政策の

動向を概観し、これを受けて水研究において、環境用水をどう捉えていくか、どういう研

究課題があるのかをお話していきます。

　まず、環境用水をめぐる用語と定義です。水研究分野の文献には、環境用水とか、環境

水とか、環境流量とか、また少しニュアンスが違いますが、地域用水という言葉もありま

す。環境用水は、通常、Environmental Water という英語をつけていますが、逆に英語

文献でEnvironmental Water と表現されたものを日本語では環境水と訳している場合

があります。これは、自然保護関係の分野で使われているケースです。

　Environmental Flow あるいは E-fl owは、環境流量という表現を使っています。確実

に、このように定着しているというわけではありませんが、だいたいこういったところで

す。なぜこうした似たような言葉があるのかといいますと、じつは環境をどう捉えるかと

いうことと関わりがあります。環境を自然環境と見るか、生活環境と見るかという点が関

係しています。

　自然環境の中には、水質とか、自然生態系とか、生物多様性とかが入っています。生活

要　旨：環境用水という言葉は以前から用いられてきたが、その意味内容に
ついては研究分野や行政部門の差異によってさまざまに規定されてきた。
2006年 3月に環境用水の制度化に向かう端緒が切り開かれたことによっ
て、環境用水への関心は高まりつつある。本報告では、環境用水をはじめ類
似の用語に関する概念を整理し、環境用水の現実的な機能や政策の展開にふ
れつつ、研究上の課題について述べた。

環境用水をめぐる諸問題
－その可能性を中心に－

秋山道雄＊

JCSDプロジェクトシリーズ
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環境の中には、親水、景観、アメニティあるいは環境学習、環境教育とかが入ってきます。

これらのうちのいずれかを指すか、あるいは両者を統合して指すかという差異が環境とい

う言葉の背景にあります。環境用水といった場合、自然環境と生活環境を統合した意味で

使うことが多いというのが現状です。

　それに対して環境水とか環境流量という場合、意味内容が自然環境に特化していて、し

かも水質を指すというよりは、むしろ自然生態系とか生物多様性を指して使うことが多い。

　それから環境用水、環境水という言葉がでてきますが、Environmental Water を環境

水と訳すと、すっといくこともありますが、通常、日本語で農業用水とか、工業用水とか、

生活用水という言葉は、Agricultural Water とか、Industrial Water とか、Domestic 

Water と訳して使っています。その流れで環境用水もEnvironmental Water とすれば

よいと思うのですが、環境水や環境用水という用語がでてくる背景には用水という言葉を

めぐる歴史的な背景が存在しています。

　日本では、農業用水について、農家の方は昔から用水という言葉を使ってきました。そ

れに対して、第二次大戦後、用水という言葉をめぐって経済学的な概念規定が付与されま

す。雨が降って、自然に流下している水を自然水とよぶのに対して、人間が何らかの操作

を加えて使えるようにする水を用水といいます。ここでは、自然水と用水を使い分けるの

です。雨が降って、河川に流出しているのは自然水ですが、上流のダムにストックされ、

ダム管理者が一定の判断で流す水は用水になる。これらの区別がなされないまま、両者を

混同している場合が少なくありません。環境水と環境用水という言葉が並存する背後に、

用水概念をめぐる歴史的な経緯があることは留意しておく必要があるでしょう。

　最後に地域用水は、旧農林省、現在の農林水産省が主として用いている用語です。かつ

ては建設省が環境用水という言葉を使っているのに対して、農水省は地域用水という言葉

を用いていました。両者ともに相互不可侵のような形で相手の省の使っている言葉は、双

方で使わないようにしていた。農水省が使っている地域用水という用語の意味は、灌漑目

的で流す水を灌漑用水とよび、非灌漑期に灌漑目的以外で流す水を地域用水とよんでいた

ものです。かつて農業用水路を流れる水は洗い物をするとか、防火用水として使うとか、

家畜等に水浴びをさせるとかに使っていました。そういう多様な地域生活に関わる用い方

をする用水を地域用水と呼び、灌漑用水と区別していました。その中に環境用水という言

葉があり、動植物の生息に必要な水という意味で農水省では地域用水に含まれる水と位置
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づけていました。

　それに対して、建設省はもう少し広い意味で使っていました。双方の省の文書には、そ

れぞれの定義に基づいて記述されています。ですから、研究者が研究でこの用語を使う場

合には、自分はこういう意味で使うと定義して用いる必要があります。両省の文献に言及

する時は、それぞれの省が規定しているような使い方を自分の文脈の中に入れながら使っ

ていくことが必要でしょう。このように、環境用水をめぐる言葉には多様な意味がありま

すが、ここでは自然環境と生活環境とを統合した意味で使いたいと思います。

環境用水の実態

　次に実態に入ります。制度化された環境用水と書きましたが、ちょうど3年前の

2006年の3月20日付けで国土交通省河川局が策定した「地域の水環境の改善を目指

した『まちの清流』の再生」において、環境用水の制度化を規定しています。この内容は、

国土交通省のウェブサイトに出ています。「地域の水環境の改善を目指した『まちの清流』

の再生」というタイトルで環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準を策定し、国交省か

ら環境用水としての水利使用許可の条件が初めて出てきました。

　ここで国交省は、環境用水とは、水質、親水空間、修景等生活環境または自然環境の維

持、改善等を図ることを目的とした用水と定義しています。国交省は、生活環境と自然環

境を統合する意味で使うと明記しています。あわせて、ここでいう制度化された環境用水

は、河川管理者以外のものが河川の流水を使用して通水しようとする場合に必要となる河

川法上の水利使用許可の取扱いとなります。具体的には、河川以外の水路等に対する扱い

です。つまり、現行の河川法で法定河川として国土交通大臣が管理する1級河川と都道

府県知事が管理する2級河川、それから市町村が管理する準用河川があり、これら以外

の水路、農業用水路とか、都市水路とか、河川に指定されていない水路へ導水する場合の

水利使用許可を環境用水という。これが国交省の規定です。このような水路はたくさんあ

ります。国交省や都道府県の法定河川に指定されているところで、環境用水的な機能を

もった水を流すのは、ここでは環境用水といっていないのです。ここが一つのポイントで

す。

　本来、国交省はそういうのは河川事業の中で措置をするといっており、環境用水と表現

していません。河川法の対象にならない水路に導水するものに対して環境用水というわけ
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で、制度化された環境用水の一つの特徴になっています。あわせて、国土交通省河川局の

サイトと併行して、河川局の水政課長と河川環境課長の連名で通達がでています。環境用

水に係る水利使用許可の取扱いについて、かなり細かい説明がでています。

　ここで、関係するものだけを取りあげると、環境用水の許可を受けるにあたって、申請

主体は、原則として地方公共団体、市町村長としていますが、それとあわせて地域のまち

づくり計画等に位置づけられ、事業の実行の確実性が確認されれば、NPO等も申請可能

になります。だから、NPOが申請する時は、まちづくりの計画を作り、実行までのプロ

セスが成熟している場合に、NPOが申請主体になれます。

　水源については、通常、安定的な取水が基本ですが、社会実験として豊水を水源とする

ことも可能ということで、安定水利権がベースになるけれども豊水水利権もあり得るとい

うメッセージがでています。取水予定量については、取水される河川における環境のため

に必要な水量とのバランスを考慮するのがなかなか難しい。具体的には個々の河川、水路

によって違うので、ケースバイケースで判断することになります。ですから制度化された

環境用水の実態をいろいろ調査し、これがどういう背景や基準で設定されたのかを調べて

いく必要があります。

環境用水研究会の立ち上げ

　環境用水の制度化に関する動きがでてきたので、これを機会に2006年 9月に環境用

水研究会を立ち上げ、今日まで続けています。その目的の一つは、環境用水をめぐる理論、

実証および政策に関する研究をすることであり、もう一つは、国交省の通達がでて、制度

化第1号の事例が仙台の六郷堀・七郷掘ででました。東日本で第1号が出てしまったの

で、ぜひ関西で第1号の環境用水を成立させようということになり、関係の人々と話を

して研究会を立ち上げました。

　関西で環境用水の水利権を取得できるのはどこがあるだろうかと考えました。ひとつは、

滋賀県守山市の野洲川下流左岸の赤野井湾流域です。ここは、NPO法人「びわこ豊穣の

郷」が積極的な活動をしています。NPO活動と水環境保全活動とが一体として展開して

いるので、有力な候補になり得るのです。

　次は、淀川左岸の寝屋川あたりです。ここは、摂南大学に澤井先生（専門は河川工学）

がおられ、学生、住民および行政も巻き込んだ水辺再生の活動をずっとされている。この



445

ため、淀川左岸も環境用水の水利権を取得する有力な候補になり得るということで、研究

会に関わって頂いています。

　もうひとつは、堺市の大仙陵（仁徳天皇陵）の堀です。この堀の水は淀んでいますが、

堺市の河川水路課が、農業目的につくられた溜池の水や工業用水道の水を導水して修景用

に流している。その水をまた水路に落とし、堺港沿岸の停滞した内川や土居川に流してい

ます。ここに関わっていた大阪府立大学の旧農学部、現在の生命環境科学部の堀野さんに

も関わって頂いています。

　関西では、守山、淀川左岸、堺あたりが環境用水の水利権を取得する有力候補ではない

かということです。その実践を研究活動の二つ目の目的にしています。

仙台の事例

　研究活動の一環として、2007年 11月に環境用水水利権第1号を取得した仙台へヒ

アリングを兼ねて現地視察に行きました。ウェブサイトで見る限り、六郷堀・七郷堀に非

灌漑期には水が流れない、水利権がないため、水路の復活とか、景観の回復とか、生活排

水の悪臭対策とかの目的で、地元の住民から非灌漑期に水を流して欲しいという要望が

あったということです。そうした要望をベースに協議し、水利権を許可したと紹介されて

います。このサイトを見ますと、城下町の堀を増水するということも一つのサンプルとし

てでています。青葉山城の城下町仙台には広瀬川の清流条例があるので、最初、これが関

係するとのイメージも持っていたのですが、現地調査をするとウェブサイトで見たイメー

ジとは違っていたということがわかりました。

　仙台市若林区には広瀬川が流れています。そこを水源としてこの地区の農業水利を管理

していた仙台東土地改良区が、今回の環境用水の主体になっています。ここは仙台市が水

利権を持っていて、土地改良区は水利権を持っていないというめずらしいところです。そ

ういうことも、仙台市と土地改良区とが連携して第1号の環境用水を流すきっかけに

なったのかなと思うわけです。

　第1号の対象地域は仙台の市街地を流れていますが、城のある市街地よりもむしろ

アーバンスプロールが進んでいるところを流れています。しかも、ここは戦前に作られた

合流式の下水道が稼動しているので、雨が降ると合流式の下水道から溢れた水が水路に流

れ出て、悪臭が激しいのです。水田が卓越しているときは、住んでいる人が少ないので問
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題がなかったようですが、だんだん家が建て込んできますと、雨が降った後、合流式の下

水道から溢れた排水による悪臭の被害をこうむる人が増えてきました。このため地元の住

民から対策を求める声がでてきました。地元の住民からそういう声がでても、水路を管理

している土地改良区としては非灌漑期に水利権がないので、いかんともしがたいところが

ありました。そこで、仙台東土地改良区の木村業務課長がかなり熱心に運動をされ、たま

たま国交省の仙台河川工事事務所の所長であった足立 徹氏が木村氏の訴えに耳を貸し、

地元の住民からもニーズがでてきているとの理由で、国交省、宮城県、仙台市と土地改良

区が合同で協議会を立ち上げました。

　このあたりでは、広瀬川にある愛宕堰から農業用水を取水し一帯を潤しています。広瀬

川から環境用水を取ることになるので、河川管理者である宮城県知事が関わることになり

ます。いろいろ協議をした結果、非灌漑期に水を流すことになりました。1999年度か

ら5カ年間に渡って試験通水をしています。先ほどの協議会が中心になり、どの程度の

水を流すと目的を達し得るのかという実験です。最初、0.5 トンを流し、次に0.5 トン、

1.5 トン、2.0 トンを流した。その次に、0.3 トン、0.5 トン、0.7 トンを流すという

試行実験をしてみたところ、だいたい0.3 トンで目的を達するということがわかってき

たようです。

　取水量は何トンが妥当かはケースバイケースなので一律にはいえませんが、こういう社

会実験がたぶん水利許可の場合には必要になると思われます。2004年度の実験におい

て0.3 トンでよいだろうということになり、2004年 12月に仙台市長から宮城県知事

に許可申請が出ました。その後、2005年 1月に許可がおりました。2004年度に最初

の許可が出て、2004年、2005年、2006年度で1サイクルが終わりました。現在

2009年ですから、第2期目のサイクルに入っています。第2期目に入る時は、問題な

く繋がったようです。

　写真1は、2007年 11月 13日に現場に行ったときの愛宕堰です。非灌漑期の広瀬

川は、だいたいこのくらいの流量です。そこの井堰から取り込んだ水路があり、幹線の方

に流すと、それほどの水量はないが流しています。六郷堀と七郷堀に分水しています（写

真2）。

　上流の水路の両脇はびっしり家が建て込んでいて市街地化が進んでいます。この中を水

路が走っています（写真3）。若林区の区役所に近い水路は、石張りの水路でかなり修景



写真1 写真2

写真3 写真4

写真6写真5

写真7

447



448 環境と健康 22（2009）

も意識した古い時期からの造りであることがわかります。この辺は、水流も速くなってい

ます（写真4）。もう少し七郷堀を下がると、水流が緩やかになります。この辺では、壁

面の左半分は石積み、右側はコンクリートに変わっているのがわかります（写真5）。

　農業用水路になるとコンクリートの三面張りが卓越し、左側のような石張りは市街地の

一部分しかありません。先ほどの若林区の区役所周辺はこうなっているところで、環境用

水が目指す修景は右側の部分ですから、ここに工夫の余地があると思います。

　下流になるとコンクリート張りで、かつ右側には車が走っている道路があります。そこ

の右手の方は水田があり、左手の方は家があるというようにかなりスプロールが進んでき

ている場所です（写真6）。

　市街地を抜けた下流部では、大半は水田が卓越し、水路は排水路になって、流れは非常

に緩やかで濁りも強くなります（写真7）。その周辺も全く同じ状況ですから、同じ仙台

市といっても、仙台駅周辺の市街地部分からこういう一面が水田になっているところまで

をカバーした一帯を流れる水を環境用水と呼んでいるということです。

　ここでは0.3 トンの環境用水の水利権を取りましたが、冬季に水利権がなかった場所

で最初のケースですから、水利権の設定をめぐっていろいろ議論があったようです。河川

管理者としては、従来、水利権を認定しようとすると水源を担保することなくしてはなか

なか許可しがたいということがあったので、一応豊水水利権にすることになったようです。

しかも書類上は、愛宕橋の上流に下水処理場があるから下水処理場の処理水を放水し、広

瀬川に出た後、その流量を下流で取る環境用水の水利権水量にするという帳簿上の説明を

つけ、暫定豊水水利権としてこの環境用水を認めるという措置で認定をしました。これが、

第1号の実態です。

事例の展開

　仙台市の広瀬川創生室でのヒアリング時に、国交省の通達が出た後、新潟でも水利権を

取ったらしいという話を聞いたので、ウェブサイトを見ると2007年 10月に亀田郷が

取ったという情報が載っていました。申請主体は新潟市で、亀田郷という土地改良区が管

理している区域が対象ですが、実際には亀田郷が維持管理しています。

　この場合の水源は信濃川であり、暫定豊水水利権で毎秒2.15トンとかなり多いよう

です。ここも、6年間の通水実験をしたということです。ここへは、現地調査の代わり
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に北陸農政局に質問票を送付しました。こちらのいろいろな質問に対して、農政局から回

答がありました。その回答の中に、国交省と農水省が2002年度から2006年度の5

年間かけて「都市化地域水環境改善実証調査」を全国7カ所で実施し、亀田郷はそのひ

とつであると書かれてありました。その7ヶ所を見ると、仙台東も入っていました。残

りの五つの候補に対して、環境用水の水利使用許可の出る可能性を研究会で議論しました。

関西では兵庫県の竜野が唯一でていて、竜野あたりが最初に申請するのかなと思いました。

現在のところ、この調査に残った五つからすでに申請はでているかもしれませんが、許可

は下りていません。そういう状況なので、今後は制度化された環境用水がでてくる可能性

はあるということです。

　一方、環境省が2007年 3月に出したウェブサイトの情報によると、環境省は他省と

は別の基準で全国の47事例を「環境用水の導入」事例として広報しています。環境省

の定義は「水質の改善、良好な景観や親水・レクリエーション空間の保全・創出、動植物

の生息・生育環境の保全等のために使用される水」となっています。ここでも自然環境と

生活環境を統合した意味で使っています。水源は、河川以外に、下水処理水、工業用水道、

地下水などいろいろあり、国交省が制度化している環境用水よりももっと対象が広くなっ

ています。

　機能から言うと、環境省の概念の方が本来の環境用水とみていいと思うのですが、こう

した広い意味での環境用水と国交省が制度化している環境用水とは少しわけて見ておく必

要があると思います。環境省が挙げている事例の中からも、制度化された環境用水の事例

が出てくるかもしれません。仙台の事例は、環境省がサイトに載せた環境用水の事例のひ

とつに挙がっています。

水政策の動向

　次に、環境用水に関わる政策の動向について少し触れておきます。水環境に関する政策

は1980年代から1990年代にかけて大きく変わってきています。1992年に地球サ

ミットがあり、1993年に環境基本法ができ、環境省だけでなく他の省庁でもいろいろ

な動きが出ています。建設省では1994年に環境政策大綱ができ、環境の方へ政策がシ

フトしていく。1993年に建設省が委嘱した水利制度研究会が、1993年に環境用水、

1994年に地域用水について検討をしています。そして、1995年度にまちづくりの計
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画の中で環境用水の導入を図ろうとする環境用水に関わる水利使用許可のフレームを提案

しています。

　2006年の国交省の通達は、1995年に出た水利制度研究会の成果が下敷きになって

います。ただ水利制度研究会が成果を出して以降10年近く時間が経っていますが、こ

の10年間に水とか河川環境をめぐってかなり大きな変化があり、環境用水をどう位置

づけるかという点についても議論があったのではないかと思います。1994年に国土庁

水資源部の水資源基本問題研究会が、今後の水政策の方向として「流域水循環系の健全

化」という概念を提起し「流域を単位とした水循環系において、利水と治水と環境保全に

果たす水の機能を、バランスと持続可能性が保たれた状態にする」という定義を与えてい

ます。この研究会の提案以降、建設省の河川局や下水道部あるいは環境庁が同じ「健全な

水循環系」という言葉を用いながら水政策を展開し、1990年代の半ばから「健全な水

循環系」がキーワードになってきます。

　これを受けて1995年に建設省の河川審議会河川環境小委員会が「今後の河川環境の

あり方」を答申し、そこで生物の生息・生育の場である河川において健全な水循環を確保

することの重要性を指摘しており、これが河川法改正に繋がっていきます。1996年に

河川審議会が「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」という

答申を出し、365日平常時の河川への注目と流域の視点を取り上げます。それまでの建

設省の河川政策は、洪水と渇水の管理をどうするかがメインでした。ところが、洪水とか

渇水という異常時の対応ではなくて365日平常時の河川に注目するということで大きく

方向転換し、かつ流域の視点を取り上げるということが明記されるわけです。この流れを

受け、1997年に河川法が改正されて、河川環境の保全とか住民の関与という事項が盛

り込まれます。

　同じ1997年に、建設省、農水省、環境庁など水政策に関わる6省庁9部局からな

る省庁連絡会議が立ち上がり、「健全な水循環系」の定義から議論を始めます。この会議

が「健全な水循環系構築に向けての関係省庁連絡会議」に発展し、月1回ぐらいのペー

スで議論をした後、1999年に「健全な水循環系」とは、「流域を中心とした一連の水の

流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバランス

のもとに共に確保されている状態である」と定義します。20世紀の末に至って、ここに

関わった関係省庁がこういう定義で水政策を展開しようという合意がなされたということ
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です。

　20世紀末における水政策の転換を見ると、水循環や流域というキーワードは、それま

で研究者の間でまた政策の現場でもずっと使っていましたが、これらを重視して政策に導

入してくるようになりました。そうすると、まず水循環についていくつか留意すべき点が

出てきます。一つは水循環を取り上げるということは、水文過程を対象にするということ

ですから、空から降ってきた水が直接に流出してくる場合と、いったん地下に浸透して河

川の基底流出として出てくる場合があります。健全な水循環系という場合、そういう河川

流出分以外に一体なにを対象にするか、どこを対象として取り込むのかということが問題

になってきます。今も課題としてあり続けています。水循環を取り上げる場合、そういう

問題が出てきます。

　そして、ミクロスケールたとえば工場などにおける循環と、マクロスケールにおける水

の大循環についてはいろいろ取りあげられてきているわけですが、河川とか流域といった

メソスケールの水循環は十分には捉えられていません。定量的な表現である水収支も、肝

心なところはブラックボックスをそのままにしてつくってきたというのが実態です。これ

を水政策に取り込むには、かなりの調査が必要になってきます。しかも水の循環速度には

異なったものがある。降水から地下水までをカバーする場合、いきなり直接流出するのは

循環の速度が速い事象ですが、地下に浸透して改めて出てくるのは循環の速度が遅く、そ

れらを包括的に対象にすることになります。それを流域スケールでどう扱うのかという課

題が、研究の上でも政策の上でも出てくるだろうと思います。

　もう1点あります。これまで水に関わる研究で流域が取り上げられた場合、水の流れ

に注目すると、降水がいったん地表に達した後の水の動きは一定のまとまりをもった自然

領域として捉えることができたわけです。ところが、現在の日本のように、人間の活動が

広範に展開していて特に河川の中・下流域のように高密度に展開している場合、水の流れ

は自然領域には収まりきらないという問題があります。ですから、人間が利用する水の動

きの範囲を用水域とよぶとすれば、ある河川に関わる水循環を捉えるという場合、流域プ

ラス用水域という統合した対象として捉えていく必要があるわけです。そうすると、流域

や用水域における土地は均一ではなく自然的な属性も異なるため、これを水政策に取り込

む場合それらをどう整理するかという課題がでてきます。

　次に、21世紀に入ってからの動きを一覧しておきます。2001年に内閣府の総合科
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学技術会議が4つの領域を重点領域にしています。IT、ナノテクノロジー、生命科学と

並び、環境分野を選び、5年間研究することになりました。環境分野の課題は、地球温

暖化研究、ゴミゼロ型・資源循環型技術研究、自然共生型流域圏・都市再生技術研究がと

りあげられ、水に関わる研究者と省庁の関係者が合同でこのプロジェクトに5年間携

わっています。自然科学と工学系の人が多いのですが、一部人文・社会科学系の人も入っ

ています。ワークショップを開いて意見交換をしていますが、ここでの対象は流域圏とい

う概念をもってきています。1990年代に流域が注目されてきたことを受けてのことと

思います。

　この流域圏とは何を意味するかというと、河川流域プラス沿岸域を流域圏と定義し、海

まで視野に入れています。実際に流域圏にアプローチするとき、これだけではかなり漠然

としています。そこで、この研究チームに加わっていた水資源工学専門の虫明 功臣氏が、

流域圏を集水域と利水域と排水域と氾濫域という4つを合わせたものと定義されていま

す。集水域は、水文学でいう集水域です。利水域は、用水域に関わります。排水域は、流

域で使った水をまた排水して戻していく範域です。そして、治水に関わる氾濫域です。治

水、利水、環境を統合したような範域として流域圏を考える。これが一番流域圏の定義と

してオペレーショナルな定義と思われます。虫明氏は、6省庁が合意したキーワードで

ある健全な水循環系とは、換言すれば流域圏水マネジメントということもできると述べて

います。この流域圏水マネジメントとは、「流域圏を単位として、土地利用を含めて利水、

治水、環境に対する地域間、部門間の要求と対立を調整し、それぞれにバランスがとれ、

持続可能な充足度が与えられるように管理すること」という意味で概念を定義しています。

この研究成果は、「自然と共生した流域圏・都市の再生」ワークショップ実行委員会が

2005年に山海堂から本にして出しています。虫明氏の概念もここに整理されています。

　虫明氏が定義した概念は、内閣府総合科学技術会議がワークショップを開いていたのと

同じ時期、2002年から2004年ぐらいの間ですが、国土交通省の河川局長と下水道部

長、それから研究者などが中心になって編成した国土管理のあり方に関する研究会が

2004年に山海堂から出した『変革と水の21世紀』という本にまとめられている提言

に関係しています。これは、①大量消費型社会から自然循環を重視する社会への円滑な転

換、②水との関わり合いの転換、③人と自然との関わり合いの転換、④健全な水・物質輸

送システムを目指した流域圏管理、⑤水に着目した国際社会への貢献、という5つの提
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言です。この研究会には歴代の河川局長と下水道部長が関わっていてそこがまとめた提言

ですから、国土交通省のこれからの河川政策とか下水道政策がほぼこのラインに従ってい

くだろうと予想されます。その中に流域圏というキーワードが出てきます。虫明氏はこち

らにも関わっているので、内閣府のワークショップで整理し提起された流域圏の概念はこ

こでも使われています。このように21世紀に流域というキーワードが入り、よりオペ

レーショナルなレベルで流域圏という概念に展開してきているというのが実態だろうと思

います。

　環境用水に関わる動きとしては、2005年に国土交通省の河川環境課と下水道部が設

けた都市水路検討会が「懐かしい未来へ～都市をうるおす水のみち～」を公表しています。

この実践版が先ほどの制度化された環境用水といってよいかと思います。2006年に国

土交通省河川局が「多自然型川づくり」のレビュー委員会を開き、1990年の多自然型

工法の導入についてレビューをし、これからは多自然型ではなく、多自然の川づくりに展

開する必要があるだろうという方向を出しました。こういう方向は、これまでの水政策の

流れの延長で出てきたというのが実態だと思います。その中で2006年に河川局から環

境用水の制度化が出てきます。

今後の課題

　最後に環境用水をめぐる今後の課題です。いくつも課題があると思いますが、一つは、

制度化された環境用水の事例は今のところ2つしかありません。これらについて、さら

に豊水水利権と安定水利権という面から水源の比較をしていく必要があります。今後、ま

たいくつか制度化されてきた場合、取水量の算定やその基準が、どういった幅に収まって

いくのか、具体的な事例を通じて見ていく必要があります。つまり、これまでの水政策の

流れのどこに環境用水が位置づくのかという分析課題が１つあると思います。

　2番目には、地方分権化と環境用水の展開という問題があります。滋賀県では、日野

川水系で地域用水が認定されようとしています。地域用水の事例が滋賀県の中で他にもま

だ2、3候補として出そうなところがあります。そういうところへ行って話を聞いてい

るのですが、本当に制度化されるかどうかは今後を見てみないとわかりません。それがど

こまで展開するかどうかは、次の問題とかかわります。今、政府の地方分権推進委員会に

おいて、単一の都道府県を流れている一級河川については、その管理を都道府県知事に移
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管するという構想を委員会がもっています。もし地方分権推進委員会がいうように、単一

の都道府県を流れている一級河川を都道府県知事に移管することが実現すると、滋賀県で

今起きている地域用水の認定ということがあちらこちらの都道府県で起きる可能性があり

ます。そうすると、あちらこちらの都道府県で起きるかもしれない環境用水や地域用水の

認定には、当然地域差がでてきます。その地域差に制度的な差異がもしでてくれば、新た

に研究すべき課題がでてきたことになります。それから環境用水として認定する評価の違

いがあるでしょうから、こういうものがこれからの課題としてでてきます。

　3番目には水利秩序に関係しますが、環境用水は水利秩序変革の要因となっていくか

どうかという問題です。これも実態に則して分析しなければいけないわけです。これまで

のような農業用水とか、工業用水とか、生活用水とか、それぞれ性格が違いますが、環境

用水の位置づけをこれら他の用水と同じようにするわけにいかない。では、固有の位置づ

けをどうすればいいかというとき、環境計画の中でこれを位置づけていく必要があると考

えています。一部、国土交通省が環境用水を制度化し、認定するとき、環境計画への位置

づけに言及している場合もありますが、これをもう少し前面に出して位置づけていく必要

があります。これは研究と政策との両面での課題ではないかと考えています。
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連載講座 不老長寿を考える（Ⅴ）

はじめに

　これまでに述べてきた内容は、人の老化のメカニズムを知ることによって抗老化の方法

を模索する研究、病的な細胞や老化した細胞を新しく作った細胞で入れ替えることによっ

て不老長寿に近づこうというような再生医学の研究、寿命の男女差、或いは、老人病をい

かに克服するかというような医学的な話題ばかりであった。私は臨床医として、勿論、こ

れらのテーマには大いに関心があるものの、中国に古くからあったといわれる「不老不死

の哲学」(神仙思想 )を無条件に礼賛するものではない。私は、グローバルに見れば、今

では不老長寿は地球社会にとってむしろ危険な方向であるとすら思っている。特に、「地

球社会の調和」や「人間の尊厳」を保つことを困難にするような “ヒトの長寿 ”のあり方

には多くの問題がある。そこで、不老長寿の問題点をもう少し社会学的な側面から考えて

みたい。以前に本誌に書いた内容（Vol. 19、No. 3、2006）と一部重複することをお

許し願いたい。

わが国に於ける少子高齢化の特徴

　最近のわが国は欧米先進国に比して合計特殊出産率がかなり低い事がしばしば話題に

なっている。合計特殊出産率とは、女性が一生の間に生む子供の数の女性一人当たりの平

均値を指す。一般に、合計特殊出産率が2.06を下回ると、その国は現有の人口を維持

することが出来なくなると言われてきた。男女のペアーで一生の内に2人以上の子供を

作らなければその国の人口は減少するというのはよく分かる話ではある。そこで、わが国

に於ける戦後の合計特殊出産率の推移を調べてみると、1949年（昭和24年）前後が

いわゆる「団塊の世代」と呼ばれた第1次ベビーブームで、その年には実に4.32とい

う高い合計特殊出産率を記録している。その後はずっと減り続け、1972年（昭和47

年）の第2次ベビーブームでは2.14と軽度の増加をみたものの、1974年以後は

2.06を下回り続け、最近では1.26（2005年）～1.34（2007年）となって先進国

山室隆夫＊
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のうちでは最低となっている。わが国が世界でも有数の少子国とされる所以である。

　一方、わが国の人口推移を見ると、1721年に徳川吉宗が初めて全国人口調査を行っ

て以来、わが国の人口は2004年まで殆ど右肩上がりに増加し続けてきた。江戸時代の

終わりには約3千万人であった日本の人口が、明治時代の終わりには5千万人を超え、

昭和に入っても増え続け、戦後間もなく1949年（昭和24年）に第1次ベビーブーム

を迎えて8千万人となり、1967年（昭和42年）には1億人を突破した。先述のよう

に、1974年以後はわが国の合計特殊出産率は2.06を下回って低下の一途を辿ってき

たが、人口そのものは増加し続けて2004年には1億3千万人近くにまで達した。そ

して、漸く2005年から徐々に人口が減少し始めたのである。

　このように、わが国では1974年から2004年迄の30年間は合計特殊出産率が

2.06を下回り続けたにも拘らず、今までの世界の常識に反して、人口の減少が起こらな

かった。その主たる理由は日本人の急速な長寿化によるものと思われる。日本人の平均寿

命は最近の50年間に16歳も伸びて、わが国は世界一の長寿国となった。しかも、わ

が国の65歳以上の人口の増加率は1996年以来、常に世界一を維持しており、現在で

も群を抜いている。20世紀後半に於いて世界の中で最も急速に高齢化が進んだのが日本

である。その結果として、わが国では1974年から2004年までの30年間は、長寿

化による人口増の影響が少子化による人口減の影響を上回ってきたのである。そのため、

この30年間は国全体としては人口が増加してきたのである。ところが、わが国では

2005年以降も高齢化のスピードは更に上昇の傾向にあるにも拘らず、30年間も続い

てきた少子化による人口減の影響に追いつかなくなり、2005年より国全体の人口が減

少し始めてきたのである。

日本人の高齢化は超高速

　国連は約50年前に「高齢化社会」と「高齢社会」とを次のように定義づけた。即ち、

「高齢化社会」とは65歳以上の人口が全人口の7％以上を占める社会を指し、「高齢社

会」とは65歳以上の人口が全人口の14％以上を占める社会を指すとした。この定義に

従えば、わが国は1970年（昭和45年）に「高齢化社会」となり、1994年（平成6

年）に「高齢社会」となった。その間、僅かに24年しかかかっていない。現在、ヨー

ロッパ先進国の殆どの国が国連の定義による「高齢社会」となっているが、わが国のよう
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に24年という極めて短い期間で「高齢化社会」から「高齢社会」になった国はない。

例えば、スウェーデンは82年かかり、フランスは実に114年もかかっている。このよ

うに、わが国では世界に類を見ないような超高速で高齢化が進んできたので、ヨーロッパ

先進国の経験からは学ぶことの出来ないような種々の問題に直面しているのである。敢え

て言うならば、わが国で起こったこのような急速な少子高齢化は人類がかつて経験したこ

とのない新しい事態である。この様な新事態に直面しているわが国が、経済、医療、福祉

など種々の面で、今後、どのように対処していくのか世界は大いに注目しているものと思

われる。因みに、わが国民一人当たりの平均GDPは 1992年には世界第2位であった

が、2006年以後は第18位に転落している。そのような状況にあっても、「地球社会の

調和」と「人間の尊厳」という観点から見て、わが国は世界の国々のお手本となるような

優れた少子高齢化対策を打ち出して行かなければならない。果たして出来るのだろうか？

最近、わが国では政権が自民党から民主党に移り、経済、医療、福祉、更に外交政策に於

いてもかなりの程度の転換がなされることを国民は期待している。GDPが世界で第18

位に転落したわが国で世界に誇れるような福祉政策を実行することは従来のようなやり方

では財源の面からのみ見ても不可能である。従って、政策のあり方やシステムを思い切っ

て転換し、全く新しい感覚で政治をやらなければ、超高速で高齢化が進んでいるわが国の

未来はみじめなものとなるであろう。

　ところで、わが国の65歳以上の人口の推移を見ると、1955年（昭和30年）では

約500万人と全人口の5.6％を占めているに過ぎなかった。それが1970年には全人

口の7％を超え（高齢化社会）、1994年には14％を超え（高齢社会）、そして、

2005年には20％を超えて「超高齢社会」となり、更に、2008年には23％となっ

ている。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、わが国の65歳以上の人口は

2023年には全人口の30％になり、2050年には35％を超えるであろうと予測して

いる。また、わが国の百歳以上の人口は1950年には僅かに98人、1963年には

153人であったのが、2005年には25,000人となり、2008年には36,000人、

2009年には40,399人となった。2050年には70～ 80万人に達するであろうと

予測されている。2050年には日本の人口は約1億1千万人近くにまで減少しているで

あろうと考えられるので、その頃には日本国民の凡そ130～ 140人に1人が百歳以上

であるという驚くべき社会が来ようとしているのである。但し、わが国が諸外国からの移
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民を今後どのように受け入れるかによって全人口も年齢別社会構成も変わってくるのは当

然である。

高齢者の定義は今のままでよいか

　一つの社会で全人口の約10％が高齢者であるというのは自然な社会構成であると思わ

れるが、現在のわが国のように全人口の23％が高齢者であるというのは極めて不自然な

社会構成である。従って、次に述べるような種々の理由から、21世紀の日本では65歳

以上を高齢者と呼ぶのは不自然であり、考え直すべきであると私は思う。

　WHOの示したところによると、2007年（平成19年）の日本人の「健康寿命」は

男性が平均72.56歳、女性が78.09歳となっている。「健康寿命」とは人が健康に自

立して生活できる年齢を指すが、今の日本人の健康寿命は男女を合わせると平均約75

歳（世界第1位）である。換言すれば、現在の日本人は平均75歳位までは健康で自立

した生活をしているのである。それにも拘らず、何故65歳以上の人を高齢者と呼ぶの

か生物学的な根拠は全く無い。

　約60年前に西ドイツに於いて年金制度が出来た時に65歳以上の人に年金を支給す

ることが決められ、それ以来、先進国では65歳以上を高齢者と呼ぶ習慣が普及したと

いわれる。それに追随して、1956年には国連が65歳以上の人を高齢者と定義した。

日本でも、1956年頃ならば65歳以上の人口は全人口の約6％であったから、その人

達を高齢者と呼んでも全く自然なことであった。ところが、先述のように、その後の50

年間で日本人の平均寿命は16歳も伸びて、65歳以上の人口が全人口の23％を占める

ようになってきた。その上、今の日本人の健康寿命は上述のように約75歳となってい

る。また、現在の75歳以上の人口は1,321万人で、全人口の10.35％である。以上

の様な事実を総合的に勘案すると、現在の日本では65歳以上を高齢者と呼ぶのは極め

て不自然であり、75歳以上を高齢者と呼ぶのが適切であろうと思われる。20年後には

80歳以上を、30年後には90歳以上を高齢者と呼ぶのが自然と思われるような日本社

会になっているかもしれない。

　最近迄、自民党政府は65歳以上の人を前期高齢者（65～ 74歳）と後期高齢者

（75歳以上）とに分けていたが、後期高齢者という呼称が国民に不評であることは周知

の通りである。英語では老人を指すのに “senior” という言葉がある。この言葉にはある
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種の畏敬の念がこもっているので、英語圏では75歳以上の人達を “senior persons” と

呼んでも不評ではないという。辞書では “senior” という言葉の日本語訳は年長者、長老、

古老などとなっているが、“senior persons” に相当するような適切な日本語はないもの

か。

高齢者と老人

　社会政策としてどこかの年齢で線を引かなければならないとするならば、現在のわが国

では、上述のような理由から、75歳以上を高齢者 (senior) とするのがよいと思われる

が、老人という概念はまた別であろう。老人というのは、75歳以上でなくても、老人病

に罹っている人、生きる意欲が無くお迎えを待っている人、家族や社会との接点が無く世

に捨てられた人などを指すのではなかろうか。わが国では、戦後間もない1948年（昭

和23年）に新民法が出来て伝統的な家族制度が崩壊した。その上に、敬老精神が消滅

しつつあるので、親と同居する世帯の数がどんどん減ってきている。1948年には

50％であった同居率が1960年には20％、2000年には14％、2006年には10％

となり、現在では約9％である。この様にして、家族や社会との接点の少ない老人が増

えてきているので、当然、公的な介護制度が必要となってきたのである。

　その上、かつての農村や漁村に於ける職業形態が著しく変わってきたために、青壮年層

の人々が生家に親を残して都市部へ移るという現象が多発するようになってきた。人は自

分の子供を持つ年齢になると、その子供達の世代のために働くという意欲を与えられるこ

とが多い。ところが、次世代家族との接点の無い人は社会貢献をする意欲も低下し、世に

捨てられた人となる傾向が強い。農村や漁村では村人の連帯感が強いので、老人と雖も孤

独死は少ないが、都会のアパートで一人暮らしをする老人では孤独死は珍しいことではな

くなった。残念ながら、この様な老人が増えたことは現代日本社会の特徴の一つであると

言えよう。

限界集落と国土の荒廃

　わが国には、現在、62,000余の集落があるが、一つの集落で65歳以上の人口が

50％を超えるようなところは「限界集落」と呼ばれている。国土交通省の調査によると、

2008年のわが国ではそのような限界集落は実に約8,000にのぼっている。その内、
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75歳以上の人口が50％を占める約2,600の集落が、今後、十数年で消滅する可能性

があると考えられている。限界集落では労働力が不足しているために、山は荒れ放題、畑

も人の背丈以上に草茫々となり、見るも無残な状態となっている所が多い。それにも拘ら

ず、わが国では限界集落の山や田畑を放置して、木材や食料を極めて大量に外国から輸入

している。食糧自給率は僅か39％である。その理由は単純に外国産品の低コストにある

という。この様な経済政策で、かつては山紫水明と謳われたわが国の美しい国土を護り続

けることが出来るのであろうか。次世代家族との接点が少ない限界集落では、色々な工夫

や努力がなされてきたが、どうしても将来に明かりが見えず老人集落と化して消滅してい

く傾向にあるという。集落は国民生活の原点であるので、集落の力が衰えれば国土は荒廃

し、国力にも悪い影響を与えるであろうと危惧される。

　この様に、限界集落では高齢化が進み労働力が極度に不足している一方、都会では就職

難があり失業者の数が最近激増してきている。その上、総務省の調べによると、我が国で

はニート（NEET, Not in Education, Employment or Training）と呼ばれる若者

（15～ 35歳）の数が2002年以来2008年まで常に約64万人にのぼり、フリー

ターの数は約170万人であるという。限界集落の高齢化による労働力不足と、都会に於

ける極めて多数の働かない若者の存在は我が国が直面している労働力配分の大きな矛盾点

である。この矛盾を抱えたままでは、間もなく来るであろう恐るべき超高齢社会の諸問題

に対処することは極めて困難であろう。青壮年層だけでなく、定年後の人達でも田舎へ移

り住んで、山で働き、田畑で食料を生産することによって喜びを感じつつ生計が成り立つ

ような仕組みを造ることが肝要である。最近、田舎の畑を無償で借りて無農薬野菜を作る

NPOを見かけるようになったが、その若者達が嬉々として汗を流している様子を見て私

は感動したことがある。超高齢社会となった我が国の国土の荒廃を防ぎ、高齢者に生き甲

斐を与えるためには、若者に対する教育のあり方と、営利ばかりを追い求める市場経済の

在り方とを根本的に見直す必要があると私は思う。職を求めているにも拘らず、林業、農

業、介護などを職業として選ぶ若者が少ないのは3Kを嫌う現代社会の風潮を現してい

る。これを是正するには現代人のmentality に対する教育ばかりでなく、経済的な裏付

けも、当然、必要となる。
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感染症あれこれ（Ⅲ）感染症あれこれ（Ⅲ）

環境と感染症
今西二郎＊

　最近の政権交代で、民主党政権の政策の一つとして、環境問題が大きく取り上げられて

いる。なかでも、CO2 25％削減やダム建設の中止は、新政権にとっては最も困難な問題

の一つとなっている。これらの環境問題は、感染症の発症と密接に関係している。ここで

は、いくつかの例をあげながら、説明していきたい。

森林伐採と感染症

　人々の文明生活が発達するにつれ、より便利な生活を求めて、さまざまな生活用品が大

量に生産され、流通し、消費される。その結果、大量のエネルギーが、消費されることに

なる。なかでも、さまざまの建造物、家具、調度品、紙類などを製造するために森林伐採

が大量に行われている。そしてついには、今まで人跡未踏であったような熱帯雨林での森

林伐採まで行われるようになってきた。そうすると、森林伐採のために熱帯雨林の奥地に

赴いた人々は、そこで今まで遭遇しなかったような動物や昆虫などと接触することにな

る。すると、本来動物の病気であったものが、たまたまその動物と接触することによって

ヒトに感染することが起こるかもしれない。また、動物から感染した昆虫がヒトを吸血す

ることにより、感染させることもあるだろう。

　森林破壊が進むにつれて、動物の生態系が変わり、今まで人里近くには住んでいなかっ

た動物が、森林奥地から追い出されて人里に住むようになる。このようなことからもヒト

と動物の接触する機会が増えるのである。そしてヒトに思わぬ病気を起こしてしまうので

ある。このような感染症の例として、ラッサ熱、エボラ出血熱などの熱帯性熱病、エイズ

などがあげられる。

ダムの建設により起こったウイルス感染症

　ダムの建設は、本来、治水、利水（水力発電も含む）を目的としたものであるが、一方
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では環境に与える影響は決して無視のできない大きなものである。すなわち、ダム建設の

結果、一つは森林資源の破壊が起こり、生態系が大きく変化を受ける。もう一つは、ダム

建設による、地下水面の上昇がある。このことにより、さまざまの感染症を媒介する昆虫

の増殖が促進される。これら二つの要因が合わさった結果として、今までに少なくとも２

件のウイルス感染症の勃発が報告されている。

　一つは1977年にエジプトでみられたリフトバレー熱の流行である。1970年にエジ

プトで有名なアスワンダムが完成したが、その７年後（1977年）、リフトバレー熱の大

流行が起こった。その時は20万人の患者が出、600人が死亡したと報告されている。

さらに、1990年にも再びリフトバレー熱の流行が見られた。二つ目は1987年のモー

リタニアで起こったリフトバレー熱の小流行である。セネガル川にダムが建設された後、

起こったのである。

　リフトバレー熱ウイルスはアルボウイルスの一つで、西欧と南アフリカでヒツジや子ウ

シその他の動物に感染している。症状は、発熱、不快感、食欲不振、悪寒、抑欝状態、筋

肉痛、頭痛で始まり、やがて、肝炎や脳炎、網膜炎、出血熱などを伴う。出血熱になると

致命率は5から10％に達するといわれている。リフトバレー熱は、蚊によって媒介さ

れる。蚊のメスは卵の中にウイルスを伝播させる。乾燥状態では、蚊の数は少ないが、ダ

ム建設のため地下水面が上がるなどして、十分な水分が得られると、急速に増殖するので

ある。そして、感染蚊がヒトを吸血することにより、ヒトが感染する。このように、ダム

建設はさまざまの環境の変化を引き起こし、ウイルス感染の流行を起こしていることがわ

かる。

地球の温暖化

　どうやら地球温暖化は、年々進んできているようである。その原因の一つとして、エネ

ルギーとして消費される大量のCO2 の放出があるといわれている。また、エルニーニョ

現象が起こり、海水の温度が高くなって、結果的にはこれも地球の温暖化につながってい

るのである。地球温暖化によって、例えば今まで熱帯で蔓延していた病気も温帯地方ある

いは熱帯地方の高地にまで広がっていく可能性がある。その例をいくつかあげてみる。
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　１）マラリア

　最も代表的な例として、マラリアがある。マラリアの原因となるマラリア原虫はハマダ

ラカという蚊によって媒介されている。ハマダラカは冬期の温度が16度以上の地域で

しか生息できない。なぜなら、卵からふ化するのにこれ以上の温度が必要とされるからで

ある。したがって、現在熱帯でしかマラリアはみられないことになっている。しかし、地

球の温暖化が進んで、冬の気温が上昇すると、マラリアを媒介するハマダラカがケニアの

ナイロビ、ジンバブエのハラレといった現在マラリアの見られない、しかも住民のマラリ

アに対する免疫獲得率の低い、高地の大都会でも生息できるようになるのである。このよ

うなことが起これば、これらの都市で、大流行をきたす危険性がある。あるモデルでは、

このような気候変化で、年間100万人の死亡者が増えるといわれている。現在、日本で

はマラリア原虫を媒介するハマダラカは生息できないが、地球の温暖化により、日本の南

部地方ではマラリアの流行地帯となる可能性が出てくるかも知れない。

　２）デング熱

　デング熱は日本脳炎と同じ仲間のウイルスによって起こる。通常は森林のサルがこのウ

イルスに感染している。そして図１に示すようにヒトスジシマカが感染サルを吸血するこ
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とにより、ヒトスジシマカがこのウイルスに感染する。さらに、感染蚊が、サルを吸血し

て感染させる。森林の中ではこのような感染環ができているのである。たまたま、ヒトス

ジシマカがヒトに吸血するとヒトがデング熱ウイルスに感染し、デング熱となるのであ

る。そして、今度は、ネッタイシマカが感染したヒトを吸血し、蚊が感染する。この感染

蚊がついで別のヒトを感染するのである。このようにヒトとネッタイシマカの間に都市型

のデング熱ウイルスの感染サイクルができてくる。ヒトがデング熱にかかると、発熱、頭

痛、筋肉痛、関節痛、背中の痛み、食欲不振、全身倦怠感が始まりやがて、体中に出血を

起こすようになる。

　さて、このネッタイシマカは低温では成虫と越冬卵と幼虫は死んでしまう。したがっ

て、現在ではデング熱は北緯30度から南緯20度の間の熱帯地域で発生している。地

球の温暖化により当然ネッタイシマカはもっと低温の地域でも生息できるようになり、デ

ング熱の流行地域が高緯度の地域、高地に広がっていく可能性がある。さらに、ネッタイ

シマカは高温では幼虫が小さくなり、卵がよく育つ。また、高温になると、孵化期間が著

しく短縮される。すなわち、高温になることにより、ネッタイシマカが飛躍的に繁殖し、

個体数が圧倒的に増えるのである。このことは、デング熱の大流行へとつながっていくか

も知れないのである。さらに大都市化によるスラムの出現、上下水道の不備などで蚊の撲

滅がうまく行かなくなることなどもデング熱の流行に拍車をかけるであろう。

　３）セントルイス脳炎

　アメリカで流行している脳炎にセントルイス脳炎というのがある。この病気もウイルス

によって起こる。このウイルスの自然宿主は鳥である。特に、鳥のヒナあるいは幼鳥がよ

く感染している。そして、森林中では鳥とイエカの間で感染サイクルができている。蚊が

著しく増えると、鳥だけでなく、さまざまの野生動物、家畜動物などに感染し、ヒトにも

感染する。すると今度は別の種のイエカがヒトを吸血し、蚊が感染する。そして、この感

染蚊が別のヒトを吸血して感染させるのである（図2）。

　アメリカでは、脳炎の65％が節足動物を媒介したウイルスによるといわれている。頭

痛に始まり、無菌性髄膜炎から脳炎を経て、死に至ることもある。流行は、六月の等温線

が20℃以上の南部地方で起こり、30℃を越す日数とこの脳炎の罹患率に相関があると

いわれている。したがって、当然地球の温暖化により、もっと北部の地域が流行地帯に



図2　セントルイス脳炎の増殖サイクル
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なっていく可能性がある。その他、さまざまな節足動物をベクターとする感染症も同じよ

うな脅威をもたらすに違いないだろう。

大気汚染

　石油資源や森林資源などを消費する間に、大気汚染が起こってくる。すなわち、大量の

石油、石炭などの燃焼、自動車その他交通機関の排気ガス、さまざまな製品を製造・処理

する際の排煙などが大気汚染の原因となる。大気汚染によりヒトの呼吸器粘膜の障害など

も容易に起こるといわれている。感染ではないがアレルギー性疾患が最近増えているの

は、ディーゼルエンジンの排気ガスに関連しているのではないかと考えられている。

　いずれにしても、このような大気汚染がヒトの粘膜などを刺激し、弱め、傷害すること

によって、感染が容易に起こることが考えられる。特に、インフルエンザなどのいわゆる

ウイルス性の風邪などは大気汚染の影響をもろに受けるであろう。さらに、大気汚染はヒ

トの免疫能を低下させることも十分考えられる。いずれにせよ人工的に破壊された環境

は、風邪だけでなく、いろいろな感染をも引き起こす要因となっていることは間違いない

であろう。
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農業被害

　地球の温暖化などの気候変動は農作物の収穫に直接の影響を与える。さらに、地球の温

暖化だけでなく、降雨量の変化、すなわち、洪水や干ばつが極めて深刻な農作物の被害を

もたらすことはいうまでもない。また、地球の温暖化により海面が上昇し、耕地面積が減

少することもあげられる。これらの結果、食糧生産は極度に落ち、食糧危機がもたらされ

るであろう。そして、栄養不良という事態をも招きかねないのである。そこに待っている

ものは、栄養不足による、免疫能の低下であり、ひいては感染症の増大である。

紫外線の影響

　フルオロカーボン（いわゆるフロンガス）の使用による、地球を取り巻く成層圏のオゾ

ン層の破壊は、有害な紫外線を地上にまで届かす。過剰の紫外線の影響は、皮膚癌などの

発症率を高めることは確実である。これは、紫外線により、多量のフリーラジカルが生

じ、これが、細胞内の遺伝子（DNA）を変化させ、癌化を起こすものと推定される。

　最近、紫外線は、癌を引き起こすだけではなく、免疫能の低下も招くことが報告されて

きている。特に、紫外線B波は、マクロファージ系細胞による抗原の処理を阻害すると

いわれている。さらに、B波は、ヘルパー T細胞とレギュラトリー T細胞の比率を低下

させる。すなわち、免疫不全の状態を起こす。また、B波が免疫の調節をしているサイ

トカインの産生を低下させることもある。これらの作用により、免疫能は低下し、さまざ

まの感染症が起こってくるのである。

環境破壊による感染症の流行を阻止するために

　環境破壊が進むと、いろいろな病原体による感染症の流行が、世界中あちこちで勃発す

ることになりかねない。地球の環境を守ることは、われわれの世代だけでなく、将来の子

孫の繁栄のためにも、否ヒトだけでなく、他の動物や植物、あらゆる生物を守るためにも

必要不可欠なのである。そこで、環境破壊による感染症の流行をどのように食い止めれば

よいかについて少し述べてみたい。

　まずは、気候変動とベクターの生態系についての調査・研究が必要であろう。つぎに、

感染症の監視機構を確立することである。特に、熱帯地方で現在流行している感染症を重

点的に監視・調査していく必要がある。また、大気汚染、オゾン層の破壊などがヒトやベ



　結核は決して過去の病気ではなく今でも時々老人などに見つかり決して無視してはなりません。
しかし現在の方法では、まず喀痰を染色して顕微鏡で観察し、疑わしければそれを特別の検査機
関へ送って培養で確認してもらいます。それには少なくとも2週間はかかります。それを30
分で可能にする方法をHarvard Medical School の Ralph Weissleder が開発したのです。
それは結核菌に対する抗体をつけた鉄のナノ粒子を含む酸化鉄の粒子で喀痰を染めのです。それ
を小さな磁気探知機で走査して見つけようというものです。 （Tom）

Technology: Nanoparticles test for TB in minutes. New Scientist, 8 August 2009, 
p.17.

結核菌を30分で見つける方法

Random Scope
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クター系に及ぼす影響を疫学的、実験的研究で実証していくことも必要である。さらに、

感染症の予防法や治療法を確立することも重要である。いずれにしても、このような調

査・研究は学際的であり、臨床医、基礎医学者、薬学者、生物学者、疫学者、地球物理学

者、行政官、民間企業などが国境を越えて協力し、進めていかねばならない。
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サロン談義

「サロン談義6」コメント4

資本主義の行方を考える

萬野善昭＊

経済学は果たして頼りになるのか

　過日、本サロン談義へコメント1を寄稿されたパサデナ在住の秋山麗子さんからある

興味深い資料を送って頂いた。それは英国の有名な経済学者スキデルスキー卿のエッセイ

で今回の経済危機にふれたものであるが、興味深いコメントなので、その冒頭の部分を以

下に引用したい。訳文は秋山さんの労作で、経済学に特有の、一読では理解しにくい文体

の雰囲気が上手に表現されている。

『経済学者は危うい流動的な経済状況を前に、互いに衝突する』By Lord Robert 
Skidelsky（emeritus professor of political economy at the University of 
Warwick, England）．Financial Times 2009年 6月 10日「歴史は名だたる知的論
争で充満している。自然科学におけるこれらの論争は、概ね良き科学が悪しき科学を駆逐
して決定的な勝利を収めて来た。天動説の天文学者達（Ptolemaic astronomers）、或
いは、燃焼の燃素理論信奉者（believers in the phlogiston）で残った科学者たちは僅
かであった。社会科学においては、その状況は異なる。そこには多くの著名な論争があっ
た。しかし、決定的な勝利などはない。実際、彼等の論争は決定的なものではなく、一時
的敗北は新たな猛攻撃のため、敗北した集団を再編成することによって引き続き立ち上が
るのが社会科学の特徴である。」

　題名の原文はEconomists clash on shifting sands であるが、要するに「足もと

がいつ崩れるか知れない状況にも拘らず、経済学者は見解が対立するばかりで、経済学と

して統一された確たる指針を示せない」という経済学界の姿を活写したものである。それ

と同時に、スキデルスキー卿は言外に経済学の社会科学（social science) としての限

界にも言及しているように見える。

　2009/8/10付けの日本経済新聞の「核心」というコラムに次のような記事があった



注1） 2004年初版、ナカニシヤ出版（株）
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（筆者：客員コラムニスト、西岡幸一）。『「申し訳ありません。女王陛下。専門家の集団的

な希望的観測のあやまりでした」。なぜ深刻な世界金融危機を予測できなかったのか、昨

年秋の訪問時のエリザベス女王の率直な問いに経済学研究の名門、ロンドンスクール・オ

ブ・エコノミクス（LSE）などの経済専門家達は先月末、33人の連名でようやくこう答

えた。あまりにリスクを軽視した経済活動は何処かで破断界を迎えると素人目に直感して

も、対立する諸説がせめぎ合う経済学界の大勢としてはブレーキがかからなかっ

た。……』

　この記事を見ると、経済学者たちは自分達の希望的観測の誤りのせいだと女王陛下を言

いくるめたようだが、実のところはそれぞれの見解の不一致をひた隠しにしたとしか考え

られない。先のスキデルスキー卿のエッセイにもあるように、そしてまた、この「核心」

欄のコラムニスト西岡氏が「……対立する諸説がせめぎ合う経済学界の大勢としては云々

……」と述べているように、実情は見解の乱立にあり、そのような経済学界の無様な有様

が余程恥ずかしかったから、このようにしか言えなかったのであろう。

　この件についてもう一つ重要な事は、このコメントの中の「……あまりにリスクを軽視

した経済活動は何処かで破断界を迎えると素人目に直感しても……」という西岡氏の言葉

である。つまり、素人の直感なり、常識の方が、コンピューターを駆使して、有り難そう

な数式を振りかざしての結論よりも優れていると率直な感想を述べているのだ。

　約5年前に、わが日本に於いて次のような書物が出ている。題名は『経済学者に騙さ

れないための経済学入門』（注1） である。著者は経済学者のグループ4名で、この本の冒頭

に何故このような題名を選んだかを述べているので、煩を厭わずに引用すると、『イギリ

スのケンブリッジ大学教授だったジョーン・ロビンソン（Joan Robinson、1903～

1982）という経済学者は、「マルクス、マーシャル、ケインズ」（1955年）という

エッセイの中で、次のように述べています。The purpose of studying economics is 

not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to 

learn how to avoid being deceived by economists.　経済学を学ぶ目的は、経済の

問題に対して一連の出来合いの答えを得るためではなく、どうしたら経済学者に騙されな

いかを学ぶことである（マルクス主義経済学の検討、都留重人・伊藤光晴訳：p.38、紀

伊国屋書店、1956年）。』
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　因みに、このジョーン・ロビンソンは当時ケインズ派の重鎮であり、ケインズ経済学の

成立に大きな貢献をした人だが、この書物の著者たちは、今の経済学者たちの中には、上

記にあるようなジョーン・ロビンソンの警告を忘れてか、無視してか、依然として自分達

の経済学を絶対視している人々が数多くいる現実を憂えているのである。ここであえて附

言すると、この書物の問題点は、著者達の主張が「数多くの経済学者やエコノミストは間

違っているが、自分達は間違っていないよ」とする点である。これでは専門家でない我々

にとっては古いジョークだが、「インディアン嘘つくが、わたし嘘つかない」とインディ

アンが言っているとの話と同じことになるのではないだろうか。

　2009/5/31付けのやはり日本経済新聞の「経済論壇から」というコラムに、「世界

大不況時代の経済学」というタイトルで東京のある有名大学の教授が、今回の大不況につ

いて色々な雑誌に出た日本の経済学者の論調をかなり大きなスペースを使って解説してい

る。尤も、特筆に値するような事は書かれていないので、引用の煩は避けるが、要するに

日本の経済学者の意見の「衝突」の模様が羅列されている。甚だしきは、相手の研究を

「非常に浅薄な学問」とまで非難し、まさに大衝突が起こっている様子が描かれている。

　筆者が驚くのは、このコラムを書いた当の大学教授の結論である。曰く、「……問題解

決には……官僚機構に取り込まれた学者や似非エコノミストなどを見抜き、そうした人々

の言説に耳を貸さないという良識を多くの人が持つことが肝要となろう」とある。字面は

至極ごもっともな見解のように聞こえるが、要するに、我々素人を含む多くの人々に対し、

もっとちゃんとした良識を持つように努力し、もっとしっかりせよと教えを垂れておられ

るのである。しかし上記に縷々述べてきたような経済学界の混乱状況のなかで、専門家で

もないわれわれが、似非エコノミストをどう見抜き、どのような良識を持てと言うのだろ

う。さきに触れた「経済学者に騙されないための経済学入門」を読んでも、書かれてある

のは、著者たちが間違っていると考える他の学者の研究・学説をとりあげ、それに対して

自分達の方が正しいといっているだけであり、このような環境・状況の中で、専門家でな

い我々に似非エコノミストかどうかをどう見抜き、どのように良識を磨けというのだろう。

　また、この新聞コラムに名を挙げられた経済学者の方々は、もし天皇陛下が、「君たち

専門家達はいったい何をしていたのか、昨年10月の株価大暴落の約2年も前からサブ

プライム問題でアメリカが危ないのではないかとの巷間の噂が高かったし、昨年秋の突如

の市場の混乱までに時間的な余裕も充分にあったのに、その間どうしてはっきりとしたこ
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とを経済学界の統一見解として言わなかったのか」とご下問があったら、どう答えるのだ

ろうか。「似非エコノミストを見抜けとか、良識を持てとか言う前に、どうして自分達で

率先して世に範を示さなかったのか」と陛下から尋ねられたらどう答えようと言うのだろ

うか。

　ここまでご覧頂いたように、取り上げ方が少し厳し過ぎるかも知れないが、以上は少な

くとも筆者の勝手な推論でもなければ、偏見による想像でもない。つい先頃の新聞紙上等

で明らかにされた、ありのままの経済学の現状であり、偽ることのできない経済学界の姿

である。寺田寅彦は「物事を正しく恐れるのは難しい事である」と言ったが、このような

現状の中で、まことに難しい事ではあるが、「正しく恐れる」ための努力は必要であり、

その為にも、専門外の我々といえども現在の経済社会、経済体制の中で、どうのように身

を処すべきであるか、或いは少なくともどう覚悟しておくべきかを考えておく必要がある

のではないだろうか。そしてその為には、経済の専門家等も含めて、他の人の言説や権威

に頼ることなく、また、どなたかの難解な理論などに振り回されることなく、自分の普段

の常識を信じ、日頃の自分の信条とする処に即しながら、こころ静かに振り返ってみると

いうのはどうだろうか。お釈迦さまも最後は自分を頼りにしなさいと言っておられる。少

なくとも真っ当で、公平な自分の常識で判断できる範囲で、これらの問題を理解しようと

努めてみるというのはどうだろうか。

　そこで、改めていったい資本主義とは何なのか、どのようなものなのかを振り返ってみ

る必要があるが、経済学的に見てどうこうというような話になると、それはあまりにも学

究的過ぎて、到底筆者の任ではない。しかしながら、筆者がここで試みてみたいのは、現

在の資本主義と呼ばれているものに関して常識的なことではあるが、時代の流れとともに

若干のずれが出てきており、必要な知識としては些か古くなって来ていると痛感している

ことが幾つかある。また世の中に常識的に受け取られていることで、実は歴史的事実と相

違している事柄も若干ある。その辺りをこの際、少し詳細に見直しておくのも、あながち

無駄な回り道でもないだろうと愚考する。また、それらの作業を通じて資本主義の姿がお

ぼろげにも見えてくれば、願ってもないことである。やや、煩雑であり、また釈迦に説法

の感無きにしもあらずだが、敢えて私見を述べてみたい。
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アダム・スミスと、その著作「国富論」についての誤解

　経済学者やエコノミスト、或いは学校で勉強する経済学徒以外の人々が、アダム・スミ

スの「国富論」などを手に取ることはほぼあり得ない。にも拘らず、アダム・スミスの名

はその著書「国富論」という書名と共につとに有名である。それ故、読まれもせずに世に

流れる噂と誇張の為に、実に多くの人に誤解されたまま、今日に至っているようだ。アダ

ム・スミスの名誉の為に、それと同時にもし誤解があれば、それを訂正して頂く為に、こ

こで少しページを割かせて頂きたい。

　先ず、国富論という書名そのものから、金を殖やそうという薄汚い金儲け論かと受け取

る人が一般には結構多いし、アダム・スミスを悪徳資本主義の権化のように思っている人

も随分と多いようだが、とんでもない誤解である。原文の書名はAn Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations. であって、その意は、国富ではなく、

国民の富である。通常、訳本では、wealth of nations を「万民の富」と訳しているこ

とが多い。つまり、国家の富も関わってはくるが、着地点は「万民の富」としている。

「万民が苦しんでいて、どうして国が豊かといえるのか」という考えが彼には明確にあっ

た。

　もう一つ、アダム・スミスの名を有名にしたのは、レッセ・フェール（自由放任主義）

の概念である。つまり、この概念は今では一般的に、市場というものは自由放任の状態に

しておけば、自然に「見えざる（神の）手」（invisible hand）が働き、適正な処に収め

てくれるという考えとして説明される。それには違いないのだが、しかし彼の真意はもう

少し別のところにあった。因みに、スミスがこの「見えざる神の手」を持ち出すのは「国

富論」の中で市場の機能を論ずる時に使った、たった1度に過ぎない。

　当時、政府（君主、国王と同義）や権力者が蓄財の為に、自分達の都合の良いように市

場を規制し、アダム・スミスが考えていたあるべき経済の姿が大きく歪められ、彼はそれ

を深刻に憂えていた。彼が規制を嫌ったのも、そのような権力側の恣意的利益誘導……た

とえば大地主や広大な土地を持つ貴族達が収穫した穀物の価格を不当に高く吊り上げたり

する行為等……による市場の歪みを避けたかった為であり、それでレッセ・フェールを勧

め、見えざる神の手に任せた方が、うまくいくと説いた経緯もある。

　にも拘らず一般には、彼が置かれていた当時の状況を考慮せずに、一般原理として全て

にレッセ・フェールを主張したかのように、受け取られているのは大きな間違いであり、



注2） 「Virtue」を「徳」と訳すについては、異論もあろうかと思われる。言葉としての歴史的な基盤の異なる日本に
おける意味合いとは違う面もあるが、他にこれ以上に適当な訳語に思い至らず、また決して的外れでもないと
考え、この訳を使った。
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アダム・スミスにとって遺憾なことというほかない。彼はむしろ、種々の経済活動の暴走

を懸念し、「徳」（Virtue）（注2） という言葉まで持ち出し、その堅持が必要であることにま

で言及している。やみくもな自由は抑制されなければならないと考えていた。そして「国

富論」の中で、次のようなエピソードを紹介し、止めどない欲望の追求を無益な徒労とし

ているくらいである。

　エルピス王の寵臣が王に言った事は、人間生活の普通の境遇にあるすべての人々にあて

はまるに違いない。王は、その寵臣を前にして、自分が将来に亘って行おうと企てている

全ての征服を順序だてて話して聞かせた。王が最後の征服計画を話し終えたとき、寵臣は

うやうやしく訊ねた。「ところで陛下、それらの征服をすべて終えられたそのあと、陛下

は何をなさいますか」。王は言った。「そうだな、それから私がしたいと思うのは、私の友

人たちと共に楽しみ、酒を飲んで楽しく語り合うことだ」。寵臣は言った。「陛下がその楽

しみを今すぐなさることを、何が妨げているのでしょうか」。残念ながら、その後の経済

社会の推移は、アダム・スミスが願ったようにはならなかったが、上記のエピソードはい

つの時代も変わらぬ真理である。

　アダム・スミスは確かに国家の富を増やすことを推奨したが、それは一つの過程であっ

て、彼が望んでいたことは、経済活動によって増えた富が、悲惨な状態にあった当時の下

層階級全体を潤すことであった。それが為に、彼は国王が領土を増やさんが為の戦争に

よって国富が蕩尽されることを憂え、資本家を励まして産業を興させ、下層の人々に働き

口を与えようとしたのである。この下層の人々を潤すためにこそ、国家を豊かにすること

が必要であるとして「国富論」を著わし、将にここで彼は有名なレッセ・フェール即ち

「見えざる神の手」を持ち出し、個々の人による自分の為の利己的行為としての利益の追

求が、その本人の意図せざる結果として国を富ませ、それがひいては下層階級を潤すと考

えた。

　彼の見込み違いと言えることが、もう一つある。それは、これら下層の人々を救うため

の方策として、富裕層に大きく課税して、それを分配するという誰もが考える方法がある

が、彼はこの案には明確な支持を出さなかった。その理由は、かかる下層の人々も世間の

軽蔑や無視から自由でなければならないし、それとともに独立心をも獲得しなければなら
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ないとし、したがって彼等に与えられるべきものは「施し」ではなく、「仕事」であると

考えた。そして、この仕事を生み出すという目的を達成できるのは、国（即ち君主、国

王）や、貴族や地主達ではなく、資本家或は資本家層こそ、その為の本命であると考えた。

残念ながら、この点についても、アダム・スミスの考えたようには事態は推移しなかった。

現在に至るまで、少なくとも先進国は常に完全雇用を目指しており、その後、経済そのも

のは驚くほど大きくなったが、完全雇用についてはまだまだ遠い道のりのようだ。

資本家層（労働者層に対する）というものについて

　因みに上記に出てきた資本家又は資本家層であるが、アダム・スミスが意味した資本家

層は今では存在しないと言って過言でない。一般には未だに「資本主義」と言うと、一方

の側に資本家がおり、他方に労働者がいて、資本家側は常に労働者を極限まで搾取しよう

と虎視眈々であり、労働者側はその為に塗炭の苦しみを強いられているという構図を想起

し、それが今もなお存続していると信じている人が多いようだ。しかし、実態は既に大き

く様変わりしている。

　先ず、嘗て言われた資本家なり、資本家層というものが、今では殆ど消えてしまってい

る。企業の存立と動向を左右できる資本家なり資本家層というものは、以下に説明するよ

うに、痕跡は残ってはいるが、もはや存在しないといって過言でない。従って、資本家と

対比して考えられた労働者層も大きく変質している。事務系の社員も、工場で働く社員

（以前は労働者と言った）も、上級社員としての経営者も、会社の一員という意味で同等

であり、もし彼等が証券会社で株を購入すれば、株主となる。つまり、旧来の資本家側に

なる。要するに、社員であり、労働者でありながら、株主つまり昔の資本家という事にな

る。社員持ち株制度もあり、昔風に言えば、資本家側が労働者側に資本家になるように勧

めている訳であり、昔のような資本家側と労働者側を隔てる垣根のようなものは、もう今

は存在しない。企業を動かす経営者も役員も知能労働という労務を提供する労働者であり、

経営が拙ずかったり、不適材と判断されれば解雇されるのだから、とても昔の意味での資

本家とは言えない。

　大株主というものは確かに存在する。先ず、創業者一族というのがある。だが、現今の

日本に於いては、これは既に前世紀的遺物に近いと言える。持ち株比率にしても、精々

5％未満である。何故、前世紀的かというと、既にその役割を終え、次第に消えていく過
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程にあるからである。未だに残っているのは、くだらない因縁がまだ後を曳いているか、

一族の嘗ての会社に対する郷愁のようなものが残っているか、一度に株を処分すると税金

が大きいからかのいずれかだろう。消えていく運命にあるというのは、相続のたびごとに

税制上、持ち株が半減またはそれ以上の比率で減っていかざるを得ないからである。世界

にはまだこのような前世紀的遺物が元気に生き残っている国はあることはある。前世紀か

らの有名ブランドを持つ会社とか、自動車メーカーとか、数えれば幾つもある。しかし、

その活躍が世界経済の表舞台で目立ってくる程の勢いは最早ないといえる。精々、一族間

の人間特有の内輪もめで新聞紙上を賑わすくらいだろう。

　株主を資本家と呼ぶのは自由であるが、建前は兎も角、実際には株主というものは、嘗

ての資本家のように直接的に経営に口を挟むなどという事は、今では不可能になっている。

株主総会を通じての経営陣の入れ替えという法的手続きを経て、経営に影響を与えること

が出来るという事になっているが、そういうケースも余程の時以外は、殆どない。あまり

に無力になった株主を叱咤して、近年「物言う株主」なる言葉が生まれたほどである。建

前に過ぎない位に権威を失墜している株主権を集めて、多少の睨みをきかそうという程度

にはなったが、甚だしくマイナーである。このように資本家側も変質し、労働者側も変質

した。そしてそれにつれて、資本主義の意味合いも変化してしまっている。

　本論に戻るが、アダム・スミスの望みにも拘わらず、彼が強く説いた「徳」への道が、

その後顧みられることなく経済活動の中に反映されることなく、消えてしまった原因の最

大のものは、時あたかもヨーロッパの各国が中央集権的近代国家建設・発展の途上にあり、

工場制機械工業の発達と相まって、それぞれの国家が競って富国強兵策に走り出した時代

相にあり、そのうねりに巻き込まれ、その渦中で忘れられてしまったようである。改めて

繰り返すが、アダム・スミスは自由競争を含む自由な経済活動には「徳」が不可欠とした。

しかし、この「徳」という言葉とその精神、そしてアダム・スミスの思いは、以後の経済

学には受け継がれなかったように見える。特に近代経済学の時代になってからはその気配

もない。「徳」はもう、古くなったのであろうか。それとも、近代科学の合理性の世界に

馴染まないとでもいうのだろうか。確かに、今の日本でこの言葉を口にするのは少し気恥

ずかしいような気さえする。「何を今頃古臭い、時代遅れな」という揶揄が今にも飛んで

きそうである。しかし本当にこのことは時代遅れなのだろうか、賞味期限の切れた昔の古

臭い概念にすぎないのだろうか、それとも、そのように感じさせる今の時代そのものが、
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何処か間違ったところへはいり込んだ所為なのではないだろうか。

　翻って、日本に於いても、一昔前までは、商人「道」という言葉もあり、経済活動を行

う際の人としての「道」として三方両得即ち、「己れも、相手も、そしてまわり（社会）

も」が得をするように努めるべきという考えが、根強くあったはずである。我が国資本主

義の父と呼ばれる渋沢栄一は、あの当時すでに「徳」が失われる風潮を嘆いたと言われる。

その人徳の現れでもあろうが、彼が亡くなった時に、短歌誌「アララギ」に、「資本主義

を罪悪視する我なれど君が一代は尊くおもほゆ」というプロレタリア歌人の一首が渋沢を

偲んで残されている。プロレタリアにまで慕われる程に彼の人徳はその生涯を通じて広範

囲に及び、またその姿勢は終生変わることがなかった。後年、三菱の岩崎弥太郎が、「あ

んたと俺が手を組めば、日本中の経済を一手に握ることが出来る。一緒にやろうじゃない

か」と申し入れてきたとき、渋沢は、「私は日本の経済を一手に握るために事業をするの

ではない。なるべく多くの人が多くの事業に関われるようにしたいのだ」と言って、誘い

にのらなかったという。渋沢がプロレタリアにまで慕われたことを見ても、結局はモラル

の問題であり、経済制度なり、システムを利用するわれわれ人間の側にこそ、問題が存在

すると言わねばならないのではないだろうか。近年、何か不都合があると、人々は国なり、

社会なり、或いはまた経済システムのせいにしようとする傾向があるが、この辺りからの

見直しも必要ではないだろうか。

大量生産方式について

　この「大量生産方式」というものが、現今の経済社会の色々な面での環境破壊を生み出

した元凶とされている。つまり、この仕組みこそが資本主義が生み出した悪弊のように思

われ、また悪徳資本主義の申し子のように批判されている嫌いがあるが、これは大きな思

い違いであり、公平な見方とは言えない。

　実はこの大量生産方式というものは、資本主義が地球上に出現するずっと以前、アダ

ム・スミスが「国富論」を著わす450年も前の中世に、ヴェネチアのアルセナーレ

（arsenale）造船所に於いて既に、そして立派に実現されている。つまり、機械らしい機

械が存在する以前に、当時としては比類を見ない大規模で、極めて組織化され、システム

化された見事な生産方式が地球上に姿を現わしているのである。ヴェネチアの街が実に数

多くの大小の運河と、それを結ぶ幾多の橋によって構成されているのはご承知のとおりで
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あるが、アルセナーレに於いてはこの運河を利用した大量生産方式が当時既に考案されて

いたのだ。細かい部材一つ一つが流れ作業で集約され、縦横に張りめぐらされた運河をベ

ルトコンベア的に使いこなし、それらの部材なり部分なりが運河に沿って運ばれながら船

穀（船の骨組み構造）の建造から艤装まで、実に効率よく船の建造が進められる。14世

紀末には1万6千人のスタッフをかかえ、かなり大型の軍船を運河を利用した流れ作業

で建造し、驚くことに1日一隻のペースで生み出すだけの建造能力を誇っていた。船の

種類も3段、4段、5段櫂のガレー船など様々で、これがその時代のヴェネチアをして

三千三百隻、乗組員数万人規模の大船団を可能にし、この生産力が後の第四次十字軍の輸

送、兵站を可能にしている。このようなヴェネチアの全盛時代に考案された大量生産方式

を可能にした運河利用の驚くべき建造工程は、サンマルコ広場の近くにある船舶史博物館

に保存されている詳細図などから窺い知ることが出来る。

　大量生産方式なり、そのアイディアは、資本主義誕生の遥か以前にすでに確固として存

在しているのであり、近代資本主義社会に於ける大量生産が環境問題を生み出したとすれ

ば、それは資本主義の所為というよりも、むしろそれは人間の止まることを知らない欲望

と、近代科学が預かって関与していると言うべきであろう。原理の発見の時点では意図し

なかったとはいえ、原子爆弾をも生み出してしまった近代科学の存在がなければ、このよ

うな地球規模の環境問題を惹き起こす程の大量生産は不可能であったと言えるのではない

だろうか。また、科学の進歩・成果をすべて「善」と受け取り、絶対視する人々の過信が

大きな行き過ぎを生み、はからずもこのような行き詰まりを招来していると言えるかもし

れない。

貨幣制度について

　資本主義が悪者呼ばわりされ、その問題点があれこれ論議される度に、常にやり玉にあ

がるのが、貨幣制度及び金融制度のことであるが、その中でも一番焦点が当たるのは信用

創造の部分であろう。信用創造とは、厳密な定義としては、金融機関の融資行為を通じて

連鎖的に生まれるものを指すとされ、信用創造の大部分はそれであるが、広義には、その

他大小、種々なものがある。要するに、貨幣が新たに発行されたわけでもないのに、貨幣

が増加したのと同じ効果が出ることを指す。

　銀行の融資を通じての信用創造のメカニズムは非常に理解しにくく且つ煩雑なので、一



注3） リアルト橋近くのサン・ジャコモ広場の周辺は中世の頃に、既に国際貿易に従事する商人と金融関係者が集ま
るヴェネチア経済の心臓部であった。ここに銀行や手形交換所のカウンターが出て、色々な手続きが行われた
という。
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番分かり易い手形発行行為を例にとると、融通手形というものがある。例えばここに一定

の資金に窮している人がいて、信用力のある友人に頼んで手形を発行して貰う。通常なら

それを裏付ける売買とかの商行為がある筈であるが、そのような裏付けなくして単に資金

融通のためだけに発行された手形だから、これを融通手形という。信用力のある人の発行

した手形であれば、第三者への支払いに充てることも出来るし、或いは銀行に持ち込んで

現金化することも可能である。従って、手形という紙切れが貨幣と同じ働きをすることに

なる。つまり貨幣をその分だけ増発したのと同じ効果が出ることになる。これが信用創造

である。銀行融資の場合は、このような信用創造効果が連鎖的に繰り返し生まれていく。

　唯、ここで非常に興味深く、指摘しておきたいことは、このような効果が前もって意図

されていたとか、計画されていたということは全くなく、ごく普通の経済活動、つまり銀

行が顧客に融資するとか、会社なり個人が手形を発行するとかの普通の商行為に付随して

自然に発生する現象であることだ。これらの信用創造は、それが行われない通常の状態よ

りも、経済をより刺激・拡大するプラスの効果があるが、その一方では逆に、融通手形の

ような場合は、一つ間違えば経済を不安定に陥れる原因にもなる。つまり手形の不渡りと

いう事態の発生によって、ヴァーチュアルな通貨のヴァーチュアル性が露呈し、その損害

が連鎖を呼んで拡大する可能性が潜んでいる。先頃のサブプライム問題の折に、住宅抵当

証券等のデフォルト（default：債務不履行）が現実化した。つまり、もともと紙切れで

あったものが、本当の紙切れになったわけである。

　このように信用創造を生み出す銀行融資や普通の手形取引は勿論のこと、融通手形すら

も、実は資本主義のはるか以前から、イタリアで立派に存在し、利用され流通していた。

更に驚くべきことに、ヴェネチアには中世の頃から既に、銀行、両替商、保険会社、手形

交換所（注3） 等が存在し、現金を介さずに口座から口座に振り替えるシステムさえ、この時

代に制度化され、立派に機能していた。今迄見てきたように、この信用創造という現象も、

先の大量生産方式と同様に、資本主義が出現するはるか以前、中世の頃から存在していた。

　世界の交易、商業活動の歴史をたどっていくと、古代から中世にかけてビザンチン帝国

の築き上げた遺産をヴェネチアが受け継いで、中世から近代へと橋渡ししたことがわかる。

驚くことには、現在の資本主義社会の主要なツールである、資本、投資、契約、利子、損
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益、複式簿記、海上保険、低当融資、委託運送、船荷証券などの概念は、この時代のヴェ

ネチアにおいて既に常識化し、それらを駆使した商活動・生産活動が確立して、上手に利

用されていた。従ってまた、以上から推測するに、これらの制度の活用範囲はヴェネチア

の交易範囲であるアジアを含むオリエント文化圏にまで届いていても不思議はない。かの

マルコ・ポーロもこの頃のヴェネチアに生まれ、若い時に元王朝のフビライ皇帝に仕え、

その手足となりながら、ヴェネチアとの交易の勉強をしていたのだ。

　貨幣制度そのものも古代か、或いはそれ以前の物々交換の時代の習慣をその萌芽として

自然発生的に生まれ、人間の知恵とともに高度に発達してきたのであり、その結果上記の

通り、資本主義が出現するはるか以前に、既に非常に洗練され、高度化したシステムと

なっていた。つまりこれも、資本主義の出現以前に既に存在したのであり、資本主義に根

差したものでは決してないのである。余談ではあるが、先程からの話題の融通手形という

ものは、普通一般には良識ある人が関係すべきでない危険な商行為として非常に悪評が高

い。しかし他方では好意手形とも呼ばれる。つまり、手形発行人の好意が、一時的に金に

窮した人を危機から救う行為であるからという肯定的な見方で、このような言葉が生まれ

たのであろう。

　これを見ても判るように、問題の根は、貨幣とか融通手形とか、それらをめぐる経済の

制度とかにあるのではなく、それを使う人間のモラルにあるということのようだ。貨幣制

度、金融システムの問題について、その部分だけをヒステリックに糾弾しても、解決には

ならず、却って事を更に混乱させる恐れがある。貨幣制度にしろ、金融システムにしろ、

歴史的に昔から西洋、東洋を問わず、そして主義を問わず、その経済社会を育て、支えて

きた仕組みである。それは人体で言えば、血液なり、体液を全身に巡らせる循環器システ

ムであると言える。筋肉組織ではないから、直接人間の活動の助けにはならないから、そ

して外側から見えない働きであるから、ともすればヴァーチュアルなものと勘違いし易い

し、それに振り回されるのを嫌っての非難に走りがちだが、血液が滞り、循環機能が停止

すれば全ては終わる。先頃のサブプライム騒動の折も、その危険が憂慮されたから、世界

が震撼したのである。

現在の経済体制について

　俗に「近経」、つまり「近代経済学」（「マル経」即ち「マルクス経済学」に対してこう
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呼ばれる）とは近代資本主義を対象とするものであるが、その近代資本主義経済社会はプ

ロテスタンティズム及び、近代科学と共に三位一体と位置づけられ、それが近代西洋文明

を支えてきたとされる。産業革命以降の西洋文明はこの三者を原動力とし、また支えとし

て目覚ましい進化を遂げ、大いなる発展を築いたと言える。

　その後、ソ連を代表とする共産主義諸国の行き詰まり、崩壊が相次いだが、遂に中国に

於いて、鄧小平の決断によって、資本主義的な経済運営の手法が取り入れられ、その経済

体制は共産主義的市場経済と呼ばれるようになった。それに対して、区別の必要もあろう

から、資本主義市場経済なる用語が生まれ、更に、先にも触れた通り、資本主義という言

葉にずれなり、違和感なりが生じていた折から、近年では自由市場経済体制という呼称が

使われ出した。

　つまり、共産主義市場経済では経済活動は完全な自由ではなく、またその政治体制が民

主主義ではないのに対し、資本主義市場経済では自由主義・民主主義がその根幹であり、

基盤でもあるために、自由市場経済という呼び方が多く使われるようになった。現在の自

由主義・民主主義諸国の経済体制を表す言葉としてまずまずの妥当性を持つ言葉と考えら

れる。

市場経済社会の本当の姿

　経済の生態をよくよく眺め、つきつめて考えてゆくと、経済社会というものは不可思議

としか言いようのない世界である。その中を流れる動きの有様、運行の姿には、通常の

我々のいわゆる合理性に基づいた理解を超えた、いかにも不可解としか言いようのない面

が多々ある。ここまで見てきた貨幣制度であるが、実をいうと、これは壮大な虚構と言っ

て過言でない。我々は壮大にして華麗な虚構の中で生活しているのと同じである。きっと、

そんなバカなと思われるに違いないが、以下を読んで頂いて、冷静にご判断頂きたい。

　上記の信用創造の部分は勿論、一般貨幣も同じように、その価値はとどのつまり信用の

上に成り立っており、信用なくしては無価値に転落することは先刻ご承知の通りである。

昔のように兌換券であれば、日銀なり、中央銀行に持ち込めば、金に換えて貰えた。しか

し今はそれは出来ないのだから、信用が失われれば紙幣は単なる紙切れであり、また硬貨

は単なる金属片に過ぎなくなる、つまり紙幣なり、硬貨なりは、いずれも結局はヴァー

チュアルなものだということも、すでにご存じの筈である。……と、このようにたたみ掛
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けられると、読者の皆様はマサカとは思いながらも、すこし薄気味の悪さを感じられるに

違いない。だが、その不安は決して間違いではなく、正しい感覚と言わねばならない。ロ

シア、つまりソヴィエト連邦崩壊後の新興国ロシアはこの10年程の間に2度までも激

しい経済危機に陥った。この時に、ロシア通貨ルーブルの信用は強烈に失墜し、外国なり

外国人は当然ルーブルでの受け取りを拒否し（つまり紙切れ扱い）、また国内のロシア人

も外貨を選好し、急いでルーブルを売って外貨に換えようとする動きが怒涛のように起

こった。当時、ルーブルの価値を下げているのはロシア人自身だと噂された程である。

ルーブルの価値は瞬間的には三分の一から十分の一にまで下落した。さすがに紙切れには

ならなかったが、価値の下落によって実際には現金資産の大半が失われたのであるし、

言ってみれば、その部分が紙切れになったのと変わりはないのである。

　このような危機は、今回もヨーロッパの数ヶ国で顕著に見られたし、また数年前の東南

アジアでも発生して世界中の政府、金融機関を慌てさせた。われわれ日本人は、幸いにし

て通貨の「円」が基軸通貨であるドルに対して戦後を通じて大勢として上昇トレンドに

あったから、このような悲劇的な経験には今までのところは遭遇せずに済んできたが、ご

承知のように近年為替レートの振幅が大きくなり、円の価値もほんの一年位を通じてみて

も10％～20％はすぐに変わる。われわれ自身は国内にいて円で受け取り、それをまた

円で使っているから、為替の変動を直接には感じないが、国の経済が国際貿易の渦中にあ

る限り、われわれの懐も実際には日々、微妙に変動しているのである。つまり、懐の現金

だけでなく、預金や株や投資信託などを含めた金融資産……円建てであれ、ドル建てであ

れ……の一部が紙くずになったり、また元に戻ったり、或いは価値が増えたりを毎日繰り

返しているのだ。

　では、「金」すなわち「GOLD」であればよいのか、というと、それも程度の差こそあ

れ、同じことである。人間が「金」という金属に価値を幻想するから価値らしきものが生

じるのであって、例えばこの世を悟ってしまった人、或いはこの世に望みを失った人には

金とて無価値な石ころや金属片と変わりはない。「金」の変わることのない究極的な価値

を保障してくれる人は世界中何処にもいないということを人は忘れている。今や「金」の

相場は商品市場で乱高下している。倍にもなれば、いつ半分になっても不思議はない。金

の価値はもともと昔から、本当を言えば幻想だったのである。今迄、事無く済んできたと

いうだけのことである。
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　貨幣・金融の世界だけでなく、われわれが住む経済社会には同様のことが幾重にも存在

する。もうひとつ例をあげると、現在の経済社会に於いて「不要で実用価値が低い」財貨

が大量に生産され、資源不足の一因となっていると嘆き、資本主義を非難する人がいるよ

うだが、それでは、この世で生産されている財貨の中で本当に実用的即ち「人間にとって

必要不可欠」と呼び得るものがどれだけあるだろう。水は不可欠だが、それ以外の飲み物

は、清涼飲料から酒類に至るまで皆不要不急で実用価値は疑わしいし、逆に健康を損ねた

りして害になるものまである。更に、そのような不要不急で実用価値の低い財貨のための

テレビ広告を始めとする宣伝活動こそ、まさに不要不急で実用価値皆無の誹りを真っ先に

受ける業態・経済活動だが、そこにはコピー製作、印刷工程、用紙やインクの製造、その

為の機械製作等、数知れぬ大小の企業とそこに働き、大事な生活の糧を得ている実に多く

の人々が存在する。そしてこの分野で動くお金の額も膨大である。衣についても、殆どす

べての衣類も、昔は「ふんどし」一枚で済んでいたものが、パンツに至るまでファッショ

ン化し、真に実用的なものはごくごく僅かである。このように衣食住のどれをとっても同

様であり、寒さを防げる物さえあればとか、雨露を凌げさえすればと決意すれば、後はす

べて一切不要不急ということになる。従って、鉄鋼産業から繊維産業、素材メーカーから

完成品メーカーまで、すべての産業・企業が、便利で、面白くて、楽しめるものではある

が無くても済む商品・物事に結びついているものばかりを造っていることになる。「物づ

くり」という言葉があり、いかにも価値あるものを日々生産に励んでいるというイメージ

であるが、今見たとおり、つき詰めて言えば殆ど不要不急で、無価値と呼び得るものの物

づくりをしているに過ぎないことになる。

　これは実に壮大な贅沢であり、壮大にして、この上ない巨額の無駄遣いと云える。贅沢

をし、無駄遣いをすれば貧乏になるのが普通であり、それが当たり前のことと常識的には

考えられている。ところが経済社会では、この常識と逆のことが起こり、これらの「不要

不急の財貨」を消費する贅沢、そして無駄遣いが、計り知れぬほどの巨大な需要となり、

それが波及効果を生み、その厖大な力で国民経済を活性化させ、国を富ませ、人を富ませ

ることになる。消費こそ経済の最大の栄養源なのである。役立つ消費であれ、無駄遣いで

あれ、どちらでも構わない。有名な例えであるが、穴を掘って、すぐにまた埋め戻すとい

う無益な労働に対して賃金を払っても、有効需要には変わりはないことをケインズが指摘

している。システムから見れば、その見解は当を得ている。現在の FRB議長のベンジャ
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ミン・パーナンキ氏は2002年 11月の講演で「ヘリコプターで紙幣をばらまく」とい

う例えを使ってデフレ阻止を訴えたが、そのお陰で、ヘリコプター・ベンのニックネーム

を得ているくらいである。

　今や、世界中の国々、そして共産主義国である中国までもが、需要喚起に躍起になって

いる。実質を離れ、虚に走っていると言える。物を買うのに何が必要かの判断は個々人に

任せておけばよいものを、それでは生ぬるいと消費を煽るのである。要するに、「不要不

急でもよいから兎も角、買い、そして消費しろ、そうすればみんなよくなるのだ」という

論法である。勿論、この論法は先程来見てきた通り、間違ってはいないし、需要喚起策が

成功すれば、景気は良くなり、すべては丸く収まる可能性は大きいのも事実である。本来

であれば、贅沢を慎み、無駄を省いてこそ、富が増えるはずであるが、国の経済、世界の

経済では、実は逆なのだ。もし万一、すべての人が贅沢を慎み、無駄を省くことに専念し

たら、景気はそれこそ奈落のどん底に落ち込み、その結果あらゆる産業での企業倒産続出

となり、遂には経済は荒廃し、崩壊する。つまり、血液が滞れば、人体は弱り、遂には死

に至るかも知れないという道理と同じことである。

　この経済社会の在りようを不可思議といわずして、何と言えばよいのだろうか。先程、

「われわれは壮大な虚構の上にいる、華麗な虚構の中で生活しているようなものだ」と

言った意味が多少なりともご理解頂けただろうか。そしてまた、不要不急なものを造り続

けるという壮大な無駄使いの集積が、大きな繁栄を招来するという実に不可解な経済社会

の中に、そしてまた、無駄遣いはいけない、それは「悪」であるという通常の常識では理

解できない経済システムの中に、われわれが生活していることの不可思議さを多少なりと

も感じて頂けただろうか。この姿を、危ういとは思うものの、これがいけないとか、悪で

あるとか言い切れるだけの根拠を持ち合わせない。

近代文明は病んでいるのでは？

　さて、われわれ人間は、「より豊かに」を願い、その為により便利を求め、便利になる

ことで時間と労力を省き、生じた余暇をこの世を楽しむために使いたいと願ってきた筈で

ある。そして今や、便利さはその質も、量も、規模も、昔に比べれば計り知れない。空間

移動の為には自動車があり、新幹線があり、ジェット機まである。日常生活としては、自

動ロボット的電気製品が広く普及し、etc, etc, etc. であり、ほんの半世紀前には夢の世
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界だったことが目の前に実現していると言える。にもかかわらず、人々は今も変わらず忙

しさに追い回されている。いや、昔以上に忙しそうである。そしてまた、「豊かさ」を実

感しているようには見えない。常に追い立てられ、不安があり、行き詰まり感・閉塞感が

あり、未来ある子供達が簡単に自殺する。幸せとは程遠い思いを否定できない。昔の方が

もう少しましだったのではとの疑惑さえ起る。物質文明のみならず、文化の面でも高度な

レベルに達しているにもかかわらず、このような現状は、これをどう考えればいいのだろ

うか。これを何と心得ればいいのだろうか。一体今迄に何を築いてきたのだろうか。

　それだけではない。われわれはいろいろな面で追い詰められてきている。先ず、環境問

題がある。科学の進歩・発展の結果、幾多の産業が興り、繁栄が齎されたが、今やその仕

返しを受ける立場になったともいえる。また、核兵器の問題もある。地球まで破壊出来る

かどうかは知らないが、少なくとも人類を絶滅する力はありそうである。少し大げさにい

えば、人類の命運が一触即発の危機に晒されている。何ゆえに人類はこんなところまで来

てしまったのか。豊かになれば、争うことも無くなるという論理も、信念も揺らいでいる。

イランのアハマディネジャド大統領は「イスラエルをこの地球上から抹殺する」を選挙公

約として選ばれた。そして大統領となった今、原子力を手中にしようと躍起である。公約

実現のためには、今の米国と比較して、その経済力と武力の差を考えれば、核兵器が唯一

残された手法であることは明らかである。一方、イスラエル側は、もしイランが核を手に

入れれば、抹殺される危険を回避する行動を採らざるを得なくなる。イスラエルの国民は

そのような危険に黙って耐えることは出来ない。その帰結は明確であり、核の先制使用で

ある。遠い国での出来事のようであり、また、グローバリズムの世界であるから、身近な

喫緊の課題という認識も必要である。

　何ゆえにこれほどの亀裂がうまれ、これを消すことが出来ないのか。なにゆえに、これ

ほどの反目、憎しみ合いが存続するのだろうか。事は経済危機とか、グローバリズムの問

題であるだけに止まらなくなっている。政治の問題でもあれば、近代文明の危機とも言え

るのではないだろうか。最近の世情を子細に見ると、われわれの近代文明は病んでいるの

かも知れないという疑念がどうしてもよぎる。われわれは何処かで道を間違えたのではな

いだろうか。
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例えば、イラクの問題

　米国のイラク民主化の為の努力。この民主化政策については、やれ石油資本がどうだと

か、ブッシュがその代表だとかの、為にするような議論もあり、それも或いは一面では事

実かも知れないが、大きい筋道として米政府も、また米国民も、このイラク民主化への努

力を正義と考え、善としているからこそ、あれだけの米兵士の死、米国民の血を流しての

犠牲を容認しているのである。そして、国連に代表される国際社会も概ねこれに賛成し、

それを正義として容認しているように思える。

　にもかかわらず、である。良かれと信じて勧めることが、何故あれだけの反発を買うの

か。イラク国民の将来の為と信じて勧めることが、なぜあれだけの根強い、執拗な抵抗に

遭遇せざるを得ないのか。民主化の押し付けを正義とする米国は、そして国際社会は、何

処かで大きな、根本的な思い違いをしているのではないだろうか。もし、現在の近代資本

主義つまり「自由市場経済社会に問題在り」とすれば、その基盤となる現代文明、つまり

今の世界を覆う近代西洋文明が病んでいるのかも知れない。

改めて近代資本主義と言われるものについて

　近代資本主義は近代ヨーロッパの象徴であるプロテスタンティズム、及びニュートン、

デカルトに始まる近代科学と共に三位一体と位置づけられてきた。且つ、この近代科学は

周知のように、客観性をその絶対性証明の基礎に置く二元論をもとに築かれてきたもので

ある。つまり、「主観」は非科学的とされ、曖昧でいい加減なものとして排除されてきた。

また、近代は青壮年男性モデル〔力と大きさを競う〕で進んできたという見方がある。つ

まり「老」は死にかけているもの、主役の座を降りたもの、或いは無用のものとして卑し

められてきた。それに対して、日本、また中国では「老」を崇め、大切にしてきた痕跡が

歴然とある。言葉にしても「老成」、翁、仙（若い仙人などいない）等を見ても、如実に

顕われている。

　更にまた、西洋に於いて近代を支えてきたのは北ヨーロッパ型の知であるとする見解が

ある。対応するのは南イタリアやスペインで見られる南型の知とされる。効率重視の直線

的な時間観をもつのが北型の知とされる。神の意に叶う敬虔にして禁欲的勤勉な生き方を

志向し、未来を眺める目線を遥か天空をにらんだ一直線の彼方に置き、ゴシック建築のよ

うに上へ上へと上昇を競おうとする。一方で、南型の知はもっと複雑で、ノンリニアな時
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間観を持っているとされる。北型の禁欲的勤勉とは反対に、この世をゆったりと楽しもう

とする姿勢であり、アバウトで、素朴であり、建築で云えばロマネスク寺院や修道院のよ

うに田舎の景色によく似合う。この南型の知のエリアでは、働くことは必要悪に過ぎない

ように思われ、くそ真面目に働いているだけの人は誰にも相手にされなくなる。働くこと

を出来るだけ少なくして、如何に心豊かにゆったりと過ごすかが人生であるという考え方

が根付いている。

　ゲーテは有名な「イタリア紀行」の中で書いている。「私がかねがね狙いをつけていた

ことが、まさに的中した。というのも、なぜ、自然についてあれほど相異なる観察があっ

たか、また、なぜ、人々の意見があれほど相異なり相互に錯綜し合っているかを私は、こ

の土地に来てはじめて理解し、その問題を展開させるすべを学んだからである」。ここで

ゲーテが自然を観察する仕方について云っているのは、〈近代の知〉の自然科学者である

ニュートンの普遍主義的な自然研究とは相反するものを、彼が念頭に置いていたからでは

ないか。また、彼はこうも言っている。「彼（当時のガイドブックの記者）は、ナポリに

は3万から4万の無為徒食の輩がいると述べている。誰もが同じことを言う。しかし私

は、南国の事情に少し通じてきたお陰で、多分これは1日中あくせく働いていない者は

すべて無為の徒と見なす北方的見解に過ぎないと推測した」（注4）。つまりゲーテは、働く

ことを出来るだけ少なくして、如何に心豊かにゆったりと過ごすかが人生であるという考

え方をする人々を無為徒食の徒と断じ、そのような生き方を否定する、いわゆる「北方的

見解」に疑問を呈しているのである。

　北型の知、即ち「進歩」、「発展」、「勤勉」、「向上」等を疑うことのできない「善」とし、

これを絶対視するリニアな考え方に反省の時が来ているのかも知れない。何故に、止まる

ことなく進歩しなければならないのか、なぜ、ひたすら勤勉であることが尊ばれるのか、

時には立ち止まり、或いは退歩してもよいではないか、自分さえ納得できれば、怠惰で

あってもよいではないか。最近の少子化問題についても、一方で地球上の資源枯渇を憂え

ながら、他方では人間の数は増え続けねばならないとする凝り固まった発展至上主義が無

反省にまかり通る。以上に触れた近代西欧文明の在り方についての批判なり、反省的な考

え方なりについて、ここで詳しく語ることは紙面の都合で出来ない。このような考え方・

見方もあるという示唆に止めさせて頂く。
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「競争」という事について

　グローバリズム、又は、グローバルな経済社会。それは、お金も人も国境を越えて自由

に行き交うことが出来る同じ土俵の上での自由で、公平な競争を基準とした、誰もが納得

できる経済システムによる世界経済建設を志向するものと言えよう。この定義の字面は美

しく見える。反対し難い概念と言えよう。何故なら、近代思潮は向上、進歩・発展を支え

る競争を「善」とし、競争こそ経済社会の原動力としており、われわれはその考え方に染

まってしまっているからである。しかし、現実には今の企業競争は殺戮に近いと言える。

まさに弱肉強食そのものの世界が現前しているのである。生き残りをかけた競争というこ

とは、敗者は経済社会からの退場、つまり消滅を意味する。

　先に、本誌春号の問題提起「資本主義はお嫌いですか」に於いて、日本の巨大金融機関

がわれ勝ちに走った合併劇の姿について、「欲望という言葉だけでは律しきれない魔物的

な力を感じさせ、恐ろしくさえある」と述べたが、先頃また、新聞紙上を賑わしたキリン

ビールとサントリーの企業統合の話を聞いて、今更ながら、人為を超えた得体の知れない

自律的な力が働き始めているように思えてならない。今回の両社の統合であるが、どちら

の企業もいわゆる超優良会社であり、将来性もある。また、決して赤字に苦しんでもいな

ければ、資金に困っているわけでもない。そして会社の誰もが好んで合併をしたいと望ん

でいるのでもない。であるのに、何ゆえに、そこまで……との思いに駆られる。

　しかし、当事者は生き残りに必死なのだ。確かに、もし後れをとれば生き残れないのも

確かな今の経済社会の在りようである。このような高次元に入った競争を支えている魔物

のような力は何処から来るのか。その源流は、独断と偏見との誹りを敢えて覚悟の上で言

わせて頂くと、今の世界を覆う近代西洋文明の底を流れる普遍主義、合理性への絶対的な

過信にあるのではないだろうか。それが、あくなき進歩、発展、あくなき前進、向上をと

いう上方への直線的な志向を導きだし、且つそれを支えているのである。このような競争

が続いて行って、行きつく先はどのような世界なのか。相手を極限まで追い詰める、あく

なき競争心は人の心を荒廃させる。これをどう考えればよいのか。

日本の田舎のあるお婆ちゃんの言葉。
「引き分けがええ。引き分けが一番じゃ。みんな引き分けで終わったらええにのう。」

　これはそのお婆ちゃんがテレビで相撲を見ると必ず、それも毎回つぶやく言葉だそうで
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ある。どちらかが勝てば、どちらかが負けることになる。当然である。しかし、それが嫌

なのだ。だから、引き分けが一番いいという。すべての対戦がみんな引き分けで終わった

ら、競技にも、スポーツにもならないのを知ってか知らずか、相撲を見る度にこのように

つぶやいては、身をよじるように残念がるのだ。

　なにかにつけて競い合うという性向は、人間の持って生まれた消し難い本能なのだろう。

一種の宿痾のようにさえ思えるが、昔から人間社会は競い合う事によって、進歩し、文明

を発展させ、そして繁栄してきた。特に現代社会とその市場経済は、この競争を「善し」

とし、それによって今の目覚ましい文明社会を築いてきた。ウイリアム・ブレイクの詩に

「病むべくこの世に生まれて、健やかにと命ぜられ……」という一節があるが、人間は、

遺伝子的に組み込まれた本能によって、生まれながらに病んでいるのかも知れない。そし

てまた、人間は神の失敗作ではないかという見解もあるが、人間に限らず地球上の動物も

植物も、その生態をつぶさに見れば、生物には生存競争とその為の弱肉強食が必然のよう

に見える。神は一体何をしようというのだろう。

　この弱肉強食をあくまでも「非道」と見るのか、或いは視点を変えて、食物連鎖の時を

超えた循環としての整合と見て、「善し」と観念するのか。日本には次のような世界が未

だに残っている。琵琶湖の葦原で今も、葦の繁みを縫って鮒漁をする漁師が、一日の漁を

終えて引き上げる時に、必ず何尾かの捕ったフナを鳥たちの為に残していくという。決し

て豊かとは言えない生活の中で、誰に言われたわけでもなく、誰に見せようとの気もなく、

自然にそれを日々の習わしとしている。また、収穫を終えた果樹の実を幾ばくか、鳥たち

の為に枝に残していく習慣のある農村もあると聞く。ここには「徳」を教えられたわけで

もなく、その意識もない、素朴な「徳」なり、「人の道」の姿がある。このような姿は一

体何処から来ていたのであろうか。

心の時代

　近頃よく、心の時代であるという事が言われるようになった。恐らく誰もが現今の近代

西欧文明の限界に気付き、科学的文明社会に、ある種の行き詰まりが来ていることを感じ

ているようだ。誰もが、この科学的文明社会が進歩・発展してきた過程の中で、何か大事

なものを置き忘れてきているのではないか、そしてそれは心のことであり、自然のことだ

と感じているように思われる。
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　スローライフという言葉も近頃よく、テレビ等で耳にするようになり、また新聞・雑誌

等でも散見するようになってきた。ひと頃の、猛烈社員、企業戦士を賛えた時代とは明ら

かに人々の意識も、考え方、感じ方も変化しつつあるようだ。進歩・発展の一筋道をひた

走る熱狂から、一歩距離を置こうとしているようであり、ひょっとしたら方向を間違えて

いたのではと、誰もが感じ始めていると言える。すべては繋がっており、すべては一体で

あるのだ。心身一如という言葉がある。心が病めば身体も病む、身体が病めば、心も病む。

同様に、心が病めば経済も病み、政治も病む。最早、経済体制だけをあげつらって済ませ

られる問題ではなくなってきているようである。

　先に触れたように、かつて日本に確かにあった「徳」の心は失われてしまっているが、

ごく簡単にいえば、そのような心は、科学を絶対視する近代西洋文明に駆逐されたと言え

る。勿論それは誰のせいでもなく、日本で育まれた古来の心を忘れ、きらびやかに輝く西

洋風に憧れた日本人自身の責任に帰する。その近代西洋文明の問題点は、近年になってよ

く言われるようにデカルトに始まる二元論に基づく、合理性のみに依拠した認識を絶対視

したことにある。計量不能なもの、二元的に表現できないものを、あたかも存在しないか

のように無視し、計算できるものだけを対象にして、それで万事を知り尽くしたかのよう

に装う、それが近代西欧文明の正体と言える。大切なものを無視し、積み残したその報い

を、いま受けているのではないだろうか。

　この別れ道は、自然をわが身の外にあって、それを征服の対象とするのか、或いは自然

こそがわが身と一体であり、わが身を生かし育むものとして、畏敬の念を以て寄り添うの

か、実に重大な岐路である。自然に寄り添うとは、人智で分からぬものは分からぬものと

して、分からぬままに受け入れ、自然が行う運行の中に自分を無理なく、それなりに生か

してゆくことではないだろうか。分からぬからといって生きられないわけでもなく、分

かったとて何ほどのことがあろうか。はるか昔より、今の我々が知り得たあまたのことを

知ることなく世を去った無数の人々があり、われわれもまた、はるか未来の人類から見れ

ば、多くを知ることなく去っていくのである。人間を含めて生物は、この世に生れ出た時

以降に習得した智恵だけで生きているのではない。生まれ出た時すでに、計り知れないほ

どの生きるための智恵を賦与されてこの世に在る。生まれ落ちた馬の子がすぐに、習いも

しないのに立ち上がるのは何故か。教えられもしないのに生まれてすぐに母親の乳房に取

りついて吸うことが出来るのは何故か。この世にわからぬものがどれほどあろうとも、生



注5） 一般には人々は経済社会のことはすべて数字で置き換えることが出来ると考えているようだが、またそれが現
代の常識というものであり、経済学者も、経済官僚も、また諸エコノミストも、そうであるかのようにものを
言い、振舞っている。しかし、数字で表せる世界、つまり計量可能な世界とはほんの僅かの限られた世界であ
り、数えることのできない、計量不能の世界の方がはるかに大きい。ところが経済学は、そのよって立つ基盤
として、「人間は合理的に選択し、且つそれに基づいて行動するであろう」という限定された推定（例えば、同
じものが高い値と安い値で出ていれば、必ず安い方を選択するという推定）を大前提とせざるを得ず、その上
に立って経済理論を構築している。しかし、よく考えてみれば誰でもわかるように、人というものが何時の場
合も、諸事合理的に行動していると考えるのは大いに間違っている。人の心の中に渦巻く、妬み、恨み、虚栄
心、馬鹿げた意地、ちょっとした事での逆恨み、等々、数え上げれば切のないほど多くの感情や情緒が交錯し、
殆どの場合、これらが程度の差こそあれ入り混じって集積し、表面化した心によって人は動かされるのであり、
知らず知らずのうちに人というものは、これらによって否応なく決断させられているのである。ただ、先ほど
も触れたとおり、経済学という社会科学では、これらの感情・情緒は計量不可能ということで、無謀なことで
はあるが、この大きな領域を無視してしまっているのである。この「人間は合理的に行動する」という大前提
について、最近では多少の反省が行われるようになり、「ランダム」（random）という用語や「ゲーム理論」
などがマクロ経済学や数理経済学に取り入れられる傾向にあるが、まだまだマイナーであり、これらの「ラン
ダム」にしろ、「ゲーム理論」にしろ、困った挙句にそれこそランダムに思いついたアイデアで、従来の理論の
上にそれを継ぎ足しているに過ぎず、真剣な反省の上に構築されようとしている変革とはとても思えない。対
症療法的な小手先の修正に過ぎない。しかし、心ある医師や、医学者は、医学が成し遂げてきた成果は非常に
大きいけれども、それでも尚、未知の部分の方がはるかに大きいことをよく、充分にご存じの筈である。

注6） 高校在学中に音楽を志して、ジュリアード音楽院に入学し、やがてプロ奏者としてジャズ楽団に加わって演奏
していた経歴がある。
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きるのに困ることはないのではないか。

終わりに

　この病んでいる自由市場経済社会が抱える問題について、ここまで読み進んで頂いて申

し訳ないことではあるが、残念ながら解答も対案も持ち合わせていない。資本主義であれ、

何主義であれ、自由市場経済である限り、恐慌の可能性は常にある。起きた時の対応が問

題となるが、今の経済学では覚束ない。経済学こそ、二元論の病弊が他の学問に増して重

篤である（注5）。というより、事は経済学の範疇を超えていると言うべきかも知れない。今

や評価は地に落ちたが、元 FRB議長のグリーンスパンは有名な「バブルの崩壊は予測で

きない」と明言した。これは今まで誰も認めようとしなかったことであり、これは蓋し、

元々経済学者ではなかったグリーンスパン（注6） ならではの「名言」である。崩壊しないバ

ブルはバブルではない。崩壊したからこそ、バブルと名がつくのである。問題はこのよう

な自明のことを認めようとしなかった人間の側の科学信仰にある。

　われわれに残されている道は、強いて言えば、月並みではあるが、常に虚構の中にある

ことを忘れないこと。そして良寛の災難を逃れる妙法、即ち「災難に逢うときは

云々……」しかない。しかしある意味では、これは世の常でもある。また既に、「色即是

空」という教えもある。兼好は、その「徒然草」の中で「万事頼むべからず」と覚悟を決

め、「人みな生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり」と言っている。進歩・発展の先の
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未来をのみ信じ、今を生きることを忘れる所行は「死を恐れざる」行為と云う事かも知れ

ない。合理性に欠け、矛盾に満ちた「主観」、そしてその中にある「心」の問題をなおざ

りにし、ひたすら合理性を崇め、普遍性をのみ尊び、その為のあくなき向上、進歩への道

をひた走ろうとする近代文明はどのような世界に行き着こうとしているのだろうか。矛盾

した事象の共存を容認出来る物理学も生れかかっていると聞く。人類は間に合うのだろう

か。将来のあるべき姿を考えるにあたって、ここまでに述べたことが果たして的を射てい

るのかどうかについて、確たる論証を提示する力は筆者にはない。「正しく恐れる」ため

に拙い知恵を絞った末の直観としてそのように感じ、自分としては間違っていないと信じ

ているだけである。それらを示唆するに留め、諸賢のご判断を待つことにさせて頂きたい。

 2009年 9月30日

「サロン談義6」コメント5

資本主義の美徳

秋山麗子＊

　本誌22巻 1号（2009年春季号）のサロン談義6（Ⅰ）において萬野善昭氏が問題

提起された「資本主義はお嫌いですか」は、私のような経済音痴の素人にも大変わかりや

すい内容でした。図に乗って、些か的外れかとも思われる感想「人間の強欲さと弱さ」を

「コメント1」として書かせて頂きましたが、このほど「資本主義はお嫌いですか」の続

編として、「資本主義の行方を考える」と題する「コメント4」が萬野氏から寄せられま

した。

　この「コメント4」のご執筆にあたり、萬野氏は木曽の山荘にこもられ、盛夏から秋

にかけて微妙に色調を変えてゆく御嶽の神聖な姿を朝な夕な遠く眺めやりながら、じっく

りと構想を練られたのではないかと拝察いたします。かなり長文のエッセイですが、構成

と言い、論旨の展開と言い、資本主義発達の歴史にまつわる、一般に余り知られていない

興味ある話題の数々の取り扱い方と言い、また、資本主義経済というものの来し方行く末

を読者ひとりひとりに考えさせずにはおかない「断定的結論のない結論」と言い、これ以
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上は望めないと思うほどの充実した内容に心底圧倒されました。

　萬野氏とお知り合いになったのは、この「資本主義はお嫌いですか」以来で、そう長く

はないのですが、今回その続編を執筆されるとお聞きしましたとき、本誌のBooks 欄で

取り上げられた数学入門書「きらめく数学」のような、素人向きの経済学入門書をいつか

書かれては如何でしょうかと、申し上げたことがあるのです。いわゆるエコノミストと言

われる先生方の書かれた入門書は色々あるのでしょうが、専門外の分野の方が広い視野に

立って書かれた入門書らしくない入門書の方が、素人にはとっつき易いのです。数学で言

えば、小川洋子さんの数学小説、「博士の愛した数式」のような作品でしょうか。今回読

ませていただいた「コメント4」は経済学入門書というよりは「資本主義経済入門書」

とでも申し上げた方が適切で、昨年来のグローバルな金融危機に絡み、資本主義或いは資

本主義経済そのものが悪の根源であるかのような風潮が高まっている昨今、萬野氏のこの

「資本主義経済入門」は、正に時宜を得たものではないかと思いました。

　萬野氏が今回のコメントの中で触れておられるアダム・スミスの「国富論」につきまし

ては、ゲーテの「ファウスト」や、ダンテの「神曲」と同じで、萬野氏も指摘されておら

れます通り、名前だけは知っていても読んだことはないという範疇に当然ながら私も入り

ます。1776年にロンドンで出版されたというこの本の初版本は rare book 中の rare 

book なのだそうで、二十年ほど前でしたでしょうか、Beverly Hills に近い古文書の老

舗で、ご立派な金庫に納められたその初版本なるものを主人と一緒に拝ませていただいた

ことがありました。それを金庫から取り出してくれたときの白髪の店主の手つきを眺めな

がら思い出したのは、戦争中、小学校の天長節（戦後は天皇誕生日と改名され、式典を伴

わない単なる祝日となった）の式典で、モーニングコートに正装した校長先生が、白木の

三宝に載せた教育勅語の巻物を白い手袋を嵌めた両手で恭しく捧げ持ったときの、その手

つきでした。当時で6万ドル（？）という値段がついていたのを覚えておりますが、現

在は何と15万ドルもするのだそうです。そんなご大層なものではなく、もっと人並み

の値段で買ったと思われる edition が主人の書棚にあるにはあるのですが、この何十年と

いうもの、横目でそのご立派な背表紙を眺めることはあっても、お恥ずかしいことながら

読んでみようと思ったことはありませんでした。萬野氏のコメントに触発されて、初めて

我が家のこの edition を手に取りページを開いてみました。ところが、その活字はなんと

18世紀の英語の活字で、恰度昔のドイツ語の「ひげ文字」のように “s” の字が “f” の字
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の形に近く、例えば “spirit” の筈が “fpirit” に見えてしまうのです。「これはエライこっ

ちゃ！」と思いました。よくよく見ましたら、この edition は「国富論」発刊200周年

を記念して1976年に出版されたファクシミリの限定版で、初版本をそのままコピーし

たものだったということがわかりました。

　「国富論」につきましては、その内容とは関係のない一寸した思い出もあるのです。

1973年、カレッジを卒業して米銀の国際部を受験したときのことです。筆記試験が済

んだ後の面接試験で、“Wealth of Nations” を読んだことがあるかと聞かれました。嘘

も言えませんので、正直に “Unfortunately No.” と小さな声で答えました。でも、そう

いう本があることだけは知っています！と大声で付け加えたものです。「国富論」を読ん

でいることが採用の条件だとしたら、「これはとてもダメだね」と思ったのですが、何故

か何週間か後に採用通知が来てしまい、かくして私のアメリカでの corporate life は

「国富論」を読んでいなかったことからスタートし、読まないままに終わったというわけ

です。

　お話が横道にそれてしまいましたが、萬野氏のご解説で、アダム・スミスがこの本を著

した真意が理解できました。「種々の経済活動の暴走を懸念し、virtue『美徳』という言

葉まで持ち出し、その堅持が必要であることにまで言及している」と萬野氏は書かれてい

ます。その「資本主義の美徳」という表現ですが、たまたま私が最近読みました9月

11日付けのWall Street Journal に掲載されたエッセイ、“Samuel Johnson and 

the Virtue of Capitalism” に、ご覧の通りその表現が使われていたのです。これは何か

ご縁があるのではないかと、単なる偶然とは思えず、少なからぬ驚きを覚えました。筆者

はEliza Gray という方で詳細な経歴は出ておりませんでしたが、同紙のこの夏のBarley 

Fellow とありました。

　このエッセイは、Samuel Johnson が資本主義（当時はまだ資本主義という用語はな

かった由ですが）或いは商業市場というものをどう捉えていたかをめぐる、一種の哲学的

エッセイですが、1760年代ロンドンに創設された文学クラブ、The Literary Club で

の集会の模様の描写から始まっております。集まった面々の文字通りglittering な名前

の羅列に、田舎者の私はまず度肝を抜かれてしまいました。世界最初の英語辞典を編纂し

たことで知られるSamuel Johnson を筆頭に、政治哲学者のEdmund Burke、画家の

Joshua Raynolds、博物学者 Joseph Banks、歴史学者Edward Gibbon、そして、
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「われらの」Adam Smith。これら錚々たる知識人たちが毎週月曜日、Turks Head とい

う居酒屋に集まり、晩餐のあと、哲学、修辞学、芸術をはじめ、人間の性格や本性に関す

る疑問について喧々諤々の議論を楽しんだのだそうです。その成果はこのメンバーたちの

数多い著作にも反映されているのではないかと思います。Samuel Johnson という方は

“clubbable man”『クラブ向きの男』とも呼ばれたのだそうで、こういう集まりが大好

きな方だったとか。菅原努先生が創められた京都大学名誉教授のグループ「イメリタス・

クラブ」も、ひょっとして、この Literary Club を想定されてのことだったのではないか

と、ふと、そんな気がしたものでした。また、本誌の「サロン談義」や「Books 談義」

も、そうしたクラブでの論談風発を紙上に移す試みなのではないかとも思いました。

　本誌22巻3号（2009年秋季号）、「いのちの科学プロジェクトシリーズ」のテーマ、

「文理融合をめざして」をめぐり、鈴木昌子先生が科学コミュニケーシヨンに関する論文

を寄せられていましたが、その中に「科学革命以前には、哲学をはじめとする人文科学が、

自然科学を含んだすべての学問の土台にあった」という一節があり、往時の名残？として、

現在でも欧米の大学ではPh.D（哲学博士）という名称の博士号が自然科学系の研究者に

も授与されている事実を挙げ、「専門的知見を生かしつつ判断や決断を下すことの出来る

知恵の総体としての智を養う場は、今の大学では著しく失われている」と書いておられま

した。Eliza Gray による “Samuel Johnson and the Virtue of Capitalism” のエッセ

イの中で、鈴木先生の論旨と響きあう一節に遭遇したときは、思わず眼を凝らしてしまっ

たものでした。拙訳ですが次のようなものです：

これまでの歴史を通じ、18世紀という時代は、教養あるひとが学問のあらゆる部門に精
通できた最後の時代であったと言われている。一方その時代の知識人たちが、知識という
ものには essential unity（根本的な一貫性）があり、自然科学および人文科学、あるい
は道徳学、政治学は、総合的な立場に立ってこそ、適切に理解できるものであると信じて
いたことも確かである。

　Gray のエッセイは更にSamuel Johnson について次のように述べています：

彼は権威ある英語辞典の最初の著者として広く知られているが、人間の本性、道徳、及び
通商についての彼の思想は、今回の金融危機を機に轟々と巻き起こった anticapitalist 
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ethos（反資本家エトス）に対する、極めて時宜を得た antidote（解毒剤、矯正手段）
である。

　その antidote 性を説明するものとして、1795年に執筆された小説 “The History 

of Rasselas” や、1773年 James Boswell（Johnson の弟子で、人物伝の名著とい

われる「Samuel Johnson 伝」を著したスコットランドの法律家、著作家）と共に

Hebrides 諸 島 を 旅 し た 折 の 旅 行 記 “A Journey to the Western Islands of 

Scotland” に表現された、人間の本性や商業活動に関する彼の洞察が紹介されておりま

す。Johnson によれば、「人間というものは元来欲望的であり、野心的であり、現在

持っているもので満足するということがなく、また人間の幸福は穏やかな自己満足的状態

よりも、むしろ懸命にあがく努力によって達成されるもの」ということで、“The 

History of Rasselas” の中の登場人物のひとり（Johnson 自身を髣髴させる哲学者）

による次のような台詞が紹介されておりました：“those who have all that they can 

enjoy must enlarge their desires.”（楽しみの全てを既に手に入れている人は、その

欲望を更に拡大しなければならない。）

　勿論 Johnson は、「ブレーキの利かなくなった野心や欲望が陥る道徳的感情的な落と

し穴に対しても警告を発してはいますが、そうした野心が a force for good となるであ

ろうこと、またその欠如が an even greater force for ill となるであろうことを知って

いた」とGray は書いております。この場合のgood, ill の適切な日本語訳が一寸思い当

たりませんので、ここではそのままにさせていただきました。

　Gray は更に、Johnson の著作になる “Adventurer 067” というエッセイに触れ、市

場というものに対する彼の洞察を挙げております。このエッセイが書かれたのは、英国が

商業の急成長期にあった1753年、アダム・スミスが「国富論」を発刊する23年前の

ことで、ロンドンのような商業都市では雇用機会は有り余るほどあったとのことです。

Johnson によれば、「人間の生活において、ひとりの人間が自分自身のために出来るこ

とは限定されており、何千人というその道の専門家の労働の恩恵を受けないひとは極めて

少なく、そういう意味でも、市場というものは多様な人間の欲望が満たされる唯一のメカ

ニズムだ」ということになります。

　Johnson がここで説明しているのは、今日われわれが “Capitalist system” と呼ぶも
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のですが、萬野氏も書かれておられる通り、capitalismという用語は当時はまだなく、

Johnson の英語辞典の中で説明されているのは capitalist という用語のみである由、そ

の capitalist の意味も、これまた萬野氏が指摘されていらっしゃる通り、当時と現在で

はその意味に大きな変遷があります。また、capitalism同様、「Johnson にまだ知られ

ていなかったことは “ideology”（観念形態論）の概念であった」ともGray は指摘して

おりました。

　Johnson に関するGray のこのエッセイの結論は、『Johnson が見たように

capitalist systemというものは人間の本性に最もよく適応したメカニズムであり、そ

うした人間の本性が今もなお我々の中に生きている以上、現代のモラリスト達の叫ぶ「資

本主義非難」に軽々しく同調すべきではない』というものでした。

　ここで私として一言付け加えたいのは、萬野氏も「コメント4」の中で指摘しておら

れましたが、「現代の資本主義経済が、その発展の途上どこかで方向を誤ったのではない

か」という反省です。萬野氏の描かれたゴシック建築に表徴される「北の知」とロマネス

ク建築に表徴される「南の知」との鮮やかな対比は大変説得力があり、反省の機を提供す

るものでした。一方、Samuel Johnson における資本主義の美徳の中で、今日の我々に

反省の機を与える言葉として考えられるのは、次のような一節です：

人間の本性は常にmore を、そして better を、また適切に導かれた場合は nobler を熱
望するものである。

　現代の資本主義経済が陥った pitfall は、適切な指導（proper instruction）を欠いた

まま物質的なmore と better だけに走り、精神的な nobler への熱望を失ったための結

果なのではないかという気がします。

 2009年 10月 7日
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Books 談義11　中井吉英、大東　肇　編「いのちに触れるコミュ
ニケーション」をめぐって（ Ⅰ ）
オフィスエム　￥1,400＋税　2009年 10月 25日発行　ISBN978-4-904570-08-1

「Books 談義11」コメント１（内容紹介を兼ねて）

サイエンスとアートの融合としての触覚
山岸秀夫＊

　「京都健康フォーラム」は、本誌発行母体である健康財団グループの関連事業として、

2000年より毎年1回開催されてきた。本書は、その一環として、2004年から

2008年まで5回に亘って開催されたフォーラムの記録「ルネッサンス京都21　五感

シリーズ」を締めくくる総集編としての第5集であって、第1集（嗅覚）1）、第2集

（味覚）2）、第3集（聴覚）3）、第4集（視覚）4） にひき続いて触覚を取り上げている。

2009年 1月31日に開催されたフォーラムは、「五感のはたらき－いのちに触れる」

と題され、フォーラムのパネルディスカッションで座長を務められた本庄 巌さんが、本

書では同名の題で、五感の総合として触覚の全貌をとらえておられる。

　全ての生物は細胞を基本構造としており、その細胞外からのシグナルを細胞表面受容体

で受け取っている。これまで本誌のBooks 談義で取り上げてきた五感シリーズでの哺乳

動物の感覚器官は、それぞれの刺激に特化した受容器であり、化学物質に対しては鼻（嗅

覚）や舌（味覚）が、光刺激に対しては眼（視覚）が、音波に対しては耳（聴覚）など外

部からも明白に識別できる形態が対応しているのに対して、直接的な物理的刺激に反応す

る受容器官（触覚）は身体の内外上皮に散在していて明白な形態を外部に示さない。おそ

らく原生動物も含む全生物に共有する原始的感覚であり、高度に発達した文明社会で置き

去りにされつつある基本感覚ではないかと思う。

　これまでの本誌Books 談義に寄せられたコメントの数は、聴覚に対して11、嗅覚に

対しては6、視覚に対しては5、味覚に対しては4である。夜行性の貧弱な生物として、

2万年ほど前に強大な爬虫類の陰で誕生した、哺乳動物が生き残るための主要な環境セ

ンサーとして取り入れた聴覚と嗅覚への関心の高さが反映されていて興味深く思った。

Books 談義
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　本書では、アロマセラピーやタッピングタッチのような身体外部上皮からのスキンシッ

プや、ボイスアートのような自身の体内上皮を刺激して自らの心を揺り動かす動作、異界

の霊と触れ合う能の幽玄の世界などが実例をもって語られている。ここには、心身一如の

世界、普遍性のサイエンスと個別性のアートとの融合がある。文明の最先端機器によって、

益々増幅されつつある聴覚への関心を凌ぐような数のコメントが、全生物に共通の原始的

基本感覚としての触覚へ寄せられる事を期待している。

 2009年 10月 25日

文　献

１）中井吉英、大東　肇編：香りでこころとからだを快適に、オフィスエム（2007）
２）大東　肇、中井吉英編：味覚が与えてくれるやすらぎの暮らし、オフィスエム（2007）
３）中井吉英、大東　肇編：モーツァルトを聴くとなぜ癒されるのか、オフィスエム（2008）
４）大東　肇、中井吉英編：眼がとらえた情報がこころに与える影響、オフィスエム（2009）

「Books 談義11」コメント２

「触る」や「触れる」がもたらすもの
栗原紀夫＊

　五感のうち、触覚に関してだけは特別の感覚器官はなく、皮膚表面すべてで「触る」

「触れる」を感じると言えそうです。触覚が動物生存上最も基本的で大切な感覚だという

ことは間違いないでしょう。進化的に考えれば、もっとも原始的な感覚とも言えそうです。

ただし無脊椎動物、たとえば高度の進化をした節足動物での触覚については保留します。

　まず感覚がこころとからだにどういう働きかけをしてどういう気持ちを与えているかを

考えてみましょう。視覚、聴覚、味覚、嗅覚などは、それぞれの感覚に応じた特徴に従っ

て、快、不快などの気持ちを与えます。視覚で言えば、美しい景色や優れた絵画を見るこ

とは気持ちのよいものですし、醜悪なものを見ると不快になるでしょう。聴覚、味覚、嗅

覚でも同様にそれぞれ私たちに特徴的な感情を呼び起こすことが多いと思います。誰でも

様々な快、不快の例をすぐに思い浮かべられるのではないでしょうか。
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　ところで、「触覚」はどのような気持ちを私たちにもたらすのかを考えてみますと、こ

れまで私にはあまり気持ちの良いものはすぐには思い浮かびませんでした。「触る＝さわ

る」と「触れる＝ふれる」という言葉を聞くとき、どのように感じるのかを考えてみます

と、とくに快、不快を感じない場合もあります。たとえば英語で touch と聞くと、特別

の感情はなく、ただ、さわったり、ふれたりという物理現象のような受け取り方をするこ

とが多いですし、日本語でも「触る」や「触れる」を聞いても同様に特別の感情を感じな

いで受け取ることも多いようです。しかし、「触る」とか、「触れる」と言う言葉を人同士

の間ということを念頭に置いて使うと、どちらかと言えば、私は良い意味（＝快）とは感

じない方が多かったのです。気に障る（触る）、気が触れる、法に触れるなど、いろいろ

あります。他人に触るというのもあまり良い気持ちでは受け取らないことが多いように思

います。本書の中で、能楽師の安田登さんが書かれた章にもそうした例が引かれています。

ただし、「触れあう」というと良い感じがすると記されていてこれにはなるほどと思うの

です。触るとか触れるという行為はどうも単純ではないと気づきます。同じ章の中で、は

じめて知ったことは「サワリ」についてです。日本古典音楽では、わざと噪音を楽音の中

に入れ込んでなにやら秩序構造を解体するような仕掛けを含みます。「制度やシステムや

美などの構造化された秩序に喧嘩を売るような音」と記されていて、「触る」ことを独特

の手法で取り入れる考え方にはあらためてびっくりします。話や文あるいは様々な芸の中

でのサワリという部分のきわだった効果の原点がこんな所にあるのかと思ったことです。

「触る」や「触れる」のもたらす効果や、この言葉の受け取り方が実に複雑で多彩だとい

うことに気づかされます。

　話を少し日常的なことに戻します。日本の社会では挨拶の時に握手したり抱き合ったり

することは昔からしないのが普通で、他人に意味もなく触れるのは無礼だとされることも

あったと思います。近頃は、とくに国際的な集まりなどでは握手や抱き合うことは普通の

事になりつつあるようですが、日本では大人同士がたとえば路上で身体の一部でも触った

り触れたりすることは普通やりません。日本でいつ頃からどのような理由でこのような習

慣が普通になったのかは分かりませんし、それがどうしてこうなったかも私には推測する

しかありません。例えば、武士階級が日本全土で実質的に支配者、統治者という立場に

あった時代にそのような一種のマナーがすべての人々にもひろがったのかも知れないとも

思いますがどうでしょうか。平安時代以前はそうでなかったのか？と問いつめられると、
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それには全く答えられません。そうした日本の社会の中で過ごしている内に、人間関係で

使う「触る」「触れる」という言葉に私はあまり良い意味を感じなくなっていたのでしょ

う。ところが子供相手だと頭をなでるとか、小さい子供を抱きしめてやるということは、

昔も今も暖かくて良いイメージをもたらします。

　別の章の中で、アロマセラピストの相原由花さんが、「植物性の香りを使いながら、か

らだに触れる（ここでは「マッサージ」という言葉もほぼ同義で使われている）ことで、

からだやこころ、そして魂を癒し、ヒトが本来備えている〈自己治癒力〉の向上に役立つ

ことが昔から知られていた」と書かれています。アロマセラピーを実践・研究し臨床セラ

ピストとしての実績に裏付けられた説得力のあるいろいろな「触る」、「触れる」の様々な

効果が記されていて、うなずくことが多いのです。実際の例では、もともと優しい気持ち

を持っているように思えるのに、なかなか心の中を開いて話そうとしない女性の気持ちが、

急に開かれた瞬間が記されていて感動的です。「香りを漂わせ」ながら、やさしく「身体

に触れ静かにマッサージする」というアロマセラピーのなかで、突如として心がパーッと

開いたときの様子が記されているのです。「触る」や「触れる」にはこんなすばらしい効

果もあるのだと感じました。

　その他、臨床心理学者の中川一郎さんが開発されたタッピングタッチという技法が、人

の気持ちを落ち着かせ不安や緊張をほぐし、人への信頼感や親しみを増すようにすること

ができるということを知ると、「ふれ合い」と「ケアしあう」世の中の流れが出て来そう

だという気持ちも湧いて来ます。またシンガーソングライターの、まやはるこさんのボイ

スアートもそれぞれの人が自分の声で本来の力を引き出すということで、体内で大きく空

気が動くという意味から「触れる」ことと非常に近いと感じました。

　耳鼻咽喉科専門医の本庄巌さんは、「触覚」という感覚が他の4つの基本感覚と実に

様々な結びつきを持ち、それに対応して脳のいくつもの部分を働かせていることを示され

ています。そうしたことによって、例えば視覚障害の人が点字で言葉を理解するには、脳

の中で指の触覚を司る部分を働かせているのではなく、目に見えるものを総合的に理解す

る「視覚連合野」という場所を働かせているとのことです。「触覚」が空間を知覚する非

常に基本的な性質を持つことがよくわかります。それと同時に「触覚」に限らず幾つもの

「基本感覚」は互いに結びついたり補ったり、あるいは干渉するなど、様々な関係を持ち

ながら複合的な働きをしているのだろうと思いました。お茶を点てるとき竹や塗り物の感
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日刊工業新聞社　￥2,200＋税　2009年 4月22日発行　ISBN978-4-526-06255-1
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触を感じつつ茶杓を静かに持ち美しい色と良い香りの抹茶を少し茶碗に入れ、次いで柄杓

で釜から湯を汲み茶碗に入れ、碗を軽く押さえつつ茶筅で点てていく、そして客に差し出

すといった一連の静かでしかもメリハリの利いた動作の中でも、随所に触覚を十分に楽し

むことができます。茶の湯がまことに優れた日本独特の芸術なのだと感じます。このよう

な比較的日常に近い動作の中での触覚のすばらしさについても、生き生きと記されていて

あらためてはっと気づくのです。

　「触る」や「触れる」は動物進化の過程を考えると原始的な感覚だとも言えそうですが、

人間社会の中では、様々な「民族」「歴史」「文化」等により、あるいは「社会的存在」と

しての「個人個人」によっても多彩な意味合いや働きを示すのだということを、改めて認

識しました。他の幾つかの基本感覚と複合的に働く「触覚」を十分楽しむことで、それぞ

れの人生を大いに豊かにできるのだと感じ入ったことです。

 2009年 10月 25日

　本書は、御用学者と一体となって、科学的に誤った情報を流布して、バイオ燃料生産という無
意味な国策を支えているマスメディアに対する告発の書であり、研究費につられて誤った国策に
従事している科学技術者が正しい社会貢献の道に立ち戻る事を願ったものである。
　1997年の京都議定書で、地球温暖化防止のためCO2 排出削減の目標が設定され、その国際
的取り決めがなされた。日本政府は農作物や草木などのバイオマスは大気中のCO2 を固定する
ので、そのエネルギーとしての利用はカーボンニュートラルで、CO2 削減に有効であるとして、
欧米に倣って早速国策として、「バイオマス・ニッポン総合戦略」を進めた。その要点は、第2
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次石油危機を契機に石油代替燃料としてバイオマスから燃料用アルコールを生産するところに
あった。すなわち石油液化の試みと同様、花形産業の自動車産業用内燃機関に必須の液体燃料の
供給を目的とするものであった。しかしバイオマスとしての農作物の利用は、世界的な食糧危機
を惹き起こすだけでなく、木材などのセルロース系原料の大量消費は地球規模の自然破壊をも招
く。それだけでなく、その液化のための生産・利用技術は未だ未熟であり、菌類などの微生物の
力を借りるにしても、大型プラントの設置、運用に当たっては有限の大量の化石エネルギーを消
費するので、CO2 の削減にならないことが明白になった。そこで政府は、2008年に農作物や
木材だけでなく海藻も対象とした「農林漁業バイオ燃料法」を制定し、農水産業への助成の手段
としてバイオ燃料を位置づけたが、その中ではCO2 削減の目的はどこかに行ってしまっている。
　著者らは、既にほぼ30年前に「東南アジア国家アルコール計画の幻想」と題する報告書を
出しており、バイオエタノールの国内利用の問題はしばらく沙汰止みとなっていたが、それを国
策として復活させたのは、石油危機当時、米国のブッシュ政権が発表した余剰トウモロコシを原
料とした燃料用アルコールの大規模な生産計画であった。その影響は食糧輸入国には深刻で、ト
ウモロコシ価格の世界的な高騰をきたしたのは周知のところである。現在世界的に見て最も大切
なのは、生命を支えるための食料の確保であって、自動車を走らせるための液体燃料の生産では
ない。日本の山林の1/3は国有林であり、そこで実施された農水省指導の植林事業の結果とし
て生じた、放置されたままの人工林間伐材や休耕田利用の燃料米を用いるエタノール製造コスト
も試算されているが、大幅な税負担なしでは、生産価格は化石燃料に対抗できないし、供給量も
十分ではないとのことである。本来、自然林や田畑は一体として活用され、里山での建材や燃料
としての直接利用や食糧生産に用いられてこそエネルギーの循環社会が成立する。
　そこで著者らは、懐かしき里山経済への復帰は無理としても、現在の生活の豊かさ、便利性を
出来る限り維持しながら、CO2 の排出削減目的と両立しうる化石燃料消費削減のための科学技
術開発として、削減効果の大きい交通・運輸部門での電気自動車の導入を挙げている。そのため
には、補助金目当ての無駄な国策研究でない、効率の高い太陽光電池開発を目指した地道な研究
への国の助成事業が必要であると結んでいる。
　しかし特に評者の注目を引いたのは、「温暖化のCO2 原因説にだまされるな」の項である。
気象学者や地質学者の中には、〈地球の歴史の中では、長い周期で温暖化と寒冷化が繰り返され
ている。古気象学の研究結果では、11～16世紀の小氷河期の後ほぼ直線的温度上昇が続いて
いる。これに対して大気中のCO2 の濃度が指数関数的に急増したのは1945年以降であって、
地球の温度上昇とCO2 濃度の増加の間に相関を求める事はできない。しかし報道機関が、氷河
の後退、永久凍土の減少、北極海の海氷の減少などをセンセーショナルにとりあげ、地球温暖化
による大災害が目前に迫っていると騒ぎ立て、科学的知識の無い一般人だけでなく、環境団体や
IPCCと共にノーベル賞を貰ったゴア元米国副大統領までも巻き込んで、宇宙線や地球磁気の影
響も含め古気象学的知見を考える科学者を異端者として人類の敵呼ばわりしている〉と嘆く人た
ちがいる。「地球温暖化CO2 原因説」を絶対的真理として疑わず、エセ・エコ製品の開発や排
出炭酸ガスの固形化・地下埋蔵などの大事業への投資活動などが起これば、科学者の社会的責任
が問われる事は確実であろう。 山岸秀夫（編集委員）
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内田義彦　著（山田鋭夫　編）
学問と芸術
（株）藤原書店　￥2,000＋税　2009年 4月30日発行　ISBN978-4-89434-680-2

　本書の著者は大正ロマンの時代に、良家の子息として生を受け、阪神間の旧制7年制高校で
青春を謳歌した後、東京大学経済学部に進み、敗戦後の日本で、思想家として活躍した専修大学
教授で、没後20年に当たり、その著作の一部が今回新たな装いで編集、再発行されたもので
ある。その世間に憚らず、歯に衣を着せぬ発言は小気味よい。しかもその編集にも工夫が見られ
る。本文「学問と芸術」は90ページ程度であるが、その前段40ページには、その核心の言
葉が、核心に触れる写真の上に重ねられて、読者の想像を掻き立て、後段40ページには数人
の識者のコメントと編者の解説が掲載されている。
　評者が本書を取り上げた理由は、本号Books のモンタルチーニの「老後も進化する脳」の中
で、科学的創造性と芸術的創造性の違いを取り上げていたからである。著者によると、日本には
既成の学問を取り上げようとする努力家、勉強家の学者は多く居るが、概して学会で地位を得よ
うとするものであり、科学的知識に「心の飢え」を感じて、学問の世界に活かして行こうとする
者が少ない。論証されていないものの中にも仮説を立て、論証済みのことをもそのまま信じない
という姿勢がないと、学問の創造は出来ない。学問の本質は真理への漸近的接近であり、絶対的
真理は存在しない。真理への接近には想像力が求められ、そこでは芸術との共同が必要である。
芸術には学問のような共同財産はないけれども、一人一人の人間に訴える絶対的意味がなければ
ならない。地球上の再生産の構造そのものを問題にしなければならなくなった今、芸術と学問と
の再結合が求められている。
　本書の編者による解説の最後に「がむしゃらな高度成長」の反省として、「百分の一としての
人間」を見る学問の眼と、「生きた総体としての一人の人間」を見る芸術の眼をつなぐことに思
想家としての著者の思いがあったと結んでいる。
　評者の体験でも、科学者として初めての発見が普遍的真実であることを確信した時の新鮮な喜
びは、筆致に尽くしがたい。しかし、それを多くの人に伝えるべく原論文として学会誌に投稿し
たとき、それが学会のパラダイムの枠内にあれば問題はないが、枠外にあると必ずその部分の削
除、修正を求められる。したがって、このパラダイムの枠内で原論文を積み上げる優等生だけが
生き残り、しかも日本の科学教育を担うのである。このパラダイムを突き破るのは「心の飢え」
を感じた異端者だけである。科学者の「心の飢え」に発する創造的なアイデアは、芸術同様、極
めて個人的なもので、予告も無く突然に出現する。科学的創造性を育てる教育カリキュラムなど
存在しない。それでいて、ノーベル賞受賞となると、やれ創造性を育てる教育だとか、学会組織
だとかと大騒ぎをする。ましてや創造的科学知を利潤の手段として科学技術に転用することを目
論む行政は論外である。 山岸秀夫（編集委員）

Books
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リータ・レーヴィ・モンタルチーニ　著（齋藤ゆかり　訳）
老後も進化する脳
朝日新聞出版　￥2,000＋税　2009年 3月19日発行　ISBN978-4-02-250559-0

　京都大学生協のブックストアの棚を見ても、「生物科学」の学術書と並んで、「脳神経科学」、
「進化・生態学」を掲げたコーナーが目に付く。しかし素人には一体どの本を選んだらよいのか
戸惑う。本誌の元編集顧問であった桜井芳雄さん（神経科学、実験心理学）によると、その本の
著者がどれほどの原論文を発表しているかで見分けがつくとのことである。それほどに身と心の
錯綜する脳科学分野では、2次、3次情報から捏造されたもっともらしいエセ科学が横行し、
素人にはその真贋鑑定が難しい。一見本書の翻訳タイトルも、マスコミに人気の「進化」と
「脳」を並列した怪しげなものに見える。しかし訳者あとがきによると、原題は「ぼろ上衣、袖
に食らうはエースのカード」とのことで、どうも本書の和文題名はマスコミ受けのために出版社
が改題したもののようで、一安心した。しかも著者は、1986年、77歳の喜寿の年にS. コー
エンと共に「神経成長因子及び上皮細胞成長因子の発見」でノーベル生理学・医学賞を受賞した
現役女性脳神経科学者であり、2001年からイタリア上院終身議員も勤めている。さらに驚く
のは、本書は昨年白寿（99歳）にして書かれた一般向け著作であり、既に著者は百寿者の仲間
入りとのことで、まことに恐れ入る。
　まずプロローグで「ガリヴァー旅行記」の中に出てくる「不死人間の苦しみ」をとりあげ、老
化現象がヒトにおいてドラマテイックな様相を呈する理由として、①寿命が長いこと、②損耗に
よる器官の衰えが表面化すること、③社会が老齢者を疎外することを挙げている。ここで本人の
科学的な証明として、精神活動だけは例外的に老年期に全く新しい能力が発揮されると断言して
いる。それは残された無数のなぞの一つで、「生きる事をより魅力的な体験にしてくれる」との
発言には重みがある。
　前段では、その謎解きから始まり、神経回路の再生と迷路の多様性が語られる。脳が思考の器
官である事に異論を唱えるものはいなくなったとはいえ、その脳神経系の迷路はそれぞれ独立し
た集合体ではなく、個々の部分が互いに関連した生体領域であり、その集積として精神が理解さ
れるとして、物質と精神を分離した「デカルトの誤り」（A.R. ダマシオ）を指摘している。そこ
には線虫やアメフラシで成功した刺激と反応（学習）のような単純な要素還元論の存在の余地は
無い。神経系の最小単位であるニューロンは、感覚、運動、連合の３種に大別されるが、ヒトで
は連合ニューロンが脳の99.98パーセントを占めるとのことである。すなわちヒトでは情動活
動に関する「辺縁系」に比べて、思考活動に関する「新皮質」を爆発的に発達させた。その結果
として生じた、この二つの部分の分離が科学技術の急速な発達をもたらし、その知が人間によっ
て正当かつ理性的に利用されるという保証を全く与えてくれないところまで来た。特にマスコミ
によるその不正確な科学情報の流出が感覚系を操作し、集団ヒステリーを起こし、戦争を惹き起
こすと警告している。ここでは脳と精神の関係をハードウェアとソフトウェアに対比している。
ハードウェアとしては、胎児成長期での遺伝的枠組みに従ったニューロン集団の形成と生後の能
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動的経験（知覚）によって形成されるものに区別される。それは指揮者のいないオーケストラに
も例えられ、各人が自ら音楽を変調すると共に他の演奏者の変調の影響も受けて、集団的、創造
的演奏が成立すると考える。評者は米国人を案内して訪れた東山東福寺の塔頭で明暗流尺八の合
奏を体験したことがある。それぞれの異なった音色は、かつて南朝の隠密としての虚無僧の暗号
として機能したかもしれない。しかしやがてバラバラの演奏が自然にたった一期のハーモニーと
なったのに、客人は驚き東西文化の違いを実感していた。本書の著者の見解では、精神とは多数
のニューロンの一期一会のハーモニーであり、ロボットでの精神の再現という科学万能主義には
懐疑的である。著者らの神経成長因子（NGF）の発見に始まる研究によると、神経に部分的な
損傷が生じると、損なわれた細胞が死に、その周辺の細胞から新に神経突起が生じて徐々に回路
の活動を再生するとのことである。この再生プロセスは目立たないものの老年期にも維持される
ことが明らかになり、老化に伴う神経回路の再生不能の見解は覆された。
　さらにその論理的帰結として、科学的創造性と芸術的創造性の違いに言及している。科学は
我々が感覚を通じて知覚する物体を対象とするが、それ自体は脳回路によって知覚され処理され
ようが、されまいが独自に存在している。しかし、「事実の集積が科学でないことは、石の集積
が家でないのと同様」で、そこに科学的創造性が発揮される。しかしその精神活動の特質は特別
の者に限られたものでなく、人類全てが共有するものであって、比類の無い一回限りの出来事で
はない。遅かれ早かれ、他の科学者が同じ仮説を得て、実証し、同じ発見をする。しかし芸術的
創造性は、感覚から得られた幻想の外見に着想を得て、何もないところから作品を作り出す一回
限りの出来事である。
　本書の中段では、前段の証言として、科学者ガリレイ、数理哲学者ラッセル、芸術家としてミ
ケランジェロやピカソなどを取り上げ、彼らの晩年の創造的活動を評価している。この中から
ラッセルの次の三つの発言を引用しよう。「科学的知識が大切なのは単にそれが実際的、直接的
に有用であるためばかりでなく、非常に観想的な精神を刺激するからだ」。「科学技術は政府や大
企業に個々人の自由で多様な発意を抑圧する可能性のある道具を提供し、日常を彩り活気付ける
感情も無視して、人間を単なる素材として扱う危険な道具となりかねない」。「年をとっても、興
味の対象が自分の人生の外へ広がれば広がるほど、人生の残りが気にならなくなるのだ」。
　後段では著者の人生観が述べられ、それぞれの人生を「札を伏せたカード・ゲーム」に例えて
いる。ポーカー・ゲームでは一番強い札はエースであるが、そのゲームでは使われずに、伏せら
れた積み札として次回に回されるかもしれない。その魅力はもっぱら偶然とルールの組み合わせ
であり、ゲームに参加するものは勝利の希望を抱きながらも、大なり小なり不安を伴う感情の起
伏を味わって終わる。人生ゲームにおいて最大の価値を持つ札とは、老年期において自らの知的、
心理的活動を巧みに運用する能力である。ここに本書の原題に掲げられた、「ぼろ上衣の袖の中
の切り札」の秘策の意味が隠されている。老年期に失うニューロンの損失も脳を構成する神経の
天文学的細胞数から見れば大したことではない。それよりもその損失を補填して新生するネット
ワークに、「自分の限界、自らの有限性を認識しつつ、無限について考える力」に賭けたいと結
んでいる。老脳の理性こそが次世代を救うかもしれないのである。 山岸秀夫（編集委員）
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佐伯啓思　著
大転換－脱成長社会へ
NTT出版（株）　￥1,600＋税　2009年 3月26日発行　ISBN978-4-7571-2229-1

　2008年のアメリカ発世界大金融恐慌に直面して、本誌ではサロン談義6「資本主義の行方」
と題して自由な意見の場を提供してきた。もちろん当初より出番であるはずの数人の経済学者に
もコメントをお願いしてきたが、概して沈黙を守っておられる。本書はそれに代わる経済学者の
一つの回答である。
　評者が本書から学んだ新鮮な知識は、「資本主義（Capitalism）の資本（Capital）とは頭金
あるいは先端と言う意味で、常に新たなフロンティア（先端部分）を求め、そのフロンティアの
リスクに対する報酬として利潤を求める運動が資本主義である」ということである。まさにアメ
リカの西部劇に出てくる開拓者精神の経済版である。今まで信じてきた「資本主義とは経済にお
ける自由主義と民主主義の実現である」との理解とはかなり異なるが、現在の評者にはより分か
りやすい説明である。元々の市場経済の出発点は物々交換で、山の民と海の民が同時に出会って、
そこでイモとサカナを交換するのが基本形であるが、3人以上が別々に出会う場合の交換の便
宜のために貨幣が発生するのであって、貨幣自身に価値は無く、「信用」こそがその母体である。
したがって貨幣を取引する金融市場では、将来に向けての信頼あるいは信用という要素が現出す
る。すなわち、物のような具体的な価値を持たない一種のヴァーチャルな市場であり、確かに
「無」から利益が生み出されている。各種格付け機関がレストランを開いて証券と言うヴァー
チャルな食物を世界に売り出し、国家間の摩擦を惹き起こしている。しかしその根底には「豊か
な社会」を目指す「物づくり」を軸にした「産業資本主義」の発展、すなわち大量生産、大量消
費が無ければならない。本書の著者は今回の世界恐慌の本質は、「先進国が産業段階として殆ど
成熟化してしまい、生産能力が過剰になり、（大量の貧困庶民の）物質的消費が追いつかない」
ところにあるとしている。そこで本書の題名にあるような、豊かな社会に対する考え方の「大転
換」が求められている。それでもまだ産業資本主義は人々の欲望を刺激して、高性能パソコン、
ケイタイ、ゲームを市場化し、過剰なまでに「新奇なもの」を開発して、「先端部分」で利潤を
生み出し、金融資本が公共的活動から、「先端部分」へと流れ出し、医療、教育、福祉、環境保
全といった部分が空洞化しようとしている。そこで、現在「豊かな社会」に要求されているのは、
「成長中心主義」でなく「脱成長社会、脱工業社会への提言」である。
　著者の具体的な7項目の提言を以下に示す。①医療の質・量の充実とその効果的で公正なシ
ステムの構築および研究機関の設置、②日本的経営システムの再構築による地方中核都市の整備、
③自由経済の枠組みの中での領域ごとの管理貿易の運用、④食糧、自然資源など基本的生活物質
の自給に向けての部分的産業保護、⑤京都議定書の枠組みをベースにした環境戦略による世界の
過度な開発的競争の抑止、⑥高齢化社会に向けた住宅環境と公共交通システムの構築、⑦確かな
判断力と総合的な知識を持った人材教育などである。
　大衆迎合の人気主義的政策から脱却して、「豊かな社会」の構築へと政治、経済を大転換させ
るのは、我々自身の「価値の枠組み」の意識変革であると結んでいる。 山岸秀夫（編集委員）
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岩槻邦男　著
生物多様性のいまを語る
（株）研成社　￥1,500＋税　2009年 9月25日発行　ISBN978-4-87639-415-9

　物理学者のE. シュレーディンガーは、「生命とは何か－物理的に見た生細胞」（翻訳版、岩波
書店、1951）を1944年に出版した。この書は、第２次世界大戦に動員された物理学者の目
を生命科学へと向けさせ、生命科学を物質科学として理解する時代へ導いた。やがてDNA分子
を生命の普遍的な司令塔とする分子生物学が華やかに誕生した。しかし多様な生物を記載分類す
る博物学はそのまま時代から取り残された。
　本書の著者は、この逆境の時代にあって、中生代に恐竜と共に栄えたシダ類を対象とした植物
分類学を専攻し、半世紀に亘って大学教育の場で、新時代の分子生物学の成果も取り入れて、生
物多様性の研究と教育を貫いた。本書は、兵庫県立人と自然の博物館の現職の館長として、「博
物館で生物多様性を考える」と題して行った10回の生涯学習セミナーに基づいたものであっ
て、「日本人の伝統的な自然との共生の概念」を発信している。即ち、著者が1999年に提起
した概念 “生命系 ”、「生命系、生物多様性の新しい考え」（岩波書店、1999）をより具体的に
解説している。類似の概念としては、地球環境を包括した “ガイア ”、「ガイア、地球生命への新
しい見方」（J. ラブドック、1979）や生命の持つ歴史性への注目を促す “生命誌 ”、「生命科学
から生命誌へ」（中村桂子、1991）がある。本誌「環境と健康」を発行している健康財団グ
ループでも、2011年に「21世紀の新しい医療パラダイムの提言－ガイア・メディシン “全て
の生命（いのち）への愛に基づく医療 ”」と題する国際フォーラムを企画中である。
　本書は10章からなり、7章までを生物多様性の解説とその現状に割き、8章以下で「共生
する “生命系 ”」が語られている。これまでの著作との重複を避け、“生命系 ” にスポットを当て、
以下に要約を試みる。
①生命の多様性は、30数億年前の単一の生命の起源（誕生）と共に始まった。
②多細胞生物では有性生殖と共に、劣性変異が保存され、種形成の速度が加速され多様化した。
③ 30数億年の生物進化の結果、現在認知されている生物種は150万である。これはおそら
く全体の数パーセントに過ぎない。そこには未知の種の発見への期待がある。
④多細胞生物では、1つの受精卵から発した多様な細胞が、多くの組織や器官を構成し、一
体となって個体を形成するように、地球上の多様な生物種も一体となって “生命系 ” を形成
している。従って、個々の生物種の間に価値の軽重はない。
⑤人もまた生物多様性の申し子であるので、生存に必要な資源を利用し、他種と共生するのは
当然である。従って、科学技術による人のための一方的な過度の自然改造（自然破壊）は許
されない。
⑥人と他種生物が共生するというのは、生物多様性の資源としての持続的利用であり、日本の
里山に見られるような2次自然の維持であって、原始的自然との単純な共存を意味するも
のではない。

　なお本書の区切りには、閑話休題としてコラムが挿入されていて、多様性の常識に対する著者
の反骨精神の吐露が垣間見られる。 山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)  本誌秋号の特集「老化の研究」は、日に日に老化現象が進んでいる私にとっては、

まことに興味深い話題であり、じっくり時間をかけて読ませて頂きたいと存じま

す。色刷りの図表やイラストは（印刷代が嵩んだとは思いますが）、強く視覚に訴

えて読む者の理解を助ける点で大変効果的のように思われます。

 2009/9/1（T.T.）

(2)  本誌秋号Books、‶ ボランティア論－共生の理念と実践 "の書評で、「共生」に触

れていますが、この言葉、今ほど世間で広く使われるようになったきっかけが、

90年花博のサブテーマに使われたことだということを皆さんは知っていますか？

しかも、英語にならない言葉だということも。

 2009/9/3（K.I.）

(3)  自分の寿命について考えさせられる今日このごろ、全編に亘る老化の話は切実感を

もって読ませてもらっています。 2009/9/4（K.O.）

(4)  本誌秋号の「サロン談義6」に載っている「縮小社会」に関する記事を縮小社会

研究会の人たちに紹介させていただきます。 2009/9/13（H.M.)

(5)  本誌 22巻 3号の池口恵観先生の「仏教からみた老いのいのち」で、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大切で、特に「利他の精神」

「衆生済度」を少しでも実践できるよう心がけることが大切と書いておられます。

私も仏教徒のひとりとして同意見です。それに引き換え、さきの自民党政権は官僚

組織と一体となり政・官・財と癒着し、国民のことをおろそかにした結果、ムダな

公共投資による膨大な財政赤字の蓄積、少子高齢化の加速、年金の破綻、医療現場

の崩壊、日本のいたるところに「シャッター商店街」の出現等、まったく民を忘れ

た政治を行った結果です。今回の選挙で民主党は国民目線を強調して圧勝したが、

庶民（衆生）の期待を裏切らないようがんばって欲しい。

 2009/9/15（S.T.）
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(6)  本誌秋号の特集は「老化の研究：元気で長生きするために」。正に昭和一桁世代の

ための特集ですね。秋季号の表紙のデザイン、夕陽の中に長く影を引きつつ静か

に佇む老人と犬の「二人連れ」、心通い合うその共生の姿に心打たれました。この

表紙を眺めながらふと思い起こしたのは、先ごろ亡くなられた加藤周一さんの随筆

「夕陽妄語」でした。朝日新聞の夕刊に連載されたその随筆を読ませていただく都

度、何事にも曖昧さを許さない科学者（もともとはお医者さんだったとお聞きしま

した）としての厳しい態度に感銘を受けたものでした。夕陽妄語という題名の謂れ

は存じませんが、「夕陽」という言葉と、この表紙のデザインとに相通ずるものが

あったのでしょう。もうひとつ、このデザインから思い起こしたのは、七年前に北

海道の知床を初めて旅した折に眺めたオホーツク海の夕陽でした。以下はその折に

詠みました（というより湧き出てきた？）「知床旅情」と題する数十首の歌の中か

らの三首です。

     知床の海
うなも

面彩り落つる夕
ひ

陽の
         茜に染まる　老いのかんばせ

     またという日は期しがたし
         知床の夕陽に向かい　両の手を挙ぐ

     明日という日のなき思い募り来て
         ここ知床の夕映えに佇つ

   　今から思えば七年前はまだ幾分は若かったのでしょうが、老いの自覚が日々深ま

る中での感懐でした。

   　秋季号を開いて、最初に「おや！」と眼に留まったのが「菅原先生の棒高跳び」

の思いがけない漫画でした。学術的な書物に付されるイラスト（図像）は、本誌の

中で鈴木昌子先生が「科学コミュニケーシヨンを教育哲学から考える」の中でもご

指摘になっておられる通り、イメージよりもデータに重点が置かれているのが通常

のようです。この常識を破ったのが菅原先生の棒高跳びの漫画でした。眺めている

だけでも心が仄々、口元に思わず微笑が浮かんでしまうようなこの漫画、どなたが

お描きになったのだろうか？とあちこち探してみたのですが、作者のサインは見当

たりませんでした。ひょっとして、菅原先生がご自分でお描きになられたのでしょ
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うか？　台詞にある「棒（ポール）の力」というのが中核なのですね？　「ポール

の力」をうまく利用すれば、90歳にも100歳にもチャレンジできるわけで、そ

の「ポールの力」のいろいろな角度からの利用法がこの特集によって説明されてい

るわけです。米寿を迎えられた菅原先生のプロローグにこの漫画を添えられたこと

は、特に私のように実際に老化を体験しつつある読者にとっては、老化特集第一段

階での語りかけとして、大成功だったのではないかと思います。

   　漫画のほかにもうひとつ秋季号で眼を引いたのは、座談会形式の記事（現代養生

訓をめぐって）でした。以前にもこのような試みはあったのかもしれませんが、私

が御誌を購読させていただくようになってからは初めてではなかったかと思いま

す。座談会や対談形式の記事というのは欧米の出版物にはないそうで、日本独特の

ものだと聞いたことがありますが、気張らずにゆったりとした気分で読ませていた

だくことができますし、知らず知らずのうちに読者が参画者のひとりになってしま

うというのが、この形式の利点ではないかという気がいたします。前述の鈴木昌子

先生の論文の中に、サイエンス・カフェのお話がでておりますが、一般の聴衆と科

学者との交流を facilitate する facilitator の存在は、座談会形式の記事を載せる

に当たってはなくてはならないもの。学術論文的な記事よりも、編集者にとっては

骨の折れるものなのかも知れませんが、今後もこうした試みを続けていただければ

……と思いました。

   　山室先生の連載講座「不老長寿を考える（Ⅳ）」では、日頃「何故だろう？」と

思っていた疑問の数々、例えば、「なぜ女性は男性よりも長寿なのか」といった疑

問が、素人にもわかりやすいご説明で解明されており、とても勉強になりました。

長寿である一方、うつ病やアルツハイマーは女性の方が男性よりも約２倍も多く、

また「寝たきり」になる比率も女性の方が男性に比して圧倒的に多いというお話は

驚きでした。そういえば私の周囲を見回したところ、アルツハイマー患者と言われ

る人はすべて女性だったことに気がつき、ヒヤヒヤヒヤでした。菅原先生の棒高跳

びの「ポールの利用の仕方」をまじめに勉強し、できるだけ丈夫で長生きしたいも

のと改めて思ったことでした。「寝たきり」になったのでは生きている意味があり

ません。

   　本誌秋季号のBooks、“ まんが　医学の歴史 ”を拝読して、まず驚きましたの
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は、著者の茨木保さんが、お医者さんであると同時にプロの漫画家であるという意

外性でした。浅学寡聞の身、日本にこういうユニークな方がいらっしゃるというこ

とすら私は知らなかったのですが、なぜ医学とまんがが結びつくのかに興味を惹か

れ、早速インターネットで調べてみましたところ、茨木さんの公式サイト「医学を

描く」というURLをヒットしました。医学に関するまんがのご著書も数多く、新

聞や雑誌など、メデイアにもかなり「もてはやされて」いらっしゃるご様子、それ

に、数年前当地の日本語テレビで見ました「Dr. コトー診療所」というドラマの製

作にも医学面で参画されていらしたことを知り、驚きを新たにしました。猫が大変

お好きで、飼い猫に「人格」？を認めていらっしゃることもわかり、猫を家族の一

員として遇している私は大いに共鳴するところがありました。インターネットの公

式サイトでは、“まんが　医学の歴史 ”を部分的ながら拝見させていただくことが

出来ました。聴診器（Stethoscope）に、あのような歴史があったことなど、こ

のまんがを見るまでは全く存じませんでした。書評を拝見し、「医学を描く」の公

式サイトを覗かせていただいて、この分野への興味がにわかに深まりました。昭和

一桁の私が「まんが」で思い出すのは、小学生時代に愛読した、田川水泡の「の

らくろ」や、朝日新聞に連載されていた横山隆一の「フクちゃん」、戦後になって

からは長谷川町子の「さざえさん」、アメリカからの輸入漫画の「ブロンデイ」く

らいのもので、まんがで医学が描けるなど、想像もつかないことでした。夏季号

の “きらめく数学 ”といい、今回の “まんが　医学の歴史 ”といい、私の晩年は思

いがけない忙しさになりそうです。臓器移植法が参議院で可決されたとの報を眼に

しましたのは、つい昨日（7月13日）のことでしたのに、書評の中で既にこの

ことに触れていらっしゃいます。ということは、先生の原稿は「書きたてのホヤホ

ヤ」ということですね？　アメリカ人が日常よく使う “fresh from the oven” と

いう表現をふと思い出しました。原稿に “fresh from the oven” はないでしょう

が、これほどまでに新鮮な原稿を拝見させていただいているということに、新たな

感激を覚えます。最後に臓器移植のことですが、「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」という著者の言葉に、ふと、私自身の過去が蘇

りました。臓器移植ではありませんが、致死量に近い量の血液を失ったことから、
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大量の輸血を受けた経験があるのです。渡米後間もない60年代の終わりのこと

で、まだAIDSなど、話題に上っていない時代でした。私の血液型が日本人には

きわめて珍しいRH Negative ということで、もし日本だったならば、血液銀行

にストックがなかったかもしれないと、ドクターがおっしゃっていたことを思い出

しました。臓器移植ではないにしても、私も亦、「他者を飲み込んで命をつないだ

ひとり」と言えるのだろうかと、ふと考え込んでしまいました。

 2009/9/1、12、16（R.A. 在米）

(7)  本誌（2009、夏季号）には、読むところがたくさんありました。よくできた雑

誌です。ところで、すでにご存じかも知れませんが滋賀県造林公社問題検証委員会

の報告書 http://www.pref.shiga.jp/d/rimmu/zorin-kosha/kensho/houkoku.

html ができ、知事に答申されました（9月4日）。この6ヶ月、わたしが一番力

を注いだ仕事でした。毎回の議事録も公開されています。「拡大社会」（800兆円

を超えるツケ回し）のメカニズムとプロセスをある程度押さええたと考えていま

す。 2009/9/19（K.K.）

(8)  本誌（2009、秋季号）Books に取り上げられていた “寿命論 ” は面白そうなの

で早速読んでみた。これは、著者がゾウリムシを材料として長らく遺伝学、細胞学

の立場から「寿命」というものを理解しようと進めて来た研究を基盤として、生物

一般の「寿命」について驚くほど広範な知見を集め、どういう機構で寿命が規定さ

れているのか、生物にとって寿命とはどういうことなのかを総合的に考察しようと

したものである。ここでは今まで考えもしなかった観点から寿命を見つめるさまざ

まなきっかけを与えてくれる。たとえば単細胞生物であるゾウリムシとヒトなどの

多細胞生物で、次世代に受け継がれて行く細胞系列（ジャーム）とその個体一代限

りの細胞系列（ソーマ）が、ある意味で酷似した循環をしているとの指摘には驚か

される。また、生物にとってジャームとソーマにどのようにエネルギー配分をする

のかが大問題であるという。ここで、有性生殖もせず、一生を半数体 nで生活す

る細胞性粘菌の場合はどうなのかを考えてみた。この生物は、餌がある間は単細胞

生物として寿命なしに無限に増殖する。しかし餌がなくなると、10万個程度の細
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胞が集まって一つの機能的な集合体（多細胞体制）をつくる。その途端に、細胞間

で役割がきまって、約20％の細胞は柄になるように決められ残りの80％は胞子

となって将来に子孫を残す。かくしてこの集合体は、形成後ほぼ1日で「1個体」

としての寿命を全うし死滅するが胞子の部分は永遠に生命を伝えることになる。つ

まり、この生物にとっては柄を作って集合体を安全な場所に保持するために全エネ

ルギーの20％ほどを費やすのが最適と計算されたのであろう。ところで、われわ

れの身近なところでは近頃よく取り上げられる食事制限をすると寿命が延びるとい

う話がある。一方で、細胞の寿命はテロメアの長さで支配されることもよく知られ

て来た。この2つの話はどのように結びつくのであろうか。これは「寿命論」を

論ずる本書の範囲を逸脱するものかも知れない。しかし、本書ではテロメア縮小の

メカニズムやセンチュウにおけるインスリンシグナル伝達系と寿命の関係について

も解説がある。これらを結びつけそうなNAD/NADH比など最近の知見について

も解説があれば、多くの読者は高等動物の寿命のメカニズムについてもっと満足を

えられたかも知れないと思われる。 2009/10/20（K.O.）
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おしらせ

第14回　いのちの科学フォーラム

市民公開講座（予告）

新型インフルエンザにかからないために
    日　時：2010年 1月16日（土）13:30～ 17:00
    場　所：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

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、2010年 1月8日（金）までに、FAX
または E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp　メールにてお申し込みの場合は件名に「第
14回いのちの科学申込み」と書いて下さい）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（18：00より　芝蘭会館山内ホール：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：今西二郎（京都府立医科大学大学院医学研究科教授）
世　話　人：内海博司、山岸秀夫
連　絡　先： （財）体質研究会　〒606-8225　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

13:30  開会あいさつ 今西二郎（京都府立医科大学教授）

13:40  新型インフルエンザ流行の現状と対策－行政の立場から
成瀬昭二（京都府健康福祉部医療専門監）

14:15  新型インフルエンザウイルスの特徴
大槻公一（京都産業大学鳥インフルエンザ研究センター教授）

14:50  休　憩
15:00  新型インフルエンザの感染対策

藤田直久（京都府立医科大学附属病院感染症制御部長）

15:35  新型インフルエンザワクチンの現状と課題
奥野良信（（財）大阪大学微生物病研究会観音寺研究所所長）

16:10  休　憩
16:20  総合討論：座長　今西二郎
16:50  閉会あいさつ 鳥塚莞爾（（財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授）

17:10  懇親会（山内ホール）
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おしらせ

第15回　いのちの科学フォーラム

市民公開講座（予告）

我ら地球の共生家族－いのちを育む共生の仕組み
    日　時：平成22年２月６日（土）13:00～ 17:30
    場　所：京大会館101号室　京都市左京区吉田河原町15-9
    　　　　TEL：075-751-8311　FAX：075-761-5403

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、2010年 1月29日（金）までに、
FAXまたは E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp　メールにてお申し込みの場合は件名
に「第15回いのちの科学申込み」と書いて下さい）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（18：00より　同会館1階特別室：
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：清水　勇（京都大学名誉教授）
世　話　人：内海博司、山岸秀夫
連　絡　先： （財）体質研究会　〒606-8225　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

13:30     開会挨拶               清水　勇（京都大学名誉教授）

   座長：湯本貴和
13:35‒14:25 「サンゴ礁の不思議な共生関係」     竹村明洋（琉球大学准教授）

14:25‒15:15 「森の生物多様性を支える共生の仕組み」 市岡孝朗（京都大学准教授）

15:15‒15:35 休　憩
   座長：竹村明洋
15:35‒16:25 「シロアリと微生物ー多様性を生み出す共生系」
                           北出　理（茨城大学准教授）

16:25‒17:15 「地球環境における共生システムとは？」
                湯本貴和（総合地球環境学研究所教授）

17:15‒17:30 総合討論と質問コーナー
閉会挨拶            鳥塚莞爾（財団法人体質研究会理事長：京都大学名誉教授）

18:00‒     懇親会
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編集後記

　今回の特集は早くから原稿依頼していたこともあり、スムーズに集まると安心して
いたのですが、思った以上に難産でした。最初に頂いた原稿は、本誌「環境と健康」
を学術雑誌と勘違いされたと思うほど、高度な内容で、書き方も学術雑誌スタイルで
した。仕方なく、執筆者には大変ご迷惑をお掛けしたのですが、書き直しをお願いし
ました。しかし、一般の読者にはまだまだ難しい部分が多々あるかと心配しています。
地球上の生命にとって太陽は生命を生み育んできた母親のような役目をしてきました
が、紫外線など有害な放射線を含み、これらを完全に避けては生きられませんでした。
この紫外線は、殺菌効果や皮膚でのビタミンDの活性化など有益なことも知られて
いるのですが、白内障などの眼の疾患、免疫抑制、シミやシワ等の老化、皮膚ガンな
ど、QOL（生活の質）を低めるようなデメリットの方が多いように思われます。本
特集は、欧米の白人達が日光浴をしたがるのはなぜか、色素をもつ日本人はどうなの
でしょうか。紫外線で皮膚が黒くなる仕組みの研究などから、人体には太陽紫外線の
マイナス面を防御する巧妙な仕組みなどが専門家の立場から紹介されていますので、
興味深い特集だと思います。結局、間に合わなかった2篇の特集原稿は、巻数も改
まるので次号以下のトピックス欄で紹介する予定です。 （Hum）

　2008年秋に、米国サブプライムローンの経営破綻に始まった世界金融恐慌は、
人々に金融資本主義に対する不安を掻き立て、経済的格差社会を一段と増幅した。そ
こで本誌では、22巻1～4号を通じて、「資本主義の行方」と題するサロン談義を
企画し、本号でもって一応の結論を得たように思う。即ち、当面の経済システムとし
ては、「自由主義と民主主義」に基づく資本主義以外に選択は無いが、地球環境規模
で考える時、人間を頂点とする弱肉強食の連鎖を断ち切り、右肩上がりの拡大社会か
ら、自然と共に生きる縮小社会への緩やかな思考の切り替えが必要である。しかしそ
の具体策に関しては、経済学のアカデミズムからの提言の無かったのが残念である。
次号以降のトピックス欄への寄稿をお待ちしている。
　丁度同時進行で、米国でも、日本でも、社会の格差是正を目指した大きな政策転換
が進みつつある。このような平和的な政変は、日本の近代史上初めて経験するものだ
と思う。これも、第2次世界大戦後半世紀有余を経てやっと定着した「自由主義と
民主主義」の証であろう。
　本号の発行直前であったので、未だ周知されていないが、「いのちの科学プロジェ
クト」の一環としての「ルネッサンス京都21、五感シリーズⅤ（触覚）、いのちに
触れるコミュニケーション」が発行され、シリーズが完結したので、早速Books 談
義 11（Ⅰ）に取り上げた。引き続き次号以下での、五感をめぐる自由な議論を期待
する。
　前号で「おしらせ」の京都健康フォーラム「人と食と自然シリーズ」第1回は本
号発行直後の12月12日（土）に開催される。まだ定員に余裕があるので多数の
御参加を歓迎する。
　今年も萩の季節に、出町柳の長徳寺の門前に、｢いつもいつも生かされている感謝
の心が、いつもいつも最高の生活である｣ とあった。 （Yan）
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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。
執筆要項は編集委員会宛にご請求下さい。

3.  投稿された原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。
必要があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承ください。

4.  できるだけ広く「環境と健康」に関係する問題を取上げたいと思いますので
特別の枠は設けません。必要があれば既刊号をご参照下さい。

5.  予めお申し込み頂けば50部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその旨
一筆下さい。

6.  原稿は下記編集委員会宛に郵送またはE-mail でお送り下さい。郵送の場合、
400字詰原稿用紙またはA4版にワープロでその時はフロッピー
（WindowsまたはMacintoshのテキストファイル）を添付していただける
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。

環境と健康　編集委員会

　編集委員 菅原　努（代表） 京都大学名誉教授 放射線医学
  今西二郎 京都府立医科大学教授 免疫・微生物学
  内海博司 京都大学名誉教授 放射線生物学
  小南一郎 京都大学名誉教授 中国文化
  篠山重威 京都大学名誉教授 循環器内科学
  山岸秀夫 京都大学名誉教授 分子生物学、免疫学

　編集顧問 小川　侃（現象学、政治哲学） 大東　肇（食品科学）
  栗原紀夫（農薬科学） 清水　勇（環境生態学）
  シュペネマン・クラウス（キリスト教倫理学）
  菅原邦雄（幾何学） 鈴木晶子（教育哲学）
  鳥塚莞爾（核医学、画像診断学） 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
  中井吉英（心身医学、行動医学） 西田利貞（人類学）

  〒 606-8225
  京都市左京区田中門前町103-5
  　　パストゥールビル5F
  財団法人体質研究会内
  　　TEL075-702-0824　FAX075-702-2141
  　　E-mail：inochi@taishitsu.or.jp

投稿規定
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味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

香りでこころと
からだを快適に

Ⅰ【嗅覚】 Ⅱ【味覚】

Ⅲ【聴覚】

Ⅴ【触覚】

Ⅳ【視覚】

2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ  全5巻刊行!!

いのちに触れる
コミュニケーション

五感シリーズⅠ～Ⅴ◎好評発売中！

◎ＨＰで本の詳しい内容を紹介しています。 ◎弊社から
直送もいたします。◎書店でご注文いただく際は、「地方・
小出版流通センター取扱品」とお申しつけ下さい。

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

モーツァルトを聴くと
なぜ癒されるのか

眼がとらえた情報が
こころに与える影響

板東　浩 ●紫外線写真で視る植物の生存力　福井宏至（香川大学名誉教授）

●癒しと感性の芸術フィーリングアーツ 北村義博（現代美術作家）

●視覚の進化　七田芳則 （京都大学大学院理学研究科生物科学専攻生物物理学教室）

●観の眼と見の眼　前田比良聖 （特定非営利活動法人武道和良久代表）

●和菓子の歴史と五感　青木直己 （虎屋文庫・研究主幹担当部長）

和合治久

寅市和男

文珠陸夫

今西二郎（京都府立医科大学教授）
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サロン談義/資本主義の行方（Ⅳ）
Books談義/｢いのちに触れるコミュニケーション｣をめぐって（Ⅰ）
連載講座/不老長寿を考える（Ⅴ）
　　　感染症あれこれ（Ⅲ）
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