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特集 “画像で病気を探る”
近年の画像診断装置の進歩はめざましく、CT、機能的磁気共鳴画像
（fMRI）、ポジトロン CT（PET）、超音波検査などにより、からだの外部
から測定して、からだの中の臓器の形、働き、病気の部位、程度、ひろが
りなどを画像として描写されるようになっている。高齢化社会を迎えて病
気の予防、がんなどの早期発見にこれらの画像診断法は大へん有用である。
本特集では、これらの画像を用いて、最近特に注目されている認知症、
PET などによるがん検診、乳がんの早期発見、早期治療について、そして
これらの医用画像を用いて病気を早期発見する予防画像医学の体制の樹立
の必要性が述べられている。



Editorial

健康願望とがん検診


篠山重威＊
健康でありたいという欲望は果てしなく続く。先進国では、人は皆、食、住、快楽など

の基本的な欲望がすでに満たされたので、最後に残ったのは簡単には手に入れることので
きない健康に対する欲望に固執し続けているのだという意見もある。厚生労働省が
2009 年 6 月 3 日に発表した統計によると、2008 年のわが国の死因は、1 位がん
（342,849 人、前年度より 2％増）、2 位心疾患（181,822 人、前年より 4％増）、3
位脳血管疾患（126,944 人、前年より 0.1％減）である。がんは 1981 年に脳血管疾
患を抜いて死亡原因のトップになってからも増加が続き、2008 年には全死亡に占める
割合は 30.0％に達した。およそ 3 人に 1 人ががんで亡くなっているのである。アメリ
カの著名な作家・知識人、スーザン・ソンタグも「隠喩としての病い」という著書の中で、
文化的レベルで悪について述べる時に「病い」という隠喩、特に、社会のがん、政治のが
ん、発展のがんなど、「がん」という言葉を用いることが多いことを指摘している。がん
は正しく、人類の最後にして最大の敵なのである。新しく発足した民主党政権でも長妻厚
労相は、前政権の 5 年以内にがん検診率を 50％以上にするという「がん対策推進基本
計画」を引き継いで、がんの早期発見に優先的に取り組む決意を示している。
がんは一つの細胞が異常な増殖を繰り返して大きくなるが、径が 1cm の大きさになる
までには 10 から 20 年の時間を要する。従って、小さいうちに発見して早期に治療す
れば完治する可能性は高い。国立がんセンターの統計によれば、がんと診断された患者の
5 年生存率は、男性で約 45％、女性で約 55％と言われているが、早期に診断されたが
んの予後は非常に良好で、早期胃がんの 5 年生存率は、95％を越える。がんの早期診断、
早期治療という医療が重要視されるのはそのためである。
今回の特集「画像で病気を探る」では、最近、新しい診断法として広く普及してきた分
子イメージングによる精神活動の解析、乳がんの画像による早期診断、FDG-PET による
初期のがん診断の現状などが取り上げられている。
筆者は 5 年前に実の弟をすい臓がんで失った。会社を退職した後、ベンチャー企業を
同志社大学生命医科学部教授、京都大学名誉教授、医療法人大寿会病院理事（循環器内科学）

＊
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立ち上げ、新しい第 2 の人生を始めようとした矢先のことであった。その年の 5 月の連
休には娘と 2 人でグアムに旅行をしたが、帰国後間もなくして夜間に激しい後腹部痛を
きたし近くの病院に救急車で搬送された。そこでの診断は、急性腹症ということで痛み止
めだけが投与された。同様のことを何度か繰り返した後、最終的にすい臓がんと診断され
たが、既にその時点では治療が出来ない状態にあった。それからは病室を訪ねるのがつら
かった。相当な苦しみが続いた後、8 月の終わりにはこの世を去った。
身近な者の死に直面したとき、人は 4 つの過程をたどるという。第 1 の段階は、死別
の悲しみの制御されない感情表現、第 2 の段階は虚脱の時期で、愛する人が生きていた
ときの過去の自分の生活の詳細を思い返し続ける。第 3 の段階はひきこもりの時期と言
われ、愛する人の死によって、消耗されてしまった神経エネルギーが元のレベルに向かっ
て再構築されていく期間、そして第 4 段階は適応の時期で、少しずつ、無気力感から解
放されていき、自分中心の世界から抜け出していくというのである。しかし、死別という
心の疵はほかの苦しみや悩みのように時が経っても簡単には癒されるものではない。
長男を失った西田幾多郎が詠んだ歌に「今も尚あらぬものとは思われじかきし文字など
懐かしきかな」という 1 首がある。筆者も、弟の書いた字を写真の裏書きや名札などに
見つけるたびに同じような思いに浸る。最近の早期がんの診断技術の進歩を見るにつけ、
首都圏に住んでいながら何故早い時期に検診を受けなかったのかと悔やむのである。もし、
早期がんの検診でこのような近親者にとって愛するものを失うという壮絶な喪失体験を防
ぐことが出来ればこれ以上の幸せはない。
筆者は以前から 2 年に 1 回は画像や内視鏡による検診を受けていたが、弟の事件以来、
できる限り毎年この検診を受けるようにしている。1 つは、例えがんが急速に増殖し始
めても 1 年以内の変化であれば、それほどひどくはならないであろうと思うことと、画
像診断にしても内視鏡にしても 100％確実に診断できるものではないことが明らかにさ
れているからである。最近、PET 検診と行楽地の旅をセットにした検診ツアーの宣伝を
目にするが、継続したフォロー・アップをいかに続けるかという問題を十分に考慮しなけ
ればならないと思う。
また、筆者は健康診断を受ける度に、検査医からは「今年も何も問題はありませんよ」
という回答を期待している。しかし、検診で医師にがんが発見されたことを伝えられたら、
どのような衝撃を受けるであろうかと不安に思うことがある。臨床医学は色々の機能分担



を担っているが、筆者はいかなる場合においても、臨床医は患者とのコミュニケーション
を十分にとれるだけの能力と賢明さを先ず持っていなければならないと思う。画像を解析
するには何事にも動じず明晰な判断を必要とする。「沈着さと確信」という二つの約束さ
れた祝福の穂を刈り取っていかねばならぬのである。がんの検診は、当然ながら全く健康
な時に受けるのが望ましいが、1 度がんの手術を受けた人が、その後のアウトカムを
フォロー・アップするためにがん検診を受ける場合も多いと思う。その場合、もし再発や
新しい転移が発見された時、どう患者に対応するかは医師に課せられた大きな試練である。
患者とは苦しみ悩む存在 ( ホモ・パティエンス ) なのである。英語で患者のことを
patient と呼ぶのは正しくそのことを指すのである。ジョーンズ・ホプキンズ大学の内科
教授であったフィリップ・A・タマルティは、「よき臨床医をめざして」という著書の中
で「今日では、病気の診断や治療に非常に効果的な手段が数多くあるが、病気を癒すとい
う効果については、それが必ずしも患者やその家族にとって最良のものとなっていない」
と述べ、臨床医は、単に患者の訴えや身体的状態を認識するだけでなく患者を一個の人格
としてよく熟知することが必要であることを強調している。「病人は、極めて無防備で脆
弱な存在で有るがゆえに、いつくしみ護ってやらねばならない存在。医師は、術知を基礎
として患者の苦しみに共感し、脆弱な人間に思いやりの手を差し伸べる存在」（池辺義教）
なのである。
がん検診に関してもう一つ思うことは、予防医学の新しいパラダイムの項で述べられて
いるように、日本における、画像診断機器の導入は、欧米の先進諸国より圧倒的に多いに
もかかわらず、それを使いこなせる医師は世界で一番少ないのである。日本核医学会・臨
床 PET 推進会議のガイドラインには読影医の基準として、日本核医学会が認定した
PET 専門医が常勤医として 1 人以上いること、読影に際しては、PET 核医学認定医が
ダブルチェックを励行せねばならぬことが明記してある。この不均衡を解決しなければ、
実りあるがん検診のシステムが確立されることは困難であると思う。この問題に関しては、
医学会、行政を含めて社会全体で取り組まねばならないと思う。
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る。
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特集“画像で病気を探る”にあたって
鳥塚莞爾＊

近年、日常臨床において CT、機能的磁気共鳴画像（fMRI）、ポジトロン CT（PET）、
超音波検査が広く行なわれている。このうち、分子の挙動を画像として観察する手法は分
子イメージングといわれ、PET、MRI が分子イメージングの代表的な手法である。
最近、「病気の分子学説」がいわれている（Dr. H. N. Wagner の米国核医学会 2009
年のハイライト講演より）。すなわち、分子のメッセージは身体の細胞の構造、機能の作
成および細胞内、細胞間の情報伝達に関与し、またストレスに対する反応を決定する。そ
して細胞表面や細胞内の受容体分子がこれらのメッセージを正しく受け取らない場合、あ
るいは細胞がメッセージの受け取りに失敗した場合に病気が発生する。分子イメージング
（財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授（核医学、画像診断学）

＊
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はこれらの変動を画像として描写するものである。
脳機能の分子イメージングにおいて、精神活動を司る分子であるドーパミン、セロトニ
ンの脳内受容体との結合、アルツハイマー型痴呆症における 11C アミロイド蛋白の脳内
分布などの PET によるイメージングが行なわれ、またがん疾患の臨床において 18F −
FDG のがん病巣への集積のイメージングが行なわれている。本特集において、これらの
分子イメージングの現状および展望が述べられる。
分子イメージングの発展には医学、薬学、工学、生物学、化学、物理学などの多くの分
野の研究者の共同研究が必要である。
米国では 2000 年末より National Institute of Health（NIH）を中心に大きな予算
が計上されて分子イメージング研究が進められており、本邦においても 2005 年に放射
線医学総合研究所、理化学研究所にて分子イメージングプロジェクトが開始され、その後、
多くの施設で研究が推進されている。
また本邦では、2006 年 5 月、京都大学百周年時計台記念館において、日本分子イ
メージング学会の設立総会、第 1 回学術集会が福井大学高エネルギー医学研究センター
の藤林康久教授および有志者により開催され、PET、MRI、光イメージングの研究者が
参加した。本学会の第 2 回は福井市、第 3 回は前橋市、第 4 回は東京都において開催さ
れ、第 5 回は本年 5 月 22 日〜 23 日、滋賀医大 犬伏俊郎教授の大会長により大津市の
ピアザ淡海において開催されることになっている。
分子イメージングは今後、疾患特異性が高いイメージング標的分子およびこれらに結合
する分子プローブの研究、高分解能、高感度のイメージング装置の開発などにより、その
発展が期待される。
（イラスト： 京都通信社 中井英之）
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認知症の病態を映し出す
尾内康臣＊
要

旨：高齢化に伴い認知症患者の増加とその対策は喫緊の課題です。画像

技術の進歩でアルツハイマー病の原因物質とされるアミロイド蛋白をポジト
ロン・エミッション・トモグラフィー（PET）を使って画像化する技術が
導 入 さ れ、 世 界 で 広 く 利 用 さ れ る よ う に な り ま し た。 現 在、J-ADNI
（Japanese Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative）という早
期アルツハイマー病の画像診断法に関する全国規模の研究が行われ、このア
ミロイドイメージングが活躍しています。しかし、アミロイド蛋白の蓄積は
正常者でもみられることから、その解釈とアミロイドイメージングの意義は
今後の経時的データを解析することで明らかになると思います。これまでの
経験からアミロイド蓄積の画像化だけでは不十分で、非特異的とは言われて
いますが脳機能の低下をよく反映するブドウ糖代謝画像は今でも認知症の病
態把握の基本となっています。認知症発症後にうつや幻覚妄想などの精神症
状が比較的早期に出現する患者がいます。一方、認知症になってもある程度
の自立生活が長く保たれる患者もいます。アルツハイマー病と診断されても、
進行パターンには個人差が大きく、その進行度の違いは何かという疑問は未
だ答えが見つかっていません。認知症患者の脳内の分子異常の解明は今後の
大きなテーマで、その中でも生きた脳を可視化する PET を始めとする分子
イメージングの役割はますます重要なのです。
とって認知症は大きな問題となっているの

はじめに
2004 年 の 厚 労 省 の 統 計 で、65 歳 以

で す。 また 問 題化 し て いる の は、18 〜

上の認知症患者は 2010 年には 208 万

64 才までの若年性認知症の増加です。そ

人、2030 年 に は 353 万 人 と 増 加 す る

の中の 25%がアルツハイマー病と言われ

と推定しています。2007 年 10 月には

ています。

アメリカのデューク大学が 71 歳以上の

アルツハイマー病の最終診断は病理的に

14%が認知症であり、その内の 70%が

決定するものですが、死後まで待って診断

アルツハイマー病であるとの統計も出して

されても困ります。生きているうち特にそ

います。世界一の長寿国となった日本に

の発病早期に診断でき、治療の開始が早ま

浜松医科大学

＊
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図1

セロトニン神経の PET 画像

れば患者家族の大きな福音となります。生

れ自身を自覚できなくなります。症状の進

きたまま病態を可視化する画像法の中心に

行とともにうつ症状や妄想などの精神症状

あるのが PET です（図 1 は PET で捉え

が出現すると介護者の負担はさらに大きく

た画像の例を示します）。

なります。しばしば精神科的治療の介入が

アルツハイマー病はただ終焉を待つ病気

必要となります。

ではなくなりました。アルツハイマー病の
病因となっているアミロイドβタンパクの
生成を抑える治療やワクチン治療などが今
後導入されてきます。薬物治療だけでなく、
代替医療などで早期介入することで進行を
防ぐことが可能となりました。PET はそ
の効果をモニタリングできる脳を覗く評価
系と位置づけられています。

図2

もの忘れの推移

このような中等症以上の時期にある患者
さんの自発性・自立性を期待するのは大変
困難となりますので、それに至る前に何ら

認知症患者の臨床像

かの方策を講じなければならないわけです。

認知症の進行は、図 2 に示すようにほ

最近は認知症の前駆段階として軽度認知障

とんどの場合もの忘れから発症し、もの忘

害（MCI）という考え方が導入され、MCI

特集／画像で病気を探る

13

特集／画像で病気を探る

あるいはそれ以前（外見的には全く正常）

これまで死後脳でしか捉えられなかった

の段階で認知症変化を捉えることの意義が

病理学変化を生体で間接的に捉えるように

議論され、研究されています（J-ADNI の

なりましたが、βアミロイド蛋白の画像化

項参照）。

もその一つです。アルツハイマー病患者の
脳に蓄積するβアミロイド蛋白の２次構造

アルツハイマー病の病因物質の画像化ー

βシートを認識する化合物を使ったイメー

J-ADNI の研究

ジングです。全国的には 11C-PIB がよく

老人斑はβアミロイド蛋白からなり細胞

使用されます（図 4）。先の項でも述べま

外 に 蓄 積 し ま す。 正 常 で も 40 歳 代 の

したが、21 番目の遺伝子によって産生さ

5%で見られるようになり、74 歳では半

れたアミロイド前駆体蛋白がβセクレター

分の人に陽性となります。これら異常物質

ゼやγセクレターゼによって切り出され、

の病期分類としてしばしば Braak らのス

特に Aβ1-42 というアミノ酸基をもつ蛋白

1）
テージングが用いられます（図 3）
。

が蓄積凝集することで老人斑が形成されま
すが、正常加齢でもアミロイド蛋白は蓄積
しますから蓄積そく病気ということにはな
りません。βアミロイド蛋白は神経伝達物
質系のシナプスにも影響を与え、特にニコ
チン性アセチルコリン受容体やグルタミン
酸系の NMDA 受容体や AMPA 受容体が

図3

老人斑

アルツハイマー病とされるのが老人斑集

様々な精神活動までも影響されてしまいま

積の C ステージの時と考えられています。

す。アミロイドイメージングの課題として、

すなわち、アルツハイマー病が発症するか

11

否かはβアミロイド蛋白の発現量の大小を

すなわちアルツハイマー病になるのかです。

みればよいことになります。これらは当然、

14

内在化してしまうという現象が生じるため、

C-PIB の結合がどの程度になったら障害

現在、J-ADNI というアルツハイマー病の

死後の検討で、やはり生前にこのようなこ

早期発見に関する全国規模の試験が行われ

とを検出することが求められたわけです。

ています（図 5）
。18FDG-PET と 11C-PIB-

そこでアミロイドイメージングが登場しま

PET と MRI を用いた５年間の前向き研究

した。

です。最終結果は数年後となりますが、現
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図4

図5

C-PIB を用いてアミロイド蛋白を画像化する

11

J-ADNI：日本版アルツハイマー病脳画像主導研究

在の所、βアミロイド蛋白の蓄積と認識機

し後帯状回で低下所見を示さないパターン

能障害は相関がなく、18FDG の低下のほ

は前頭側頭型認知症の可能性が強く疑われ

うがより神経活動を反映しているという見

ますが、11C-PIB-PET を追加することで

解が主流です。

さらに診断精度を上げられると考えられま

J-ADNI と違う観点からこのアミロイド
イメージングが有効と考えられるものとし
て、アルツハイマー病と前頭側頭型認知症
との鑑別です。前頭側頭型認知症は異常タ
ウ蛋白の凝集が原因とされ、βアミロイド
蛋白の凝集は認めませんから、図６に示し
た よ う に、11C-PIB は 集 積 し ま せ ん。
FDG-PET からでも前頭側頭領域で低下

18

図6

前 頭側頭型認知症では PIB が異常
集積を示さない
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す。このようにアミロイドイメージングは
アルツハイマー病の早期検出目的以外でも
有用な画像法となっているのです。

係していることが示されました。
実際のアルツハイマー病患者でミクログ
リア活性と原因物質のβアミロイド蛋白の
関 連 を 調 べ た in vivo 研 究（PET 研 究 ）

PET は様々な側面を画像化することで認

が最近報告されました。実験下の病理的特

知症の病態を見る

徴では老人斑の周囲にミクログリアが集叢

本雑誌「環境と健康」の 22 号に PET

し て い る こ と が 捉 え ら れ て い ま す が、

で画像化するときの標的部位を記述しまし

[11C]（R）-PK11195 と [11C]PIB を 用 い

た（1. 酸素代謝を見て脳組織の活性度を

た生体内での検討では両者の集積程度に明

見る： O ガス -PET の例、2. ブドウ糖

らかな関連がないことが指摘され、病理所

代 謝 を 見 て 脳 組 織 の 活 性 度 を 見 る：

見を忠実に示すものとなっていません。こ

18

FDG-PET の例、3. 脳統計画像での評

れはアルツハイマー病の病期の違いを反映

価）ので 2）、本稿ではそれ以外重要な画像

し、βアミロイド蛋白の重合し集積する過

ターゲットである神経炎症と神経伝達物質

程と毒性発現の相違およびそれに伴うミク

異常について記載することにします。

ログリアの活性化の相違、ミクログリアだ

15

けでなくアストロサイトの神経炎症への関

16

神経炎症の PET 画像 −活性ミクログリア

与、トレーサー特異性の問題などが考えら

PET −

れ、今後解明すべき点が多く残されていま

アルツハイマー病では、老人班の周囲に

す。図 7 には同一患者のブドウ糖代謝と

は多くサイトカインが産生され、アミロイ

アミロイド蓄積、ミクログリア活性の画像

ド前駆体蛋白を刺激して、βアミロイド蛋

を示します。

白の産生を促します。同時にβアミロイド

ミクログリアイメージングで期待されて

蛋白はミクログリアなどから TNF- αや

いるものの一つに治療との関連がありま

NO などの炎症性物質の産生を促し、細胞

す。 [11C]（R）-PK11195 を 含 め 現 在 報

障害が連続します。アルツハイマー病では

告されているミクログリアイメージング用

病理学的変化が生じている側頭葉や頭頂葉、

トレーサーでは活性化したミクログリアの

後 帯 状 回 で [11C]（R）-PK11195 の 結

程度は分かっても、ミクログリアにおける

合が上昇することが報告されていますので、

炎症性か抗炎症性かの機能的側面を別々に

病理学的変化が生じる時には神経炎症が関

描出することはできません。しかし、遷延
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図7

ア ルツハイマー病患者のブドウ糖代謝（FDG）、アミロイド集積（PIB）、ミクロ
グリア活性（PK）を示す。3D-SSP からも頭頂側頭葉で FDG 集積の低下が、後
帯状回での PIB の結合能（Binding potential, BP）の上昇が、PK では脳全体に
BP の上昇が示され、脳内炎症が進行しているのが分かる。

化する神経障害にあるミクログリアの働き

ことや、アルツハイマー病の病気の進行と

は細胞障害性が主体であることは間違いで

ともに幻覚や妄想などの精神症状が出現す

なく、少なくともこの活性化を静めること

ることがしばしば経験されます。我々は、

は治療上有効であると考えられています。

セロトニン・トランスポーターに結合する

したがって、今後開発される抗認知症薬が

11

神経保護的な薬理効果を有するかどうかの

した。セロトニン・トランスポーターの密

評価にこのイメージングの意義は大きいの

度は、年齢とともに前頭葉眼窩部皮質や大

です。

脳基底核で低下して、加齢に伴いセロトニ

C-DASB を使ってこのことを検討しま

ン神経の皮質投射系の機能低下が生じやす
受容体の PET 画像

くなっていると思われます。アルツハイ

アルツハイマー病で発現蓄積しますβア

マー病患者でこのトレーサー 11C-DASB

ミロイド蛋白の直接的なあるいは間接的な

の結合能をコンパートメントモデル解析で

影響のため、グルタミン酸系やコリン系を

算出しますと、中脳から脳幹、視床、大脳

始め、多くの神経伝達物質系に異常が生じ

基底核で有意な低下を示しました。大脳皮

ます。In vivo でこれらの神経系を画像化

質でも低下する傾向が示されました。それ

するときにも PET が活躍するのです。臨

らの低下とうつスコアは正相関を示しまし

床的に、アルツハイマー病の発症には初期

た。これらの結果から、初期から中等度の

段階でうつ症状などの精神症状が先行する

アルツハイマー病患者ではセロトニン神経

特集／画像で病気を探る
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図8

C-DASB を用いたセロトニントランスポーターの画像化

11

機能が低下し、うつなどの精神症状が出現

る次世代の PET 装置を開発しています。

3）
しやすいことがわかりました（図 8 参照）
。

装置だけでなく特徴あるトレーサーの開発
も進めています。最終的な目標は、認知機

認知症の病態をより精度よく捉えるために
図 9 は PET の原理的なスケッチですが、

能を鋭敏に写すとされるニコチン受容体の
イメージング薬剤と、被験者を非拘束で計

基本的には体から放出されるγ線を捉える
ことが大原則となります。使用する検出器
の性能やトレーサーの特異性によって得ら
れる最終 PET 画像はもちろん変化します。
認知症をターゲットにする場合、患者の動
きを考慮する必要があります。より高速に、
できれば頭部を固定せずに撮像できれば、
患者負担もなく、重度の認知症患者にも応
用できることになります。現在、浜松ホト
ニクスと共同で頭部を拘束せずに撮像でき

18
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図9

γ線を捉える PET 検出器の配列
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測できる高解像力・高感度の次世代 PET

画期的な技術です。本誌先の号でも述べま

システムの開発にあります。今までの軽症

したが 2）、この技術は治療と直結していな

認知症の病態把握だけでなく、すべての高

ければなりません。根本治療を早期に導入

齢者認知症患者に対して正確かつ特異的に

する根拠を示し、また、治療後の脳リハビ

病態を把握し、適切な治療薬の選択を可能

リテーションの効果を正確に描出すること

とし、患者への「やさしい治療」、｢あきら

が使命なのです。

めない治療｣ を実現することが根底にあり
ます。今後の抗認知症薬を使った治療を病

文

期全体にわたってモニタリングできる装置

1）Braak, H., Braak, E. : Neuropathological
stageing of Alzheimer-related
changes. Acta Neuropathol, 82,
239-259（1991）
2）尾 内康臣：画像が示す認知症の頭の世界 ,
本誌 , 22
（1）,34-46（2009）
3）Ouchi, Y. et al. : Altered brain serotonin
transporter and associated glucose
metabolism in Alzheimer's disease, J.
Nucl. Med., 50,1260-1266（2009）

があって初めて認知症の病態を写すと言え
ると思います。

おわりに
PET という分子の状態を捉える画像法
は認知症の脳内で起きている様々な分子的

献

異常を生きたまま早期に見つけ描出できる
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PET検診でがんを探る
西澤貞彦＊
要

旨：近年は予防医学の時代とよく言われます。禁煙や食生活の改善など、

がんにならない一次予防に加え、がんになったとしても完治の望める早期に
発見、治療する二次予防が重要です。症状のない早期にがんを見つけるには、
がん検診は重要で効果的です。一般的ながん検診に加え、最近では高度な画
像診断法を利用したがん検診も盛んです。がんの予防と、最近、話題になる
ことの多い PET 検診の現状について述べたいと思います。

はじめに
FDG-PET 検査は、主として脳のブドウ

がんの診療には欠かせない診断法になって
います。

糖代謝に基づく脳機能や脳疾患の病態を解

一方、FDG-PET 検査のがん検診への応

明するために、ポジトロン核種であるフッ

用は、1994 年に山中湖クリニックで始

素 18 で標識したブドウ糖類似体（FDG）

まり、高度な検診を提供する会員制クラブ

の 体 内 動 態 を ポ ジ ト ロ ン カ メ ラ（PET）

の総合検診の一部として行われるようにな

で捉える機能検査法として開発されました。

りました。当初 5 年間の結果は 2000 年

しかし、がん細胞の活発な増殖に伴うブド

にまとめられ、平均年齢 60 歳の 3,165

ウ糖代謝の亢進によって、FDG ががんに

名の会員に 5,500 回あまりの検診が行わ

集積することを利用して、1990 年代に

れ、対象の 2.1％にがんが見つかり、多

は全身のがんを診断する検査法として活用

くは治癒可能な病期にあり、FDG-PET 陽

されるようになり、最近では病期診断や治

性がんは 54％（対象の 1.1％）という結

療効果判定など、がん診療における広範な

果でした。この事実から、FDG-PET 検査

場面において、その有効性が確認されてき

は高額な費用を要するため一般の検診には

ました。本邦では 2002 年 4 月に保険適

向いていないけれども、多くの臓器のがん

用となり、それ以来、PET 保有施設は急

を治癒可能な時期に発見できる可能性を有

速 に 増 加 し、 現 在、250 施 設 以 上 で

した診断法であると報告されました 1）。こ

300 台以上の PET 装置が稼働中であり、 の報告を基に、PET 施設の増加とともに
（財）浜松光医学財団、浜松 PET 検診センター院長（放射線科、核医学、画像診断等）

＊
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FDG-PET 検査を含む総合がん検診を提供

これらは個人自らができるがん対策でもあ

する施設が急増してきました。

ります。

がん検診の有効性は、がん死亡率減少効

平成 19 年 4 月にがん対策基本法が施

果により判定されるため、FDG-PET 検査

行されましたが、基本的施策として、全が

が検診として有効かどうかを判定するデー

ん患者が最適な医療を受けられる状況を達

タはまだありませんが、確かに全身のがん

成しようという「がん医療の均てん化の促

を効率よく探る検査法ということはできる

進」、および「研究の推進」とともに、「が

かもしれません。ここでは予防という観点

んの予防及び早期発見の推進」が上げられ

から、がんをめぐる現状を記述し、がん検

ています。がんの予防としてはたばこ対策

診の必要性、FDG-PET 検査を含む総合が

が取り上げられ、喫煙率を半減、あるいは

ん検診の精度、意義などについて当セン

1/4 にすることで、がん死亡率を 1.6％、

ターのデータを中心にお示ししたいと思い

あるいは 3.0％減少させることができる

ます。

と試算されています。また、早期発見の推
進では検診が取り上げられ、従来から行わ

がんを取り巻く現状

れているがん検診の受診率を 50％、ある

1981 年以来、本邦においてがんは連

いは 70％に上げることで、がん死亡率を

続して死亡原因の第一位にあり、がんによ

4.0％、あるいは 6.1％減少させることが

る死亡数は増加の一途を辿っています。こ

できると試算されています。近年、予防医

れは高齢化がもっとも大きな原因ですが、

学の時代とよくいわれますが、がんになら

食の欧米化などにより、大腸がんや乳がん、

ない一次予防に加え、二次予防として完治

前立腺がんなど、欧米で頻度の高いがんの

する可能性の高い早期がんを発見するため

発生がより顕著に増加している傾向が見ら

の精度の高い検診は、がんの制圧に非常に

れます。また、診断法や治療法は非常に急

重要かつ有効な手段であると考えられます。

速に進歩していますが、未だ、進行がんで
は完治を望める場合が多くないのも事実で

がんの一次予防

す。したがって、がんにならないようにす

さて、がんの一次予防に関連して、喫煙

る一次予防や、もしがんになったとしても

以外にも多くの発がんに寄与する因子が知

完治の望める早期に発見する二次予防が、

られています。単一の発がん寄与因子とし

非常に重要ながん対策と考えられますし、

て喫煙は約 30％と大きな割合を占めてい

特集／画像で病気を探る
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ますが、食物も 30％以上とさらに大きな
割合を占める寄与因子であると考えられて
います。タバコと違って発がんとの関連を
実感しにくいように思いますが、海外への
移住に伴う食生活を中心とした環境の変化
により、同じ人種において発がん頻度が劇
的に変化することが、いくつかの疫学調査
で示されています。たとえば日本に在住す
る日本人女性とハワイに移住した一世、二
世の日本人女性の発がん頻度の調査では、
日本に多い胃がんは移住した一世ではほぼ
半減し、二世ではさらにその 2/3 に減少
するのに対して、日本で少ない乳がんは一
世で約 3 倍に、二世では約 5 倍に増加し、

図1

がんを防ぐための 12 ヶ条

大腸がんは一世、二世ともほぼ 4 倍にな

が推奨するがんを予防するための十二ヶ条

るというデータが示されています。また、

です。食生活に関連する項目が非常に多い

上海に住む中国人男性の胃がんは米国に住

のがわかります。他のがんセンターなどで

む場合に比べて 4 〜 6 倍多く、逆に前立

独自にがんを予防するための生活習慣を示

腺がんは上海に比べて米国で 10 〜 15

しているものがいくつかありますが、ほぼ

倍多くなり、シンガポールや香港に住む中

同じような内容です。また、これらの項目

国人男性は胃がん、前立腺がんともに上海

は肥満や動脈硬化、高血圧などの予防に学

と米国のほぼ中間の頻度であったと報告さ

会等が推奨している生活習慣と重なる部分

れています。個人レベルではなかなか実感

が多く、健康長寿のための生活習慣という

できなくても、現在の日本では、世代間に

ことができると思います。

食習慣の劇的な変化（欧米化）が見られ、
大腸がんや乳がん、前立腺がんなどが急速
に増加しているのは、これら食習慣の変化
が原因と考えられます。
図 1 に示しますのは国立がんセンター
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がんの発生とがん予防
がんの発生は、いろんな発がん因子が遺
伝子を損傷し、複数の遺伝子の損傷が重
なって存在する場合に起こると考えられま

特集／画像で病気を探る

す。通常は、修復遺伝子が比較的短時間の

とができます。一つはがん対策として公的

うちに働き、遺伝子の損傷は修復されると

な費用援助の下に行われるがん検診（対策

考えられますので、短時間に大量の発がん

型検診）で、これは集団のがん死亡率を低

因子に曝露されたり、修復遺伝子に異常が

下させることが目的となります。そのため、

あったりするのでなければ、がんの発生す

がん死亡率減少効果の検証された方法が用

る確率は比較的低いと考えられます。禁煙

い ら れ、 現 在、 胃 が ん（ 胃 部 X 線 検 査 ）

や食生活の改善などにより発がん因子への

や子宮頚がん（頚部擦過細胞診）、乳がん

曝露を減らすことで、遺伝子の損傷が修復

（視触診＋マンモグラフィ）、肺がん（胸部

されるまでに次の遺伝子の損傷が起こらな

X 線＋喀痰細胞診）、大腸がん（便潜血検

いようにする。これが一次予防の基本的な

査）が対象となっています。これらのがん

考え方だと思います。60 歳、70 歳から

は頻度が高く、標準化された治療法があり、

でも遅くはありません。長寿社会の今日、

早期の発見・治療により完治が期待できる

これから 10 年、20 年、30 年と健康長

がんです。また、肝炎ウィルスキャリアの

寿を享受するために、がんを予防する生活

検査も、一度受ければ肝がんのハイリスク

習慣はいつから始めても遅くはありません。

群をスクリーニングすることができる有効

さて、がんが発生してもがんと診断でき

性のある検診です。がんによる死亡の 6

る大きさになるまでには 10 年、20 年と

割以上がこれらの検診の対象となっている

長い年月がかかるといわれます。現在、健

がんです。調査により若干の差はあります

康で、がんを予防する生活習慣を実践され

が、 こ れ ら の 検 診 の 受 診 率 は い ず れ も

ている方であっても、目に見えないがんが

20％前後で、先ほどのがん対策基本法で

既に体の中に潜んでいるかもしれません。

数値目標として示された 50 〜 70％には

その場合には完治しうる早期にがんを見つ

程遠いのが現状です。しかし受診率を上げ

け治療すること、すなわち二次予防が非常

ることにより確実にがん死亡率を減少させ

に重要です。そのためにはやはり、毎年、

ることができるがん検診と考えることがで

がん検診を受けてできるだけ早期にがんを

きます。

見つける努力が必要です。

一方、人間ドック等の個人検診（任意型
検診）では、上記の有効性の検証されたが

がん検診
がん検診は大きく二つに分けて考えるこ

ん検診以外にも、より感度の高い、あるい
は苦痛の少ない、苦痛はあってもより精度

特集／画像で病気を探る
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の高い、たとえば胃カメラや大腸内視鏡な

んも検出でき、完治を期待できる早期がん

ど、通常は精密検査として行われる検査な

の割合も多いため、人間ドック型の総合が

ども検診に用いられます。これらの検査法

ん検診として期待されています。忙しくて

のなかには、大きな集団を効率よくスク

個々の臓器検診に何度も日を割けない方も、

リーニングすることが困難なものもありま

年に一度、がんの有無を含めた体の総点検

すが、個人のがんによるリスクを低下させ

を行うという意味で、非常に利便性の高い

る効果は十分あると予想されます。ただし、

検診ではないかと思います。しかし、一般

検診法としての有効性（がん死亡率減少効

的にがん検診の有効性は「がん死亡率減少

果）は検証されていませんので、たとえば

効果」により判断され、胃がんや大腸がん、

検査に伴う放射線被曝や事故の可能性、偽

乳がん、子宮がんなど、国のがん対策とし

陽性所見による精神的不安や不必要な精密

て行われる有効性の検証された検診（対策

検査の費用負担、偽陰性所見に伴う診断の

型検診）とは異なり、総合がん検診として

遅れなど、対策型検診以上に、検診に伴う

PET がん検診の有効性を示すデータはな

不利益に関しては十分な説明を行い、十分

いのが現状です。欧米では PET がん検診

な理解の下に同意を得た上で行う必要があ

自体に否定的な意見も多く、有効性は無作

ります。次に述べる FDG-PET 検査も任

為化比較試験で評価すべきであるとする意

意型の検診として行われています。

見も多いようです。しかし、がん診療にお
いて高い評価を得ている FDG-PET 検査

PET がん検診
PET がん検診は、FDG-PET 検査を含

側面や、種々の検査項目を含む検診の評価

め、いくつかの検査法を組み合わせて行う

に比較対照をどう設定するかなど難しい問

総合がん検診の総称で、FDG-PET 検査単

題が多く、また、検診費用が非常に高額な

独で検診を行うことは少ないといえます。

ため研究費の面からも大規模な試験は不可

全身の FDG-PET 検査に加え、多くの臓

能に近いと思われます。最近、PET がん

器をカバーする複数の画像診断法や、すで

検診の精度を示すデータが公表されつつあ

に有効性の検証された検診法などを組み合

りますが、有効性の評価に関しては今後の

わせて行うため、単一臓器を対象とした検

大きな課題です。

診に比べ、がんの検出率は非常に高く、従
来の検診では対象とならなかった臓器のが

24
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PET がん検診の現状

大 腸 が ん（ 発 見 件 数 228 件、 感 度

PET がん検診を提供する施設の増加に

89％）、甲状腺がん（194 件、89％）、

伴って、検診施設間の診断精度や検診項目

肺 が ん（172 件、73 ％）、 乳 が ん（64

の格差、あるいは過剰な広告による信頼性

件、88％）などが上げられ、低いものと

の低下などが危惧され、それらの解消や全

して、前立腺がん（91 件、39％）、胃が

体 的 な 検 診 精 度 の 向 上 を 目 指 し て、

ん（56 件、39％）などが上げられてい

2004 年に核医学会および臨床 PET 推進

ます。

会議により「FDG-PET がん検診ガイドラ

このアンケート調査は全国の PET 施設

イン」が作成され、さらに PET/CT の普

を対象とした大規模なものであり、受診者

及などにより 2007 年に改定版が公表さ

の年齢分布や見つかるがんの概略を示す重

れました 2）。このガイドラインでは検診を

要なデータと考えられますが、施設間の併

実施するうえで考慮すべき事項や併用すべ

用検査の違いや、検診で要精査となった例

き検診項目などが詳細に述べられています。

のみを追跡調査した結果であること、追跡

ただし実際の検診の運用、診断機器などは

調 査 の 観 察 期 間 も 短 い こ と な ど か ら、

各施設に任せられているのが現状です。ま

PET の相対感度は過大評価され、がんの

た、このガイドラインでは精度管理のため

発見率は過小評価されている可能性があり

の 調 査 へ の 協 力 が 要 請 さ れ て お り、

ます。最近の単一施設からの報告でも、が

2005 年より全国的なアンケート調査が

ん発見率は 1.0％〜 1.9％、PET の相対

開 始 さ れ て い ま す 3）。2005 年、2006

感度は 70％程度と全国集計と同様の傾向

年の調査結果を見ると、調査に回答した施

が 示 さ れ て い ま す が、 こ れ ら の 遡 及 的

設はのべ 166 施設で、うち 114 施設で

（retrospective）な検討では、検診陽性

FDG-PET がん検診が行われていました。

例でさえ全例を把握することは難しく、検

このうち解析に十分な情報を提供したのべ

診陰性例のほとんどはその後の詳細が不明

97 施 設 の 集 計 で は、87,057 件（ 男 性

なため、正確な精度を示すには限界がある

50,787 件、女性 36,270 件）の検診が

と考えられます。

行 わ れ、991 件（1.14 ％、PET あ る い
は PET/CT 陽性 0.89％、陰性 0.25％）

PET がん検診の精度管理と有効性

にがんが発見されています。PET および

FDG-PET がん検診を含め、いわゆる人

PET/CT の相対感度が高いがんとして、

間ドック型（任意型）のがん検診は、公的

特集／画像で病気を探る

25

特集／画像で病気を探る

費用の援助の下にがん対策として行われる

る例は多く、不必要な医療費を費やしたこ

ものとは異なり、高額な検診費用は個人が

とになります。したがって要精査率をでき

健康への投資として負担し、検診の利益、

るだけ低く保ち、陽性適中率を高く保つよ

不利益を十分に理解したうえで個人の責任

う精度を管理する必要があります。有効性

のもとに受診することが原則となります。

を評価する前提として高い精度を持つがん

また、対策型のがん検診は集団の「がん死

検診であることが必要ですが、感度やがん

亡率減少効果」を目的とするのに対して、

発見率、要精査率、陽性適中率など、多く

任意型のがん検診は「個人のがんリスクの

の精度指標を正確に示していくことは重要

低下」が目標となります。従って、検診を

と考えられます。

提供する側は、その検診によってどの臓器
のがんが、どのような頻度で、どの程度の

26

当センターにおける PET がん検診

臨床病期で、どの程度の感度で発見される

当センターは浜松ホトニクス中央研究所

かを正確に把握することが重要で、このよ

内にあり、使用している PET 装置は浜松

うな検診精度を公表することにより、受診

ホトニクスにより検診用に新たに開発され

者はがん発症によるリスクをどの程度回避

た、開発当時としては非常にスループット

できるかを推測することができます。また、

の高い専用装置です。以前より浜松ホトニ

検診による利益のみではなく不利益に関し

クスは PET の検出器部分に用いられる光

ても十分に説明する責任がありますし、不

電子増倍管の開発、製造を行っていますが、

利益をできる限り低減する努力も必要です。

多検出器型 CT の検出器なども非常に高い

これは受診者個人に対する不利益（偽陽性

シェアを持つなど、医療機器には深い関連

結果による精神的不安、検査による微量の

のある会社です。また、ノーベル賞の小柴

放射線被曝、偽陰性によるがん発見の遅れ

先生のカミオカンデやスーパーカミオカン

など）だけではなく、不必要な精密検査の

デでニュートリノが水中を通過する際に発

増加に伴う医療費の増加といった公的な不

生する微かなチェレンコフ光を捉えるため

利益にも考慮する必要があります。高額な

に、膨大な数の巨大な光電子増倍管を製作

検診費用は個人が負担するため問題ないよ

したのが浜松ホトニクスであることをご存

うに思われがちですが、検診で異常と判断

知の方もいらっしゃるかと思います。

された場合には公的な負担を伴う診療に移

さて、当センターにおける PET がん検

行し、結果として偽陽性であったと判明す

診 は、2003 年 8 月 か ら ホ ト ニ ク ス グ
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ループ健康保険組合員を対象とした研究検

細などを調査する前向きコホート研究です。

診を開始し、2004 年 5 月からは一般の

3 回目の検診終了時点での結果として、

方 を 対 象 と し た 検 診 を 開 始 し ま し た。

この研究期間において 1,197 名のうち

PET がん検診といっても FDG-PET 検査

22 名（1.8％）にがんを確認し、うち初

単独で行うのではなく、ほとんどの場合、

回の検診で 18 名（1.5％）にがんが見つ

CT や MRI などの画像診断や、便潜血検

かり、12 名が早期がん（I 期）、11 名が

査や腫瘍マーカーなど血液検査も含めた

PET 陽性がんでした 4）。2 回目の検診で

PET がん総合検診として行っています。

発見されたのは 1 名、3 回目は 0 名で、

2009 年 8 月末の時点で、研究、一般を

他の 3 名は検診では異常はなかったもの

含 め、 総 数 で 6,600 名 あ ま り に 対 し て

の、検診と検診の間に症状が出て発症した

14,500 回の検診が行われ、200 名あま

例でした。多臓器のがんを感度良く、多く

りのがんが判明しています。この中にはが

は早期に見つけることができましたが、生

んの既往者や再発がんも含まれていますの

命予後への関与が少なく、「がん死亡率減

で、がんの既往のない方だけに限ってまと

少効果」に影響しない進行の遅いがんも多

めた結果を、研究、一般に分けて次にお示

く含まれ、逆に検診後、数ヶ月で症状が出

しします。

て急速な転帰を示した例も見られました。
また、多くの併用検査を行う検診の問題点

PET がん検診の有効性評価

として、要精査率が高くなる傾向があり、

当センターの年間検診数の約半分は、

医療費の増加や偽陽性による精神的不安の

PET がん総合検診の有効性を評価するた

増加など、検診に伴う不利益も少なからず

めに 2003 年 8 月に開始した浜松ホトニ

あると考えられました。さらに、この集団

クス株式会社のホトニクスグループ健康保

の特徴として、本来頻度の高い大腸がんや

険組合に属する 35 歳以上の従業員を対

胃がん、PET 陽性肺がんが見られず、胸

象とした研究目的の検診です。これは平均

部単純写真や便潜血検査、胃のバリウム検

年齢 47 歳の比較的若い企業従業員集団

査など、がん検診項目を含む法定検診を毎

に対して FDG-PET 検査を含む総合がん

年受診している企業集団におけるバイアス

検診を 5 年間連続して毎年行い、集団に

と考えられました。現在、この集団は 5

おけるがんの発生を把握し、検診発見がん、

回目の検診を終了し、検診後のがん発生や

非発見がんの詳細、それぞれの医療費の詳

医療費の推移などの調査を継続中です。

特集／画像で病気を探る
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一般受診者から得られたデータ

し 回 収 率 を 高 め る 努 力 を し た 結 果、 約

前述の研究検診における対象は、集団と

85 ％ を 把 握 し た 時 点 で、 こ の 集 団 で

して小さく、ある種のバイアスが推測され、

125 例（4.0％）にがんを確認するに至

平均年齢も低いため、いわゆるがん年齢の

りました。これは、検診陽性例に関しても

一般受診者を対象としたデータの解析も重

すべての最終結果を把握できていなかった

要と考えられます。当センターでは通常、

ことや、陰性例で検診後にがんを発症した

検診で陰性であった受診者にも 1 年後に

り、他の検診でがんが見つかったりしてい

調査票を送付し、がん発生の有無を確認す

る例が少なからずあることを示しており、

る ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 っ て い ま す。

retrospective な検討では、精度の高い

2008 年 4 月までに初回の検診を受診し

データを得ることが非常に難しいことを示

た 約 3,100 名（ 平 均 年 齢 57 歳 ）、 約

しています。結果として初回検診によるが

5,000 回の FDG-PET がん検診に関して、

んの発見数は 76 名（2.4％）で、検診全

2009 年 4 月時点までに回収した調査票

体としての感度は 84.4％、PET の感度

を 含 め て 集 計 し た 結 果、 全 体 で 89 例

は 48.9％でした。また、2 回目以降のが

（2.8％）のがんが確認され、うち 79 例

ん発見頻度は毎年の検診で約 0.6％、2

（2.5％）が検診で見つかり、10 例は他

年毎で約 1.5％、3 年毎で約 2.0％でし

の検診で発見されるか、症状が出て発症し

た。2 回目以降にがんが見つかる頻度は

て い ま し た。 初 回 の 検 診 で は 64 例

初回と比べるとそう高くはありませんが、

（2.0％）のがんが検診で見つかり、7 例

乳がんや前立腺がんは 2 回目以降にも比

が検診後 1 年半までに他の検診や症状が

較的よく早期に見つかるがんということが

出てがんと診断されていました。初回検診

できます。

の 感 度 は 90.1 ％、FDG-PET の 感 度 は
54.9％でした。

28

国立がんセンターにおけるデータから

上記の結果は山中湖クリニックのデータ

国立がんセンターにおける PET を含め

とほぼ同様の結果であり、アンケート調査

たがん検診のデータは、それぞれの臓器に

により検診陰性者のデータも含む比較的信

非常に高精度な検査を含んだ検診で見つ

頼性の高いデータと考えられます。しかし、

かったがんを対象として、FDG-PET 検査

実は調査票の回収率が 50％程度であるこ

のがん検出能を評価した非常に興味ある

とが判明し、その後、何度も調査票を送付

デ ー タ で す 5）。 対 象 と な っ た 2,911 名

環境と健康 23（2010）
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（平均年齢 60 歳）のうち、各臓器に対す

る検診法であり、すでに有効性の検証され

る高精度の検査法で計 157 名（5.4％）

た他の検診と比較しても高い検出率を示す

にがんが確認され、そのうち PET でがん

が、国立がんセンターの詳細な検査で検出

が描出されたのは 28 名（1.0％）であっ

されるがんを対象とした場合、FDG-PET

たと報告されています。がんの頻度は対象

単独では見落とすがんも多く、限界もある

の 5％以上と非常に高く、相対的に FDG-

と結論されています。

PET 検査の感度は非常に悪く（17.8％）
なっています。全国アンケートでは感度が
高いと考えられた大腸がんや肺がん、甲状
腺がん、乳がんなども PET 陽性率は非常

がん検診における FDG-PET 検査
さて、最後に PET がん検診で見つかる
典型的な例をいくつか提示します。

に低い値でした。国立がんセンターで、そ

ま ず、 図 2 は 甲 状 腺 が ん の 例 で す。

れぞれの臓器に非常に高精度な検診によっ

PET では非常に明瞭に描出されています。

て発見される微細ながんも含めて検討した

死亡原因としては頻度が低く、潜在性で通

場合、FDG-PET 検査のがん早期発見に寄

常は問題となることの少ないがんですが、

与する割合は非常に低いことを示していま

PET がん検診では比較的高頻度に見つか

す。しかし FDG-PET 検査で発見される

るがんです。図 3 は乳がんの例です。非

がんの頻度は集団の約 1％と、今まで公

常に小さな FDG 集積像ですので、確認の

にされた他の報告と大きく違わないことが

ため 1 時間後に再撮影（遅延像）を行い

わ か り ま す。 実 際 こ の 論 文 で は、FDG-

ました。周囲の正常乳腺の集積はやや低下

PET 検査は多種のがんを早期に検出でき

するのに対して、がんへの集積は増加し明

図2

甲状腺がんの例

図3

乳がんの例
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瞭に描出されています。このような非常に

認めましたので、遅延像で異常所見を確認

小さな集積の場合、遅延像は病変の有無を

し、他の病院に紹介し手術されました。図

確認し偽陽性を減らすために有効な手段で

6 は肺がんの例で、CT では明らかにがん

す。 図 4 は 腎 が ん の 例 で す。PET で は

と診断できますが、PET では非常に淡い

まったく異常集積像を認めませんが、CT

FDG 集積しか見られませんでした。

で異常が見られ診断できました。腎がんや
肝がん、胃がんなどは FDG の集積は少な
く PET 検査では診断しにくいがんです。
図 5 は大腸がんの例です。便潜血検査が
陰性であったためか、紹介先の病院では内
視鏡検査ではなく注腸検査が行われ異常な
しとされました。幸い次の年に当センター
の検診を再度受診され、同じ部位に異常を

図6

肺がんの例

検診における健常人の画像では、限局し
た異常集積像が良性病変であったり、生理
的な集積であったりする場合が非常に多い
のは事実です。逆に、がんでも異常集積像
を示さないものも多く、うまく他の検査と
併用することが必要です。詳細な大腸検査
と対応させた国立がんセンターのデータで
図4

腎がんの例

は、大腸の限局性 FDG 集積のうち 7 例
が大腸がんであったのに対して 84 例は
大腸の収縮等に伴う生理的集積、11 例は
大 腸 腺 腫、9 例 は そ の 他 の 良 性 集 積 で
あったことが示されています 5）。また、肺
結節への FDG 集積も 4 例の肺がんに対
して 23 例は良性結節であったと報告さ
れています。このように PET がん検診を

図5
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大腸がんの例

通じて良性病変や生理的集積に関してまと
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められた研究報告は多く、偽陽性所見を減

く動脈硬化や内臓脂肪型肥満、糖尿病、肺

らし精度を高めるのに役立っていますし、

気腫など多くの生活習慣病に伴う所見も早

また、偽陽性を減らすために遅延像を追加

期に捉えることができますので、受診者へ

する手法も一般化してきました。がん検診

の説得力があります。生活習慣の改善で予

において高い検診精度を維持するためには、

防し、検診で早期発見、早期治療に努める。

FDG-PET 画像に精通した経験豊富な医師

これは個人でできるがん対策、生活習慣病

が読影することが重要です。急速な PET

対策です。将来、実りのある健康長寿を全

施設の増加に伴い、FDG-PET 画像に精通

うするために、多くの方に実践していただ

した医師が不足している現状がありますの

きたいと思います。

で、読影医師の養成は今後の課題です。
文
おわりに
ますます高齢化する社会において、単に
寿命が延びるだけでは個人にとっても社会
にとっても負担ばかりが増えるだけで、健
康長寿でなければ喜べません。がんの一次
予防はがんだけではなく、いろいろな生活
習慣病の予防にも効果的です。高度な画像
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画像診断による乳がんの早期発見・診断・治
療
三瀬圭一

＊

要

旨：乳がんは乳房から発生する女性特有の悪性腫瘍で、年々増加してき

ています。乳がん診療の基本は、第 1 に市民検診、人間ドック、乳腺外来
での定期健診および自己検診による早期発見、第 2 に乳房の視触診、画像
診断としての乳房超音波検査とマンモグラフィー、および細胞や組織の病理
診断による早期診断、第 3 に乳がん診断後の根治手術、ホルモン療法や抗
がん剤治療、放射線療法による早期治療です。乳がん患者さんの 90%以上
は乳房を温存することが可能であり、早期発見・診断・治療により、乳がん
は決して怖い病気ではありません。
はじめに
乳がんは乳房から発生する悪性の腫瘍で

のものを完全に切除することと、この腋窩
リンパ節を切除することとなります。

す。男性の乳がんもごく稀に見られますが、
女性特有の悪性腫瘍と言えます。乳房は乳
頭や乳輪を含めた皮膚、皮下脂肪、その下

乳がんに罹られる患者さんは年々右肩上

の乳腺組織から成ります。乳頭や乳輪のみ

がりに増加しており、女性のがんの部位別

に発生する特殊な乳がん（Paget 病）も

罹患率は第 1 位です。現在では、年間 4

ありますが、ほとんどは乳腺組織からがん

万人以上が乳がんと診断されています。ま

が発生します。乳がんの発生部位は、乳腺

た、乳がんで亡くなられる患者さんも同様

組織の乳管や小葉からです。一般的には小

に右肩上がりに増加し、女性のがんの部位

さな非浸潤性乳管がん（乳管内がん）から

別死亡率では胃がん、大腸がん、肺がんと

がんが増殖して浸潤性乳管がんに、非浸潤

ともに上位を占め、現在では年間 1 万人

性小葉がんから浸潤性小葉がんに進行して

を超えています。主要国における乳がんの

いきます。乳がんは他のがんと同様に、進

死亡率の動向として、我が国の乳がんの死

行するとリンパの流れに乗って脇の下（腋

亡率は欧米諸国に比べるとまだ低いとは言

窩）のリンパ節へ転移していきます。従っ

えます。しかし、欧米諸国の死亡率が近年

て、標準的な乳がんの手術とは、乳がんそ

横這いとなっているのに対して、我が国で

乳腺クリニック 児玉外科 院長 （乳腺外科、腫瘍外科）

＊
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は未だに増加傾向にあり徐々に欧米諸国に

きなマイナスイメージが未だに残っている

近づいてきています。

のが現状です。また、手術が無事に終わっ

乳がんの年齢別罹患率を見ますと、以前

た後も、術後の日常生活に関する様々な不

は 50 歳以上の閉経後の乳がん患者さん

安、治療後の乳がんの再発や転移の不安、

が多いといわれていましたが、乳がんに罹

さらには生命予後に対する不安、等の患者

られる年齢層は 30 歳代後半から急激に

さんの精神的な負担は否定できません。

増加し、40 歳代でピークを迎えます。し

しかしながら、いわゆる早期乳がん（リ

かし一方では、70 歳代や 80 歳代の高齢

ンパ節転移の無い腫瘍径 2cm 以下の乳が

者にも多くみられます。また、乳がんの年

ん）であれば、乳がん根治手術と術後治療

齢別死亡率を見ますと、年齢別の死亡率で

により、90 〜 95%の根治性（＝再発あ

は 50 歳代がピークですが、若年齢で亡

るいは転移なく乳がんを克服）が期待され

くなられる方が多くなってきている現状で

ます。また、乳がん患者さんの負担をでき

す。がんの罹患率や死亡率の将来予測をし

るだけ少なくして、なお且つ従来の乳房切

ますと、女性のがんの部位別罹患率では、

除術と同等の治療効果が期待される乳がん

乳がんは結腸がんとともに増加が予測され、

手術の縮小化が進んでいます。最近では、

部位別死亡率でも、肺がんや結腸がんとと

標準的な乳がん手術法として、乳房の大半

もに増加が予測されます。

を残すことができる乳房温存手術（乳房部
分切除術）が行われており、腋窩リンパ節

2．乳がんの早期発見、早期診断、早期治
療の重要性

の郭清範囲の縮小や腋窩郭清の省略が可能
となってきています。実際に、近年 90%

「乳がんは女性にとって非常に怖い病

以上の乳がん患者さんで乳房が温存されて

気」と考えられている方も多いと思われま

おり、術後の腕の浮腫みや運動制限はほと

す。乳がん治療、ことに乳がんに対する手

んど起こりません。従って、画像診断によ

術は、「乳房切除により乳房を全て失って

る乳がんの早期発見、早期診断、および早

しまう」ことによるボディーイメージから

期治療が、非常に重要となります。「乳が

くる患者さんの肉体的あるいは精神的な負

んの早期発見、早期診断、早期治療により、

担、また、「リンパ節郭清により術後に術

乳がんなんて怖くない病気である」と感じ

側の腕の浮腫み運動制限が起こる」ことに

て頂けるよう、日々乳がん診療に邁進して

よる患者さんの生理機能的な負担、等の大

いる次第です。
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3．乳がん診療の基本

4．自己検診の方法

乳がんの診療の基本は、大きく分けて

自己検診の方法は、第 1 に乳房全体を

3 つあります。第 1 に、市民検診、人間

見る、第 2 に乳首を観察する、第 3 に乳

ドック、乳腺専門医等における定期的な乳

房をくまなく触ってみることです。まず乳

がん健診と、自分で自分の乳房を視て触る

房全体を見る場合、腕を下げたままで、腕

自己検診により、早期に乳がんを発見する

を挙げて、前かがみで等いろいろな姿勢で

ことです。第 2 に、乳房超音波検査やマ

観察します。そのポイントは、乳房に左右

ンモグラフィー等による画像診断、顕微鏡

の差がないか、皮膚に「くぼみ」「ひきつ

検査による細胞や組織の病理診断に基づき、

れ」「ふくらみ」等がないかです。次に、

早期に乳がんか否か診断することです。第

乳首を観察する時には、乳首が陥没してい

3 に、乳がんに対する根治手術、ホルモ

ないか、乳首に「ただれ」「かさぶた」が

ン療法剤や抗がん剤等の薬物治療、放射線

ないか、乳首から浸出液や分泌液がないか

治療等により、早期に乳がん治療を行うこ

です。そして、乳房をくまなく触る時には、

とです。

立った（座った）状態と仰向けになった状

乳がんの危険因子として以下の項目が挙

態で、手指をそろえて指の腹全体を滑らせ

げられます。①初潮が早い（10 歳以下）、

るようにして乳房を触ります。また、入浴

②月経周期が短い、③閉経が遅い（55 歳

時に手指に石鹸をつけて乳房を触ると分か

以降）、④出産経験がない、⑤高齢出産、

り易くなります。

⑥肥満、⑦家族に乳がんの人がいる、⑧良
性の腫瘍がある（あった）、⑨子宮体がん
や卵巣がんの既往がある、⑩キャリア女性、

34

5．乳がんの診断方法と手順
実際の乳がん診療の手順として、まず、

等です。一般に、乳がんは女性ホルモン

患者さんから受診された症状や経緯等の話

（エストロゲン）に反応して増殖するもの

を伺う問診を行い、次いで座位と仰臥位で

が多く、女性ホルモンの環境が危険因子の

乳房の視触診を行います。引き続き、一般

大きな要因と考えられます。上記の危険因

的な画像診断として、乳房超音波検査とマ

子に該当することがあったとしても、過剰

ンモグラフィーを行い、臨床的に異常な所

に神経質に反応される必要はありませんが、

見の有無を判定し、乳がんの疑いがあるか

乳がん検診を受診されるきっかけになれば

否かを診断します。乳がんの疑いがある場

幸いです。

合には、顕微鏡検査による採取した細胞や
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組織の病理診断に基づいて、最終的に乳が
んか否かの確定診断を行います。
乳腺外来を受診される患者さんの症状の
多くは、乳房の痛みと乳房のシコリですが、
乳がんの初発症状としては、乳房のシコリ
が大半を占めます。しかしながら、シコリ
が触れるからといって、必ずしも乳がんで
あるという訳ではなく、乳腺嚢胞や乳腺線
維腺腫等の良性の腫瘍のことも多く見られ

図1

ます。その他の初発症状として、乳房の痛

超音波検査：小腫瘤で発見された
乳がん

み、乳頭のただれや分泌物、腋窩（脇の

は、0: 判定不能、1: 異常所見なし、2: 良

下）のシコリ等から乳がんが見つかります。

性、3-a: ほぼ良性と考えられるが断定は

最近では、主にマンモグラフィー併用検診

できない、3-b: 良性と考えられるが悪性

により、無症状で発見されるケースも増え

も否定できない、4-a: 悪性が疑われるが

てきています。

良性の可能性もある、4-b: 悪性と考えら
れるが断定できない、5: 悪性、となりま

6．乳房超音波検査（エコー）とその特徴

す。

乳房超音波検査（エコー）は、乳房に
5 〜 15MHz の超音波をあて、乳房内部
からの反射波をとらえて画像化し病巣内部

7．マ ンモグラフィー（Mammography
: MMG）とその特徴

を観察します。マンモグラフィーに比べて

マンモグラフィーは、低エネルギー X

非触知乳がんや非浸潤がんの検出能はやや

線を用いた乳房専用の X 線撮影方法であ

劣りますが、浸潤がんの検出能や病巣内部

り、乳腺などの軟部組織と腫瘍のごく僅か

の質的診断に優れます。またマンモグラ

な X 線吸収値の差を描出して病巣を診断

フィーに比べて、乳房が密な閉経前女性の

します。良好な画像を得るためには、乳房

微小がんの検出に優れています（図 1）。

を適度に圧迫することが必要となりますの

X 線被曝の心配はなく、ベッドサイドで

で、撮影時に乳房の圧迫による痛みが伴い

安全かつ容易に行えます。

ます。触知できない早期の乳がん（非常に

超音波検査のカテゴリーによる判定 1）

小さい腫瘍、石灰化した微細な乳がん）も

特集／画像で病気を探る
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ruled out）、4: 悪性の疑い（suspicious
a b n o r m a l i t y ）、 5 : 悪

性（highly

suggestive of malignancy）、となりま
す。

8． 細胞診・組織診とその特徴
穿刺吸引細胞診は、細い針（通常 21
図2

MMG：小腫瘤で発見された乳がん

〜 23 ゲージ）を腫瘍に穿刺して、細胞
塊を吸引し、これをスライドガラスに吹き
付けて染色し、細胞学的な良性、悪性所見
を顕微鏡で検査する方法です。乳房への侵
襲が少なく、手技が簡単ですが、診断に必
要な細胞量を採取するには、習熟を要しま
す。非触知例や腫瘍が小さい場合には、超
音波検査やマンモグラフィーガイド下での
採取が行われます。

図3

MMG：微細石灰化像で発見された
乳がん

〜 16 ゲージ）を病変に刺入して組織片

高感度に検出可能です（図 2、3）。内外

を採取し、病理組織診断を行う方法です。

斜 位 方 向 撮 影（mediolateral oblique :

マンモグラフィーで腫瘤や広範囲の微細石

MLO）と 頭尾方向撮影（craniocaudal :

灰化像を伴う非触知病変の質的診断に用い

CC）の 2 方向撮影を行って補完し、立体

られます。外科的生検（切除生検や摘出生

像を組み立てて診断します。

検）に比べて、乳房への侵襲が少ない利点

マ ン モ グ ラ フ ィ ー（MMG） の カ テ ゴ
リーによる判定 2）は、N: 読影不能、N-1:

36

針生検は、細胞診より太い針（通常 14

がありますが、採取検体が微小なため、場
合によっては診断に限界があります。

要再撮影、N-2: 判定は触診判定による、

マンモトーム生検は、三次元マンモグラ

1: 異 常 な し（negative）、2: 良 性

フィーあるいは超音波ガイド下で使用する、

（benign）、3: 良性しかし悪性を否定でき

乳房専用の吸引式針生検システムです。1

ず（benign, but malignancy can’t be

回の穿刺で、複数の大きな組織を採取する
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ことができますので、診断がつきにくい微

を超えた広範囲な石灰化像を伴うものは除

小病変の生検を確実に行うことが可能です。

外、⑥乳房温存手術後の温存乳房に対する

ことに、触診や超音波検査で検出不能な病

放射線治療が必要、等です。乳房温存手術

変（主に良性悪性の判定に迷う微細石灰
化）の組織診断に有用です。
また外科的な生検として、局所麻酔下に
乳房にメスを入れ、腫瘍を切除あるいは摘
出して、その標本の病理組織学的な診断を
行うこともあります。
図4
9．乳がん手術の縮小化

乳房温存手術の術式

（a）乳腺円状部分切除 ,（b）乳腺扇状部分切除

乳がん手術の縮小化として、まず胸筋

の術式として、主に乳腺円状部分切除術と

（大胸筋、小胸筋）が温存され、胸筋合併

乳腺扇状部分切除術が行われています（図

乳房切除術から胸筋温存乳房切除術に移行

4）。

しました。次いで乳腺切除範囲の縮小化が
図られ、乳房切除術から乳房温存手術（乳

10．乳がんの予後

房部分切除術）に移行してきています。さ

乳がんの予後に関係する危険因子として、

らに、腋窩リンパ節郭清範囲の縮小や省略

①年齢 35 歳未満、②腫瘍径 2.0cm 以上、

として、従来の系統的な腋窩リンパ節郭清

③リンパ節転移あり、④リンパ管や血管へ

から腋窩部分郭清やセンチネルリンパ節生

の侵襲あり、⑤組織学的悪性度高度、⑥ホ

検が行われるようになりました。

ルモン受容体陰性、等が分かってきていま

最近では、標準的な乳がん根治手術とし

す。

て乳房温存手術が行われています。乳房温

当院で乳がん手術を施行した 4,800 余

存手術の適応は、乳房温存療法のガイドラ

人の乳がん患者さんの治療成績を示します

イン 3） で示されるように、①根治性と整

（図 5）。初回乳がん手術を受けられた全

容 性 の 確 保 が ポ イ ン ト、 ② 腫 瘍 径 は

症例の累積生存率は 5 年で 89.5%、10

3.0cm 以下（4.0cm まで許容）、③年齢、

年で 80.8%、また、累積健存率（再発や

リンパ節転移の程度、乳頭腫瘍間距離は問

転移を来さない率）は 5 年で 80.6%、

わず、④多発病巣であっても可能、⑤腫瘤

10 年で 74.3%です。腫瘍径とリンパ節
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美しい乳房を残すことが可能です。また、
術後に腕の浮腫みや運動制限を来すことは
ほとんどありません。乳がんは決して怖い
病気ではないのです。

おわりに
図 5 （a）

初回乳がん手術症例の累積生存
率曲線

画像診断による乳がんの早期発見、早期
診断、早期治療を行うことにより、「乳が
んなんて怖くない」と言えるのではないで
しょうか。30 歳以上の女性の方には、月
1 回は、自分で自分の乳房を見て触る自
己検診を行うこと、年 1 回は、市民検診、
人間ドック、乳腺専門医等を受診されて定
期的な乳がん健診を受けることをお勧め致
します。また、乳房について何か気になる

図 5 （b）

初回乳がん手術症例の累積健存
率曲線

ことがあれば、いつでも気軽に、乳腺外来
を受診されたら如何でしょうか。

転移の有無の組み合わせで、腫瘍径 2cm
以下でリンパ節転移のない「いわゆる早期
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委員会 / 乳房撮影委員会 / 乳房撮影専門小
委員会 編集（2007）
3）乳 房温存療法のガイドライン，厚生労働科
学研究費 がん臨床研究事業，標準的な乳房
温存療法の実施要項の研究班，主任研究者

97.5 %、10 年 で 93.0 %、 ま た 健 存 率
は各々 94.8%、91.3%と、極めて良好
であり、十分に乳がんの根治が期待されま
す。
乳がんに対する根治手術として、最近で
は 90%を超える症例で乳房が温存されて
おり、早期に小さな乳がんが見つかれば、
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予防画像医学−予防医学の新しいパラダイム
飯沼 武＊
要

旨：21 世紀の日本は少子高齢者社会になっており、我が国の医療は予

防医学に重点を移す必要があることは明白である。その予防医学の重要な柱
となるのが ｢予防画像医学｣ という新しいパラダイムであり、全身に一挙に
計測可能な画像診断装置を用いる方法である。最も有力な候補は低線量の全
身 CT であり、次世代社会情報基盤である ｢電子私書箱｣ と組み合わせて利
用することにより、将来の日本の医療システムに成長すると期待できる。

（2）二次予防と（3）三次予防があると

［1］はじめに
わが国は世界で最高の長寿高齢化社会を

言われています。筆者の私見では一次予防

迎えております。それに従って、疾病のパ

と二次予防がとくに重要と考えます。一次

ターンに大きな変化がおこっています。す

予防は病気にかかるリスクを減らすもので、

なわち、がんに代表される生活習慣病の大

最も重要な対策であり、主に生活習慣の改

幅な増加とボケや痴呆などの精神神経疾患

善であります。とくに、日本では依然とし

の急増であります。そのため、21 世紀は

て先進国のなかでは高い喫煙率を減らすこ

予防医学の時代といわれています。今まで

とが緊急の課題であります。ただし、一次

のように、症状のある患者さんを治療する

予防の問題点は効果が出るまでに長い時間

医療から、健康な人を予防する医療への転

がかかり、すぐには効果が出ないことと、

換を図る必要があると考えます。

国民の嗜好や考え方に依存するため、効果

本稿では、予防医学の新しいパラダイム

を定量的に計ることが困難であることです。

（枠組み）を提案し、これからの日本の明

それに対し、二次予防は早期発見と早期

るい健康長寿社会の実現を目指したいと思

治療を目指すものであり、適切な検査法が

います。

あり、効果的な治療法があれば迅速に効果
がでるものです。本稿では、医用画像を利
用する二次予防について新しいパラダイム

［2］予防医学の基礎
予 防 医 学 に は（1） 一 次 予 防、
独立行政法人 放射線医学総合研究所

＊

を示したいと思います。

名誉研究員（医学物理）
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まず、ここでは二次予防の基本原則を確

Springer 社から出版された下記の本です。

認しておきます。それは無症状の健康人を

Screening and Preventive Diagnosis

対象とする検査であり、対策型検診と任意

with Radiological Imaging。

型検診に分かれます。前者は公的資金の利

一方、現在でも予防画像医学の一部と考

用も含む集団検診ですが、後者は個人の利

えられる手法があります。それは個々の疾

用を前提とする検診で有料の人間ドックが

患を早期発見する医用画像検査です。その

これに対応します。この両者では実施に際

なかには、乳がんのマンモグラフィ、胃が

しての条件が異なり、前者では費用対効果

んの上部消化管 X 線検査、肝臓がんの腹

の問題も含め、より厳密な評価が必要とさ

部超音波検査などが含まれます。

れています。私の提案する新しい二次予防
はできれば対策型検診として確立すること
を目指しています。

［3-1］予防画像医学の検査法
これからの予防画像医学で利用される検
査法は現在の方法と異なり、全身の各種疾

［3］新しい二次予防の分野−予防画像医学
これからの二次予防には大別して二つの

40

患を 1 回の検査で早期に発見する画像検
査法が望ましいと考えます。

分野があると考えています。一つは今回、

その候補には 1）全身 CT（Full Body

詳しく述べる予防画像医学であり、二つは

CT）、2） 全 身 MRI（Full Body MRI）、

予防遺伝子学であります。後者は個人のリ

3）PET/CT、4） 光 学 的 映 像 法

スクを遺伝学的に検出し、それに応じた対

（Optical Imaging）、5）遺伝子標的画像

策のメニューを提供するものであります。

法などが挙げられます。このなかで、1）

私は前者について提案します。まず、予防

の全身 CT は最も有力な候補です。2）の

画 像 医 学 と は 英 語 で は、Preventive

全身 MRI は被曝がないという点で優位で

Imageology とでも称するもので、次の

す。3）の PET/CT は陽電子断層装置と

ように定義します。｢医用画像を用いて病

CT の複合機として注目されていますが、

気を早期発見することにより、QOL の高

放射性薬剤を注射する必要があります。

い長寿を実現する方法を研究する学問｣ で

4）と 5）は研究段階の方法です。

あります。実は、これと似た概念を示した

とくに、全身 CT では最近、面検出器

著書が存在していますので、私の独断では

CT が開発され、1）160mm の大きさの

な い よ う で す。 そ れ は 2008 年 に

臓器が 0.35 秒で測定でき、スキャン時
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間の大幅な短縮が可能、2）身長方向の X

断や CT による肺がんの診断ではすでに実

線束の重なりが減ることによる被曝線量の

用になっていますが、現在、全身 CT で検

減少、3）データの連続性の向上による画

出される多くの疾患に対応する CAD が開

質の改善、4）息止め時間の短縮により患

発されつつあります。第二に画像の標準化

者負担の軽減などの利点が報告されており

と遠隔画像診断システムの開発です。これ

ます。

はすでに技術的には利用可能であり、後は

図 1 には最新の全身 CT の写真を示し

社会システムの問題です。これが日本全国

ます。また、図 2 には PET/CT の写真を

に広がれば、どこでも画像診断の専門家に

示します。

みてもらうことができます。第三は個人の
医 療 デ ー タ の 生 涯 保 存（Electronic

［3-2］予防画像医学のためのインフラ整備

Health Record）システムの開発です。

次に予防画像医学のために、インフラ整

このシステムは筆者の印象では今後の日本

備が必要であります。実は、その準備は

の医療に大きな影響を与えると考えます。

着々と進んでいます。まず、各種の疾患に

これは日本人の一人一人が自分の健康や医

一挙に対応するコンピュータ画像診断支援

療情報を個人単位で生涯保存し、いつでも

シ ス テ ム の 開 発 で す。 こ れ は CAD

参照可能とするものです。具体的には「電

（Computer Assisted Diagnosis）とい

子私書箱」と呼ばれている次世代情報社会

われ、マンモグラフィにおける乳がんの診

基盤です。

図1

図2

全身 CT の一例
Whole Body High Clarity
slice 4D Scan

500

PET/CT
が一体化

陽 電 子 断 層 装 置 と CT

予防画像医学 ‐ 予防医学の新しいパラダイム
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［3-3］電子私書箱と予防医学
これはこれからの予防医学のインフラ構

私は具体的な対策として、日本人全員が

造として重要になると思われるもので、東

50 歳になったときに、胸部と腹部の CT

京工業大学の大山永昭教授が提唱している

検診を受診する制度を提案したい。勿論、

社会システムです。その目的は ｢行政や社

無症状の健康な男女が対象であります。使

会保険関連機関が有していた個人情報を、

わ れ る 装 置 は 低 線 量 の 高 速 CT で、

個人に対して開示・伝達し、国民自らがそ

MDCT か面検出器 CT であり、CAD がつ

れを管理し、活用するための仕組みを確立

いていることが望ましい。このデータを電

｣ することであるとされています。このな

子私書箱に保存する。

かには 1）個人提供用の健康診断結果報

このとき、心臓、肺や腹部の重大な疾患

告書、2）各種の画像データ、3）心電図

が発見された場合には直ちに治療を行なう。

等の医用波形データなどを生涯保存するこ

このなかには肺がん、肺気腫、結核、冠動

とを目的としています。大山先生たちは東

脈石灰化、動脈瘤、骨粗鬆症、体脂肪異常

京工業大学の職員を対象に、サーバーに上

などが含まれる。しかし、あまり細かい所

記の健康情報を保存し、オンラインでアク

見は拾わないようにし、次回の検査（3-5

セス可能とする実証実験を 2009 年に始

年後）にまわすようにして、擬陽性をでき

めました。

るだけ避けるようにすることが必要と考え

将来的には、日本人全員が個人番号を

42

［3-4］現実的な対策と提案

ます。

持って、健康情報だけでなく、税金、年金

さらに、この検診は無料として全額を公

や住居などの社会的な個人情報もオンライ

的資金でまかなうが、もし、特別な理由な

ンで、自由にアクセスする壮大な構想を描

く受診しなかった人にはその後の医療保険

いています。勿論、今後はネットワークの

の値上げなどの罰則を課すという思い切っ

安全性など解決すべき問題がありますが、

た対策を打ち出すことも必要ではないかと

今後の日本全体の社会基盤として必ず実現

考えています。

するものと考えています。これが実現すれ

このような大規模な検診を実施する前に

ば、医用画像はいつ、どこでも参照が可能

多施設共同による前向き臨床試験を行い、

となり、病気の予防や診断、治療に大いに

実行可能性を確かめる必要があることは申

役立つでしょう。

すまでもありません。
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［3-5］予防画像医学の評価

（Optimization）を追求する必要があるの

今後、予防画像医学を普及するに際して

は申すまでもありません1）。

は、それをきちんと評価する体制を作って
おく必要があります。評価は 1）有効性、 ［4］日本の放射線医療の現状
2）副作用と 3）効率の 3 点から行なう
必要があります。

このような予防画像医学を日本で普及し
ようとするに際し、日本の放射線医療に大

まず、有効性はこの検査で問題とする病

きな問題点が存在することがわかってきま

気のリスクが減ったことを証明し、それに

し た2）。 そ れ は CT や MRI な ど の ハ イ テ

より当該集団の獲得余命が増えたことを明

ク画像診断機器が世界一多いのにも関わら

らかにすることです。次に、副作用は放射

ず、それを専門とする放射線科医が世界で

線による被曝、検査の事故や要精検者の不

最も少ないという事実です。表 1 には人

安などがあります。これらの副作用が得ら

口 100 万人当りの CT の保有台数を示し

れる利益（有効性）と比較して小さいこと

ます。2004 年の 26 カ国の調査です。

を明らかにしなければなりません。第 3

順位が高い 5 カ国と低い 5 カ国を示しま

に、効率はこのシステムが妥当なコストの

す。

もとで行なわれているか、費用対効果を確
かめることであります。

次に、表 2 には人口 100 万人当りの
MRI の 保 有 台 数 を 示 し ま す。 こ れ も

とくに、CT などの放射線機器を利用す
る場合には被曝のリスクは不可避であるの

2004 年の 23 カ国の調査で、順位が高
い 5 カ国と低い 5 カ国を示します。

で、現時点では LNT 仮説（どんなに線量

以上の結果、日本は CT と MRI の保有

が低くても発がんのリスクが存在する）を

台数は世界で No.1 であることがわかりま

前提に、国際放射線防護委員会（ICRP）

した。とくに CT の台数はダントツであり

のいう正当化（Justification）と最適化

ます。2 位が米国であることは理解でき

表1
順位

国

CT 台数 / 人口 100 万人
台数

順位

国

台数

１

日本

92.6

26

アイルランド

4.3

2

米国

32.2

25

ハンガリー

6.8

3

韓国

31.5

24

ポーランド

6.9

4

ベルギー

29.8

23

英国

7.0

5

ルクセンブルグ

28.8

22

フランス

7.5
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表2
順位

国

MRI 台数 / 人口 100 万人
台数

順位

１

日本

35.3

23

ポーランド

1.9

2

米国

26.6

22

スロバキア

2.0

3

アイスランド

20.5

21

ギリシャ

2.3

4

オーストリア

14.9

20

ハンガリー

2.6

5

スイス

14.3

19

チェコ

2.8

表3
順位

国

国

台数

放射線科医師の数 / 人口 100 万人

人数（絶対数）

順位

国

人数（絶対数）

１

ギリシャ

226（2,500）

26

日本

36（4,598）

2

デンマーク

194（1,050）

25

英国

36（2,161）

3

イタリヤ

156（9,000）

24

アイルランド

45 （180）

4

ベルギー

141（1,467）

23

韓国

55（2,626）

5

フィンランド

137 （718）

22

チェコ

60（1,910）

表4
順位

国

全医師の数 / 人口 100 万人

人数（絶対数）

順位

国

人数（絶対数）

１

ギリシャ

4877（11,060）

26

韓国

1565 （48,082）

2

イタリヤ

4187（57,553）

25

日本

2031（127,687）

3

ベルギー

4013（10,399）

24

カナダ

2134 （31,946）

4

スイス

3753 （7,391）

23

ポーランド

2290 （38,180）

5

アイスランド

3604

22

英国

2325 （59,778）

（293）

ますが、米国と比較しても非常に多いこと

人で調査した 26 カ国のうちで、放射線

が明らかです。

科医の数が最も少ない国なのです。絶対数

一方で、驚くべきことがわかりました。
それはこれらの画像の読影を専門とする放

が多いのは人口が英国の 2 倍以上あるか
らです。

射線科医の数が世界一少ないのです。表

もう一つの興味あるデータとして全医師

3 には人口 100 万人当りの放射線科医の

の数を比較してみましょう。表 4 には人

数を示します。これも 2004 年の調査で、 口 100 万人当りの全医師の数を示します。
（

）内の数字は絶対数を示します。やは

り順位が高と低の 5 カ国です。
驚くべき事実は日本は英国と同じ 36
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こ れ も 2004 年 の 調 査 で、（

）内の数

字は人口の絶対数（千人）を示します。順
位が高と低の 5 カ国です。
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ここでも日本は調査した 26 カ国のう

わざるを得ません。今後、日本として医療

ちで、韓国についで下位から 2 番目なの

のマンパワーを増やすことに全力を挙げな

です。放射線科医の数ほどではありません

ければなりません。

が、日本の医療のマンパワーが貧弱である
かがわかります。

筆者は CT や MRI が日本で世界一多い
ことは我が国の医療水準を高め、世界一の
長寿社会を実現している原動力になってい

［5］考 察−これからの日本の医療体制の
改革

ると思いますし、素晴らしいことでありま
す。一方で、CT による医療被曝も世界一

我が国が少子高齢者社会に突入している

であることも事実です。筆者は医療被曝が

ことから、21 世紀は医療体制を予防医学

多いことだけを問題にすべきではないと考

に舵を切り替えなければならないことは明

えます。我が国の放射線医学会の責任は画

白です。その一つの柱となる ｢予防画像医

像検査が適切な病気にきちんと行なわれ、

学｣ という新しいパラダイムを提唱しまし

無駄な検査が繰り返されていないかを

た。そのためのインフラ整備も進んでいま

チェックすること、画像検査における被曝

すが、なんと言っても大きな課題は日本の

線量が可能な限り少ない線量で実施されて

放射線医療の特異性を解決する必要があり

いるかをチェックすることであります。

ます。
我が国の CT や MRI の保有台数は人口

［6］結び−将来への提言

当たりにすると、圧倒的に多いことがわか

21 世紀は日本にとっては予防医学を発

ります。第 2 位は米国ですが、同じ先進

展させる必要があります。その一つの柱が

国でも英国やフランスが非常に少ないのが

今回提唱した ｢予防画像医学｣ であり、放

驚きです。これらのハイテク医療機器は開

射線医学関係者はこの方法論を大いに研究

発途上国ではもっと少ないのでしょう。こ

し、進めることが期待されます。そのため

の調査は 26 カ国の医療先進国に対して

には学会として複数の施設の共同臨床試験

行なわれたものです。

を行なえる体制を作ることが望まれますし、

一方で、CT や MRI を大量に保有して

放射線科医が少ない現状を変えることは直

いるのに、それらを専門とする放射線科医

ぐにはできないであろうから、筆者はすべ

の数が最も少ないのも驚きです。我が国は

ての医学部学生に医療における放射線被曝

世界的に見ても異常な医療大国であるとい

の問題を教えるシステムを作ることを提案

特集／画像で病気を探る
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したいと思います。
より具体的には前述の東工大の大山先生
の「電子私書箱」と全身 CT による画像医
学検診をドッキングした実証試験を実施で
きないか模索しております。これによって
予防画像医学の有効性を評価する第一歩と
したい。そしてこの情報を全世界に発信し
たいのであります。

文

献

1）J .Valentin ed. :Annals of the ICRP
P u b l i c a t i o n 1 0 3 ; T h e 2007
Recommendations of the International
Commission on Radiological
Protection. Elsevier Ltd.（2007）
2）Y. Nakajima et al. : Radiologist supply
and workload: international
comparison- Working Group of
Japanese College of Radiology,
Radiation Med., 26,455-465（2008）

本研究にご意見のある方は下記のメール
でご連絡下さい。
t.a.iinuma3391@kjd.biglobe.ne.jp

｢関連用語解説｣
1）C
 T：Computed Tomography の 略 で、
コンピュータ断層撮影装置と訳されている。
X 線の透過を利用して人体の断面像を作成
し、病気の診断に使う医用機器である。
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2）MRI：Magnetic Resonance Imaging
の略で、磁気共鳴診断装置と訳されてい
る。人体の水の水素の核磁気共鳴現象を
使って人体の画像を撮影する最新の医用
機器である。
3）P E T ： P o s i t r o n E m i s s i o n
Tomography の略で、陽電子放射断層撮
影装置と訳されている。陽電子を放出す
る放射性元素を注射して人体を撮影する
最新の医用機器である。
4）PET/CT：PET と CT を同じ装置でドッ
キングしたもので、同じ人体で PET の画
像と CT の画像を撮影し、重ね合わせて診
断できる最新の医用機器である。
5）CAD：Computer Assisted Diagnosis
の略で、コンピュータ支援診断と訳され
て い る。 医 師 が 行 な う 画 像 診 断 を コ ン
ピュータのパターン認識技術で補佐する
方法。
6）電 子私書箱：日本人全員が自分の個人の
社会的な情報を保存、更新し、いつでも
どこでも参照できるシステムを目指し、
国のプロジェクトして進めている。
7）ICRP：International Commission on
Radiation Protection の略で、国際放射
線防護委員会と訳されている。放射線防
護に関する勧告を出す重要な国際機関で
ある。
8）LNT 仮説：直線閾値なし仮説といわれ、
いくら低線量の被ばくであっても発がん
の危険が存在するという仮説で、ICRP は
この立場をとっている。
9）正 当化：Justification の訳で、放射線に
被曝する際に受ける利益がその危険を上
回ることを保証することを言う。医学の
検査では必要な条件である。
10）最適化：Optimization の訳で、放射線画
像検査において診断に十分な情報を得る
ために必要最小限の線量を確認すること
を言う。放射線科医の重要な責任である。

Random Scope
ヨーロッパでの化学物質規制の新しい動き：化学物質やクスリの毒
性試験で繁殖試験は 2 世代必要か？ 1 世代でよいか？賛否両論
新規化学物質毒性試験で包括的安全評価導入などの新規制が行われようとしている。ECHA
（ヨーロッパ化学物質機関）が、EU の REACH（＝化学物質登録・評価・認可ならびに規制）
とよばれる毒性試験やその他の規制に関する法令を実行しガイダンスを出す役割を持っているが、
その新規制の中でも、繁殖試験がとくに論議をよんでいる。現行では動物試験で繁殖試験は 1
世代まででよかったのに新規制では 2 世代が要求される。しかも、既に 1 世代試験を経て安全
として古くに市場に出ていて特に問題のない物質についても新規評価法（ここでは 2 世代繁殖
試験が必要）を適用しようとの動きがあるという。公的研究機関・企業などの毒物学研究者は
様々な例を挙げ、コストなどの試算も含めて議論している。たとえば OECD や、T. Hartung
（「代替法の評価のためのヨーロッパセンター」という組織の前の長、現在米国 Baltimore にあ
る Johns Hopkins 大学の Blooming School 所属）、あるいはアメリカ EPA の E. Mendez
などの研究者も様々な数字を挙げて同様に疑問を投げかけて、現在行われている安全性評価の方
法で十分ではないかと言っている。またドイツの大化学工業会社の BASF 本社所属の毒物学者
もそのような新規制は、必要な試験動物数や必要経費から考えて事実上実行不能だと述べている。
このような流れの中で新規制に反論して多くの毒物学者・研究者が生殖・繁殖への影響を化学
物質に対しても調べる試験項目について修正提案を逆に言い出した。特に犠牲動物数も多くコス
トも全般的にかかる「動物を使う繁殖試験」を、2 世代繁殖試験（農薬では現在必要とされて
いる）でなく 1 世代繁殖試験（若干の追加試験は含む）でよいと言っているのである。多くの
毒物学者・研究者の中にこうした修正逆提案への賛成論が多く、様々な議論を引き起こしている
の で あ る。 国 際 的 な 組 織 で あ る OECD は 既 に EU、 米 国、 日 本 な ど も 加 わ っ た 形 で、
Guideline の見直し作業を進めている。昨 2009 年には Hartung & Rovida は、2006 年頃
から明るみに出てきたヨーロッパでの規制当局の化学物質毒性試験を必要とする化学物質数に対
しては、「見積もり数が多過ぎる」との反論も行っている。規制当局、ECHA（REACH などを
実行する機関）は、1 世代繁殖試験依存（若干の追加試験を含む）への修正逆提案はまだ根拠
不十分だ、当局側の原案通りで、そんなにお金もかからないと言って、そのような動きに「待っ
た」をかけている。
上記の人たち、組織、機関などは、化学物質での 1 世代→ 2 世代の変更の規制側の動きに、
それでは困ると動き出しているのである。そうでないと、大変な費用（大まかに言って、百万ド
ルオーダー）と、2 世代試験での評価を行うのに少なくとも向こう 8 年間を要するという。最
も論議の的になっているのは、既述のように動物を使う試験での生殖・繁殖（不妊でない）など
の試験項目である。次世代まででよいか（現行法：1 世代）、もう一つの世代まで見るか（2 世
代）、の違いであり、実施する側にとっては「ほんとに必要なのか？」と、これまでの試験での
統計値を引き合いに出して反論している。そうして、農薬での現行 2 世代繁殖試験を 1 世代に
するのがよいこととするよう検討するとの動きもあるという。規制側に立つ人たちへのロビー活
動で、この化学物質規制修正逆提案を通させ、規制当局側の化学物質に関する新しくまたプラス
アルファを伴った新規制案を阻止しようとの動きもあり、いささか不穏である。どうなるか、医
薬・農薬業界にとっても日本を含め、他人事だと片付けられない動きで、ここ数ヶ月の動きを
しっかりフォローする必要がある。
（kurin）
T. Hartung and C. Rovida: Chemical regulators have overreached, Nature, 460,
1080-1081(2009)
N. Gilbert: Streamlined chemical tests rebuffed, Nature, 463, 142-143(2010)
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テーマ：共に生きる

㉑殺虫剤から見た生物学
松田一彦＊
要

旨：今使われている合成殺虫剤の多くは、哺乳動物に対しては低毒性

で、害虫の神経系だけを選択的にかく乱します。それは、人間と害虫との間
で、殺虫剤が標的としている受容体タンパク質の構造に違いがあるからでき
ることです。このように、合成殺虫剤を通じて私たち人間と害虫との違いを
知ることができますが、植物がつくりだす天然殺虫剤からは植物を食べる昆
虫との戦いの中から生まれた自然の知恵を学ぶことができます。

はじめに
ヨーロッパ近世の医師パラケルススは、化学物質の毒性と投与量との関係について「す
べて物質は毒であり、毒でないものはない。毒かどうかを決めるのはその量である」とい
う名言を残しています。一見安全そうに見える天然物にもこのことが当てはまりますが、
日頃から食べているから、「天然」だから大丈夫と私たちは思い込んでいるかもしれませ
ん。身動きできない植物は昆虫あるいは草食動物から身を守るために多かれ少なかれ「天
然農薬」をつくっており、私たちは食事を通じてそれらの物質に被曝しています。こう
いった天然農薬の被曝量と健康との関係について、どれほどの人が正確に理解しているで
しょうか。
これまで合成殺虫剤は、農業害虫を防除することで世界の食糧生産に大きく貢献してき
ました。今では昆虫抵抗性の遺伝子組換え作物や昆虫の行動を制御するフェロモン剤など
も作物保護に利用されていますが、それらの使用範囲は限られています。こういった実情
と増加の一途をたどる世界人口を考慮に入れると、農業害虫の防除手段としての殺虫剤に
対する需要は減少の方向に向かったとしても、なくなることはないと考えられます。
作物保護という使命に加えて、殺虫剤には家庭の不快害虫のみならずマラリアやデング
熱などの病気を媒介する蚊（ベクター）を防除するという使命もあります。地球温暖化は
近畿大学農学部教授（農薬科学・生物有機化学）

＊
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ベクターの勢力拡大をもたらし、日本も遠くない将来その危険に晒される可能性がありま
す。私たちはその時に備えておかなくてはなりません。
このように殺虫剤にはメリットがありますが、その使用が環境生物に対して全く影響し
ないかというとそうではありません。私たちはもっと化学物質に被曝する生物のことを学
び、生態系の仕組みを学ぶ必要があります。そのためのツールとして殺虫剤を見てみま
しょう。現代科学の一分野として化学生物学（ケミカルバイオロジー）という分野があり
ます。分子生物学や遺伝学のテクニックだけでは理解できない生物の本質を、化学を手段
として解き明かすという分野です。私はこれまでケミカルバイオロジーの方向から、殺虫
剤が害虫に対して選択的に毒性を示すしくみや、植物の中で天然殺虫剤が作られるしくみ
になどについて研究してきました。その中から学んだ、自然の知恵について紹介したいと
思います。

合成殺虫剤の研究から
私たちが意図したとおりに動いたり、外から受ける様々な刺激を感じたりすることがで
きるのは、神経情報伝達システムのおかげです。神経の情報は、細胞上では電気信号によっ
て、細胞と細胞との間は神経伝達物質と呼ばれる化学物質によって伝えられます（図 1）
。

図1

アセチルコリンとニコチン性アセチルコリン受容体が
はたらく神経情報伝達システム

神経細胞上では活動電位と呼ばれるインパルス状の電位変化が信号として伝えられ、それが神経細
胞の終末に到着すると、細胞からシナプスと呼ばれる空間に神経伝達物質アセチルコリンが放出され
ます。それを次の神経細胞上に位置するニコチン性アセチルコリン受容体が受け取ると、受容体が活
性化し再びインパルス信号が発生します。ニコチン性アセチルコリン受容体の機能については図 2
を参照してください。
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後者のシナプス伝達と呼ばれるシステムでは、神経伝達物質としてアセチルコリンが、そ
の受容体タンパク質としてアセチルコリン受容体（AChR）が、古くから良く知られてい
ます。AChR には、ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）とムスカリン性アセチ
ルコリン受容体（mAChR）があり、前者にアセチルコリンが結合すると受容体自身が持
つ正電荷を持つイオンを通す穴（イオンチャネル）が開くのに対して（図 2）、イオン
チャネルを持たない後者にアセチルコリンが結合すると GTP（グアノシン -3- リン酸）
結合蛋白質が活性化し、その結果として細胞内のカルシウムイオン濃度や膜電位の抑制に
寄与するカリウムチャネルの機能変化などがおこります。
このように、アセチルコリン‒AChR の系は神経伝達において重要な役目を演じていま
すが、過剰なはたらきはその混乱を招きます。そのため、アセチルコリンはその役目を終
えるとコリンエステラーゼと呼ばれる酵素によって速やかに分解されます。殺虫剤の中に
はこのシナプス伝達の仕組みを邪魔することによって神経毒性を発揮するものがあります。

図2

ニコチン性アセチルコリン受容体とその機能

ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）にアセチルコリンが結合すると受容体中心部のカチ
オン（正電荷を帯びたイオン）を選択的に通すイオンチャネルが開き、細胞外に対して負の電位を持
つ細胞内の電位（膜電位）が減少します。この膜電位変化を専門用語で脱分極といいます。脱分極が
閾値をこえると、神経細胞に活動電位が発生します。タバコに含まれるニコチンはアセチルコリンと
同様に nAChR に結合し、イオンチャネルを開くことができますが、アセチルコリンとは違いコリ
ンエステラーゼで分解されないため、nAChR を持続的に活性化させます。
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コリンエステラーゼのはたらきを妨害する有機リン剤はその一例です。合成殺虫剤のさき
がけとなった有機リン剤パラチオンは哺乳動物に対する高い毒性のために使用禁止になり
ましたが、後代の有機リン剤は選択毒性（害虫に対しては毒性が強く、哺乳動物に対して
は毒性が低い性質）に優れ、広く害虫防除に用いられています。しかし、有機リン剤の多
用は抵抗性（薬が効きにくい）害虫の発生をもたらしました。この問題を解決するために、
有機リン剤とは全く効き方が異なる、安全で新しい殺虫剤が求められるようになりました。
タバコに含まれるニコチンの名前は多くの方が耳にしたことがあると思います。ニコチ
ンは nAChR に対して結合し、アセチルコリンと同じように nAChR のイオンチャネル
を開く作用を示しますがコリンエステラーゼによって分解されないため、持続的に興奮を
引き起こします。ニコチンは昆虫に対しても神経活性物質として作用し、合成殺虫剤が開
発されるまではアブラムシの防除などで使用されていました。ところがニコチンは害虫防
除効果の点で有機リン剤、DDT、ピレスロイドなどの合成殺虫剤より劣り、哺乳動物に

図3

アセチルコリン、ニコチンおよびネオニコチノイド系殺虫剤

生理的 pH でニコチンの窒素（とくに 5 員環中の窒素）はプロトン（H+）と結合し、正電荷を帯
びています。この正電荷がアセチルコリンの 4 級のアンモニウム窒素に対応します。それに対して
ネオニコチノイドの窒素は、ニトロ基（-NO2）やシアノ基（-CN）によって窒素上の電子が引き寄
せられ、生理的 pH ではプロトンとは結合しにくい状態になっています。このような性質の違いに
よって、ニコチンとネオニコチノイドとでは nAChR への結合の仕方が異なります。

51

対する毒性も強いことなどから、使用場面は限られていました。ところが、ニチアジンと
呼ばれるこれまでの殺虫剤には見られない構造を持つ殺虫性化合物（図 3）が英国ブラ
イトンで開催された国際会議で紹介され、流れが一変しました。その発表によって影響を
受けた日本バイエルアグロケム社（現在バイエルクロップサイエンス社）によってニチア
ジンに改良が加えられ、イミダクロプリド（図 3）が開発されました。イミダクロプリ
ドはニチアジンに比べて殺虫効果や植物中での浸透移行性（一箇所に処理すると植物全体
にいきわたる性質）などに優れ、それまで使用されていた殺虫剤に取って代わりはじめま
した。そしてイミダクロプリドの成功は、第 2、第 3 世代の関連殺虫剤の開発を促しま
した（図 3）。これらの殺虫剤は、ニコチンと同様に昆虫の nAChR を活性化するものの、
ニコチンとは異なり、よほどの高濃度にしない限り哺乳動物の nAChR に結合しません。
このような特性と構造の新規性がもとになって、ニチアジンの改良によって生まれた殺虫
剤はネオニコチノイドと呼ばれ、広く害虫防除に使用されるようになりました1）。
ネオニコチノイドはどうやって哺乳動物と昆虫の nAChR の構造の違いを見分けてい
るのでしょうか？

一般に生理活性物質が標的とするタンパク質に低濃度で結合するため

には、「鍵と鍵穴」との関係と同様に、化合物がタンパク質の穴にぴったりと結合しなく
てはなりません。ネオニコチノイドの場合もそうであり、昆虫 nAChR に対するネオニ
コチノイドの選択性は、シンデレラのガラスの靴のごとく、ネオニコチノイドに特有の構
造が昆虫の nAChR の構造にぴったりはまるから生まれるのです。図 4 を見てみましょ
う。ネオニコチノイドにはニトロ基（-NO2）あるいはシアノ基（-CN）という特有の構
造があります。ニトロ基では二つの酸素原子に、シアノ基には窒素原子に電子が引き寄せ
られ、それぞれの原子が「負」の電荷を帯びています。そのため、ニトロ基やシアノ基は、
それに近づいた「正」の電荷を帯びた相手と電気的な力によって（静電的に）相互作用し
やすくなっています。私自身の研究を含めたこれまでの研究によって、昆虫の nAChR
にはニトロ基やシアノ基と強く相互作用可能な、正電荷を帯びた塩基性のアミノ酸がある
のに対して、ヒトを含めた脊椎動物ではそのような構造がなく、しかも nAChR へのネ
オニコチノイドのアクセスを邪魔する構造もあることが明らかとなっています2）。
図 4 だけを見ると、ヒトでネオニコチノイドの感受性が高まるような nAChR の変異
が生じないのかという疑問が生じるかもしれません。その点については、昆虫の nAChR
に対するネオニコチノイドの相性には図の相互作用のみならず、別の数か所の構造も間接
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図4

昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体とネオニコチノイドとの
相互作用の模式図

昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）に特有の塩基性のアミノ酸（図ではアルギニ
ンのグアニジニウム部分）はイミダクロプリドのニトロ基と静電的に相互作用します。人間の
nAChR にはニトロ基と相互作用可能な位置に塩基性アミノ酸がないため、ネオニコチノイドが結合
しにくくなっています。

的に関わっており、ただ一箇所の変異でヒトでもネオニコチノイド感受性になる確率は低
いと考えられます。
ネオニコチノイドは完璧な殺虫剤かというとそうではありません。近年の環境保全や生
物多様性の観点からすると、ネオニコチノイドの害虫特異性はそれほど高くありません。
最近ミツバチの減少の問題がおこりましたが、その原因の一つとしてネオニコチノイドが
取り上げられています。この問題についてはウイルス感染など諸説があり、主要な原因に
ついては明確な結論が出ていません。しかし、ネオニコチノイドに対してミツバチが感受
性を示すのは事実です。この問題はネオニコチノイドが結合する nAChR の鍵穴（結合
部位）の形や性質に基づいて化合物を改良することで解決できる可能性があります。例え
ばアブラムシの nAChR におけるネオニコチノイド結合部位はミツバチのそれに比べて
サイズが大きいなどの特徴がありますので、この差を利用して前者にはぴったり結合し、
後者には結合しにくい次世代の害虫防除剤を設計することができるかもしれません2）。

天然殺虫剤の研究から
合成農薬のいくつかは、天然生理活性物質を改良して生み出されています。そのような
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化合物の一つに合成ピレスロイドがあります。ピレスロイドの原型であるピレトリン類は、
蚊取り線香の原料である除虫菊（Chrysanthemum cinerariaefolium）に含まれている
天然殺虫剤であり、昆虫の神経系における電気信号の伝導をかく乱することで蚊などの飛
翔昆虫に対して高い殺虫活性を示します。ピレトリンの歴史は古く、中世には旧ユーゴス
ラビアで虫よけ効果が知られていました。日本に除虫菊が輸入されたのは明治になってか
らであり、第 2 次世界大戦まで大規模に栽培されていました。最盛時の生産量はおよそ
12,000t であり、世界の総生産量のおよそ 90%を占めていました。しかしその後、開
発途上国による安価な生産と、合成ピレスロイドの開発によって、除虫菊は観光用の栽培
を除いて日本から姿を消していきました。
ピレトリンは共通構造としてシクロプロパン環（図 5、三角形の構造）とエステル結
合（図 5、化合物中央の -COO- 結合）を有する 6 種の類縁化合物からなります。中でも
ピレトリンⅠは、殺虫活性と除虫菊中の含有量のどちらにおいても最高です。ピレトリン
類の構造決定には、多くの著名な化学者が関わりました。その代表例として Leopold
Ruzicka と Hermann Staudinger（どちらもノーベル化学賞受賞）によるピレトリン
Ⅰの平面構造を決定があげられます（1924 年）3）。核磁気共鳴や赤外分光などの飛び道
具がない時代に、一か所の誤り（アルコール部末端の二重結合）を除いて構造を決定した
のは神業というしかありません。ピレトリンは空気酸化等によって壊れやすく、また天然
物であるため工場で計画的かつ大量に製造することはできません。そのため、ピレトリン

図5

除虫菊がつくる天然殺虫剤ピレトリン

除虫菊では、2 種類の酸部と 3 種類のアルコール部から計 6 種類のピレトリン類がつくられます。
ピレトリンは除虫菊の花に蓄積されることで知られていますが、葉でもつくられます。
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は改良され、家庭のみならず農業でも使用可能な合成ピレスロイド（ピレトリン様の合成
殺虫剤）が開発されました。私は、合成ピレスロイドの定量的構造活性相関に関する研究
で博士号を取得しましたが、その論文の第 1 章で、このようなピレトリンからピレスロ
イドへの歴史について述べました。当時は歴史上の起点という感覚でしかピレトリンを見
ていませんでしたが、最近改めて調べたところ、合成化学的には終わっていても生物学的
には天然ピレトリンについてほとんど理解されていないことがわかりました。このような
科学的事実に、環境保全に対する考え方とマラリアベクター（ハマダラカ）の勢力拡大と
いう背景が加わり、私はピレトリンの生合成の問題に取り組むことにしました。
ピレトリンは酸部とアルコール部からなり、それぞれが別の経路によって生合成されま
す。シクロプロパン環を持つ酸部は 10 個の炭素からなり、モノテルペンと呼ばれるカ
テゴリーに属します。1961 年から 62 年にかけて除虫菊の中でのピレトリンの生合成
に関する研究が行われ、酸部はメバロン酸を経由してつくられる可能性があると報じられ
ました4，5）。メバロン酸経路しか知られていなかった当時はそれで良かったのですが、
1990 年代半ばにメバロン酸を経由しない非メバロン酸経路が Rohmer らによって発見
されると6）、ピレトリン生合成のメバロン酸経路説に疑問が持たれました。というのは、
非メバロン酸経路はモノテルペンを含む 10 の倍数の炭素を持つテルペン類の生合成に
寄与していることが、Rohmer らの発見に続いて明らかにされたからです。そこで、安
定同位元素 13C で標識したグルコースを除虫菊幼苗に与え、13C がピレトリンの骨格の
どこに取り込まれるか調べた結果、ピレトリンの酸部分はメバロン酸経路ではなく、非メ
7）
バロン酸経路で生合成されることが明らかとなりました（図 6）
。

ピレトリンのアルコール部の構造は、ジャスミンティーの香りの本体であるジャスモン
や植物の傷害応答に関わるジャスモン酸のそれに似ています。ジャスモンやジャスモン酸
は植物に特有のリノレン酸を原料としてオキシリピン経路と呼ばれる経路で生合成されま
す。リノレン酸の炭素を同位元素で標識して調べると、ピレトリンのアルコール部も同様
にリノレン酸からつくられることがわかりました7）。オキシリピン経路は傷害に応じて活
性化されることが知られており、昆虫抵抗性因子と見なすことができるピレトリンの生合
成もまた傷害に応じて活性化されると考えられます。オキシリピン経路からつくられる物
質には上記の化合物の他に、みどりの香りとも呼ばれる炭素数 6 個のアルデヒド・アル
コール類があります。図を眺めたときに、ピレトリンとみどりの香りはお互いに生合成を
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図6

ピレトリンと関連化合物（みどりの香りとジャスモン酸）の生合成

ピレトリンの酸部は非メバロン酸経路という生合成経路によってつくられ、アルコール部分、みど
りの香りおよびジャスモン酸はオキシリピン経路でつくられます（図の右半分）。構造式中の記号
“P” はリン酸エステル（-PO3H）であることを示しています。

調節しあうように見えます。実際、除虫菊の幼苗に傷害を与えたところ、みどりの香りを
主体とする特有の揮発性物質が放出されました。さらに、それらの物質を気体として除虫
菊の幼苗に処理したところ、ピレトリンの生合成に関わる遺伝子の発現が活性化されたこ
とから、傷害誘導的に除虫菊幼苗から生じる香りは無傷の幼苗に危険を知らせる信号とし
て用いられているようです。
ピレトリンの生合成のことについてもっと詳しく知ろうとするなら、やはり生合成に関
わる遺伝子の発現調節機構について調べなければなりません。ピレトリンの生合成酵素の
中でもエステル結合の生成を触媒する酵素について調べてみると、傷害という物理的な因
子のみならず、細胞内で生じるいくつかの因子によってその酵素の機能が調節されている
ことがわかってきました。また、酵素はピレトリンの立体構造を厳密に認識することがで
きることも明らかになりました。悠久の歴史を経て獲得したものとはいえ、何と精密に酵
素の鍵穴は彫刻されていることでしょう。さらに研究を続けていくと、生合成というレベ
ルを超えた生物の知恵が見えてくるのではないかと楽しみしています。動物の脂質シグナ
ルについて詳しい人が図 6 を見ると、オキシリピン経路が動物の痛みや炎症に関わるプ
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ロスタグランジンの生合成経路に良く似ていることに気づくはずです。ピレトリンの物語
は単なる殺虫剤の話では終わらないと期待されます。

終わりに
この記事の中で、殺虫剤の視点から見た生物の姿について 2 つの話題を提供しました。
どちらの話題も、生命の根源に挑戦するというような大それたものではありませんが、そ
れぞれの研究の過程で自然（いのち）のしくみを垣間見たような気がします。生物多様性
を守りながら食糧を生産するということは、サイエンスを極めるというだけでは到底達成
できない難しい問題ですが、生物のコアにまで達するくらいにサイエンスを極めない限り、
植物保護分野における新しいパラダイムは創出されないというのもまた真実です。

引用文献
1）K. Matsuda et al.: Trends. Pharmacol. Sci., 22, 573 (2001)
2）K. Matsuda et al.: Mol. Pharmacol., 76, 1 (2009)
3）L. Ruzicka and H. Staudinger: Helv. Chim. Acta, 7, 177 (1924)
4）M. P. Crowley: Nature, 191, 281 (1961)
5）M. P. Crowley: Biochim. Biophys. Acta, 60, 312 (1962)
6）M. Rohmer et al: J. Amer. Chem. Soc., 118, 2564 (1996)
7）K. Matsuda et al: Phytochemistry, 66, 1529 (2005)

Random Scope
涙の出ないタマネギ：香味や健康機能性は保持
タマネギはトマトに次いで世界で 2 番目に多く生産されている野菜であり、2006 年世界で
の生産量は約 6,100 万トン、日本では約 115 万トンである。タマネギを包丁で切ったときな
ど に 生 じ る 催 涙 性 は 催 涙 因 子（lachrymatory factor：LF） に よ る。LF に は propanthial
S-oxide, 1-propenyl methane thiosulfinate や、dipropyl disulfide などがある。この強い
刺激性を、調理しやすい LF 発生量のすくないものにしようと、育種によりいくつかの品種が開
発されてきて、今ではタマネギ市場の約 10％を示すといわれている。このため LF を生成する
酵素的・非酵素的経路を持たないような品種が育種されたが、この方法では、催涙性だけでなく、
タマネギ独特の香味や健康機能性も少なくなると言う弱点があった。今回の研究では標的
mRNA の分解（RNA 干渉：RNAi）を用いて LF 合成酵素（LFS）の遺伝子発現を抑制したの
である。
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この遺伝子をタマネギ未熟胚に導入することによって形質変換された植物体の再生に成功した。
この方法を用いて 3 つの品種について形態学的に正常に生育することを確かめ、花まで咲かせ
次世代の種を得ることにも成功した。そこでは、LF 因子は 1/60 程度にまで減少し一方健康機
能に関係するとされるチオスルフィネート量は 60 倍程度に増加した。つまり催涙性がほとん
どなくなり、一方健康機能性に関与する因子が増加するなど、好ましい性質のタマネギが誕生し
たことになる。ただ上記の実験はタマネギ隔離温室内でのものであり、外敵の多い野外での栽培
に向いているかの検証は必要のようである。何しろ LF はタマネギにとっては、病害虫など外敵
から身を守る防御機能を担っていると言われているからである。近い将来、好ましい性質のタマ
ネギが近く誕生するかどうか、楽しみである。
（Kurin）
Eady, C.C.: Silencing Onion Lachrymatory Factor Synthase Causes a Significant
Change in the Sulfur Secondary Metabolite Profile, Plant Physiology, 147,
2096-2106 (2008)
鴨井亨宏：RNAi による「涙の出ないタマネギ」の作出、化学と生物、47, 226-228 (2009)

Random Scope
発生二酸化炭素を大気中に放出せず回収し封じこめる事業
主に石炭やガスを燃料として発電するプラントでは、生じた炭酸ガスをその場でトラップして
大気へ逃さず何らかの方法でこのトラップしたものを溶媒やアミンなどの液体に吸収させ、これ
を地中の石油採掘の後の空間などに高圧をかけて注入する（carbon capture and storage
（略称 CCS））。こうした一連の作業を行えば、大気中への二酸化炭素放出量を抑えることがで
き、温暖化対策になるとされる。その先駆けとなるプラントが欧州、中国、米国等で、建設され
ており、建設中ないし準備中のものも相当数ある。1996 年にノルウエーで年に 100 万トン、
2000 年にはカナダで年 100 万トン、これらを地中の油井や、地質学的に深い層に注入でき
るプラントがある。数十万トンから 100 万トンクラスのものは数基あり、今では 330 万トン
のプラントも計画されている（オーストラリア）。確かに二酸化炭素放出抑制の目的は地球温暖
化抑制であるとされるが、これはいわば表向きのもので、二酸化炭素放出の最大の活動：発電を
はじめとする化石燃料焼却のような大々的活動を抑制しようとの考えも裏にある大切な考えなの
ではなかろうか。とすると、二酸化炭素発生地点での CCS プロセスは化石燃料の消費抑制には
何ら寄与しないどころか、安心して化石燃料を焼却し二酸化炭素を放出しても大丈夫という気に
させて、その消費を促進することにすらなりそうである。CCS についての Science 誌特集の
中で関連技術については幾つか詳しく説明されていて、すばらしい技術だとは感じるが、化石燃
料を燃焼させてエネルギーを獲得する方法が資源枯渇へ向けて助長促進されてしまいそうだとい
うことなど、読者はどのように思われるであろうか。
（Kurin）
Carbon sequestration: China grapples with a burning question. & Carbon capture
and storage: How green can black be? Science, 325, 1644-1652 (2009)
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JCSD プロジェクトシリーズ

水利権と水利権市場
－日豪比較を中心に－
近藤
要

学＊

旨：ダム建設を中心とした従来型の水資源開発・管理方式は大きな転換

期を迎えている。他方で水不足や水余りが発生し、利用者間で自由に水を融
通する仕組みが構築できれば、ダム開発に頼ることなく、安価で水を移転し、
利用することができる。こうした考え方に立ち、アメリカやオーストラリア
では水利権市場が発展している。オーストラリアは金額、規模において世界
最大の水利権市場を抱えているが、今もなお、さまざまな改革を行っている。
水利権を通してオーストラリアと日本の社会を比較し、日本に水利権市場を
定着させるための課題について考察を行った。

はじめに
1997 年の河川法改正以降、ダム建設を中心とした日本の河川管理方式は大きな変革
期を迎えている1）。淀川水系流域委員会の苦闘は、その道のりがなお平坦でないことを物
語ってはいるが、他方で、公共事業に起因する財政赤字や自然破壊の累積は国民の批判を
招き、従来型の官僚主導の政治からの転換をもはや不可避の政治的課題とするに至ってい
る。筆者は、新しい流域管理の一手段として、水利権市場の導入を提唱しているが 2，3）、
本稿では特に水利権の日豪比較に焦点を絞り、その意味や日本社会との関わり、日本に水
利権市場を定着させるための課題について検討する。なお、オーストラリアの水改革の概
要については別稿を参照願いたい4）。
本稿の構成は以下のようである。第一章では水利権の定義やその内容を比較し、そうし
た差異が生まれてきた法的・社会的要因について若干の検討を加える。第二章では効率的
な水利権市場の条件を考える。第三章では水利権市場のメリットに関する経済学的考察を
行う。第四章ではヴィクトリア州をケーススタディとして取り上げ、水利権概念の新たな
発展について説明する。第五章はこれまでの議論のまとめと日本への水利権取引導入の意
滋賀大学理事・副学長（現代資本主義論、水資源経済学）

＊
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義や課題について言及する。

第一章

水利権の定義と内容

日本では河川水の管理者や水利権（許可水利権）については河川法に定められている。
第 2 条では河川が公共用物であり、私人が勝手に手を触れてはならず、河川管理者（第
9、10 条）の許可が無ければ河川管理施設を設置することは出来ないと規定されている。
また、「河川の流水は、私権の目的となることができない」（第 2 条 2）が、私人は許可
を受ければ、流水を占有することが出来る（第 23 条）。権利の譲渡は可能である（第
34 条）が、売買は出来ない。法律の中には水利権という言葉そのものの記載はないが、
河川管理者の許可によって公物は私的占有の対象として認められていると理解されている。
よって、水利権とは「公共用物である河川水を排他的に取水・利用し、受益する権利」と
して一般的に定義できる。
水利権が意味あるものとなるためには、それに付随・関連する一連の行為が認められな
ければならない。例えば河川や水路に堰を設けたり、ポンプなどの施設を設置することが
認められなければならない。同様に、取水した水を一定の場所に配送したり、何らかの目
的のために使用し、使用後には排水を排出することが出来なければならない。このように
水利権は単独の行為を想定したものでなく、取水−配送−使用−排水といった一連の行為
と結びついたものである。この点は日本もオーストラリアも同様である。
日本の規定では、許可を受けた河川水はあくまで公物であり、被許可者は単にその私的
占有権を認めるだけ、という構造になっている。平たく言えば、河川水の所有者＝大家は
政府であり、許可を受けた私人には利用権だけが与えられ、政府と私人の関係はいわば大
家と借家人のごとき関係に立つものと理解されている。従って、借家人である私人は大家
である政府の許可を受けなければその権利を譲渡することは出来ない、という訳である。
その前提には、私人は水利権を濫用し、適切に管理する能力に乏しいから、適正な管理能
力を持つ政府の専一的管理に委ねられるべきである。私人の権利は政府の適正な管理によ
る反射的利益の一部としてその権利の一部が私人に貸し与えられるものであり、それゆえ
私権の自由な対象にはしないのだ、という「お上」的発想が感じられる。
なお、伝送的な農村共同体による農業用水の利用については慣行水利権として扱われ、
河川法による許可制度とは異なる法的根拠による水利用を認めている（ただし、土地改良
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区の水利権は現在、許可水利権に切り替わっている）。
これに対して、オーストラリアでは、水、魚、その他の野生動物、鉱物資源は Crown
の所有と考えられている5）。Crown（王冠）とはオーストラリアの行政府、執行権力のこ
とを指す象徴的言い方である。平たく言えば、万民によって与えられ、正当化された統治
権のような意味である。従って、河川水は公物、公有物である点は日本と同じであるが、
その統治権は、もともと万民から与えられたものと考えられている。そして、政府は
Crown の名に於いてこれら公共（有）資源を配分する権利を有し、一般市民は政府が許
容する範囲内でこれら資源にアクセスする慣習法上の権利が与えられる5）。
河川水（公物）を公的ライセンスによって私的な占有物に転換する仕組みは共通してい
るが、出来るだけ政府の権限を制限し、市民が許容する範囲内に政府の権限を限定しよう
とする点（私的自治の原則）が異なっている（政府と国民の関係についての考え方はアメ
リカの公共信託理論に類似している）。さらに、公有資源の利用権の配分により、ライセ
ンス保有者に対して私有財産権と同程度に他者の関与を排除できる強い権利を作り出すこ
とができる。日本ではライセンス付与によって公物を私有財に変換させることは出来ず、
せいぜい借地権程度のものに変えられたに過ぎないが、オーストラリアではライセンス付
与によって公物は私有財に変換される。ただし、私有財といっても完全に自由ではなく、
農業用水の場合にはその目的の範囲内に使用が限定される。このような水利権の私有財産
的な性格は、灌漑農業の可能性を切り開くため、農家と政府が共同で乾燥した大地と格闘
しなければならなかった歴史的事情と関係がある。1870 年代に作られた法律では、水
利権 water right は灌漑農家が政府が設置した水路から水を取水し、使用する権利のこ
とであり、土地と完全に一体のものであり、その権利は永久的なものであった。
それに対して、1960 年代以降、ポンプ技術の発展により、水路からではなく、私人
が直接に河川から水を取水し、利用することが出来るようになった。具体的には発電用の
水利用や都市の飲料水の確保のためなどである。こうした新たな水需要者に与えられた権
利が水ライセンス water license または diversion license と呼ばれるものである。こ
れらの権利は water right とは異なる法的権利であり、保有期間は最大 15 年、ただし
更新可能とされた。さらに、これら以外に Domestic ＆ Stock Allowance と呼ばれる
農家が家畜や生活のために利用する慣習的な権利やアボリジニ団体に与えられる水利用の
権利、川辺に土地を所有し、生活する者のための Riparian right もあるが、省略する。
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水の使用実態について大雑把に言うと、water right を持つものの利用が 7 割、water
license を持つものが 2 割、都市用水などのための水利機関 Water Authority や発電会
社等がもつ大口用の権利である Bulk Entitlement が 1 割といったところである。
このように、1980 年代以前のオーストラリアでは水利権 water right は土地と一体
のものとして意識されてきた（ただし、water license は元々土地と結びつかない純粋
に水に対する権利であるが）。こうした水利権が売買可能性を獲得するためには、法制度
の改革が必要であった。例えばヴィクトリア州で初めて水利権の永久的売買を認めた法律
である 1989 年の水法 Water Act によると、「ライセンス（water license）は一時的
あるいは永久に他者（person）に譲渡可能である。ただし、大臣または大臣から農村地
域の水に関する権限を委託された機関の許可が必要である。ライセンスはある灌漑地区に
譲渡され、しかる後、当該水機関に S.226A の条文が適用され、ライセンスは水利権
water right に転換される」（S.62）と規定し、ライセンス所有者同士の売買と、ライセ
ンス所有者が灌漑地区の水機関を通じて灌漑農家にその権利を売却し、その権利が
water right に転換されることを許容している6）。さらに、灌漑農家間の water right の
永久的取引については、「ある灌漑地区の土地所有者は、土地に付着している水利権
water rights を永久的に販売的機関、または（当該地区内又は外の）土地所有者または
占有者に譲渡することが出来る。譲渡には、売り手の属する機関と買い手の属する機関が
別々であるならば、売り手と買い手の双方の機関の同意を必要とする。さらに、少なくと
も執行のなされる 28 日前に地方新聞に告知し、（例えば抵当債権者などの）法的利害関
係者の書面による同意を得なければならない。当機関の決定に対する反対はヴィクトリア
州民事行政裁判所に提起することが出来る。市長は譲渡が行われる内外の所轄地域におい
て、既存の利用者の利益や環境を考慮して、対内対外の取引の限界を設定したり規制を加
えたり、保有する最大または最小の水利権を設定したり、手続きを定めたり、料金を設定
することが出来る」（SS.226、228）、と規定されている6）。
このように、1989 年水法では、水利権 water right は所有者 X から所有者 Y に移転
することが可能となったが、X と Y はあくまでも灌漑農地の所有者に限定されていた。
その意味で、土地と水との分離は不十分なままに残された。1989 年改革のプロセスを
図 1 に示す。なお、上記 Water Act 1989 の譲渡 transfer、transferable という言
葉は売買 trade、tradable の意味も含んでいる。
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図1

土地所有から水利権への漸進的分離（1989 年の改革）

現在ではオーストラリアのすべての州、準州で売買可能な水利権が法律によって定義さ
7，
8）
れている（表 1）
。

このように考えてくると、同じ水利権といっても、オーストラリアのそれと日本のそれ
は似て非なるものであることがわかる。公物への支配権を許可システムを媒介として私人
に与え、その私的利用を認める点はほぼ同じであるが、①政府の権限を市民社会から付託
された限定的なものと考えるかどうか、②許可を受けた権利が私有財産権に匹敵する強い
権利とみなされるかどうか、は大いに異なっている。その背後には市民社会と政府の関係
の違いが伺われる。水利権取引を水管理の一手段として効果的に機能させるためには、更
なる改革が必要であった。これについては第四章で述べる。

第二章

効率的な水利権市場の条件

そもそも水利権市場というのは一つの制度であり、その目的は、希少な水資源を効率的
なやり方で管理・配分し、もって一国の経済社会の持続可能な発展に資することである。
そして、この水利権取引が適切に行われ、取引主体の権利や経済的活動が安定的に保障さ
れるためには河川水（公物）の権利客体としての法的性格を明確化し、その売買を法的に
保護する必要があろう。このために私人と河川水（公物）との法的関係を定めたものが水
利権であった。そして、この水利権を取引させる場が水利権市場であるが、取引が円滑に
行われるためには効率的な市場の構築と改革が必要である。両者はいわば車の両輪のよう
な関係に立ち、オーストラリアの水改革を進めてきた。そこで、本章では効率的な水利権
市場の条件について考察する8，10）。
もちろん水利権市場は、唯一の水資源配分システムという訳ではない。灌漑農業と結び
ついた伝統的な農村共同体では、井戸やため池の開発や河川からの引水・分水によって、
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表1

オーストラリア各州の水利権の根拠法

出典：Productivity Commission 20069）.

水資源を共同で確保し、「水番」などのルールを自主的に定めて水資源の管理を行ってき
た。あるいはダムや水路等の大型公共事業によって水源と配水施設を確保し、河川管理者
による許可証の発行を通じて、直接的に水配分が行われてきた。
こうした従来からの水配分や水管理方式と比較した場合、水利権市場による水管理の特
色は、以下の通りである。
（1） 	私的自治の原則に立つのものであり、公的規制や介入を出来るだけ抑制しようと
する傾向がある。
（2） 	農業者や工業者、都市水道など、個別の水利用者と河川当局（政府）との縦の関
係によるクローズドな水管理システムではなく、それらを超えた横断的でオープ
ンな取引の場（水利権市場）を構築することによって、より広範囲の参加者を巻
き込み、自由競争原理によって水資源のより経済効率的な配分を実現しようとす
る傾向がある。
別言すれば、「公共領域」として独占されてきた水管理を「資本主義的市場という私領
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域」に移し変える手段が水利権の明確化と水利権市場の創設なのである。このように考え
れば、効率的な水利権市場の導入・定着・発展は、決して一片の法律や一回の法改正で終
わるものではなく、社会システムの改革や市民社会の成熟を含む、壮大な社会実験でもあ
ると言えよう。
では、効果的な水利権市場を構築するためにどのような条件が必要だろうか。まず最初
に、水利権市場で取引されるものは何か、を明らかにしておかねばならない。2004 年
の Phillips Fox 社とクイーンズランド工科大学の Fisher 教授による共同研究によるレ
ポートでは、「水の供給は（何らかの経済主体によって）提供されるサービスであるが、
取引されるものは水という商品ではない。取引されるものは水利権であり、それは法律上
の擬制として存在するものである」と述べている8）。例えば、水道水は使用価値をもち、
使用料を支払った上で排他的に利用することが出来るものであるから完全な意味で商品で
あり、私有の対象、私有財である。同様にペットボトルに封じ込められた水も商品＝私有
財である。しかし、水利権市場の対象となっているのは未だ私有の対象とはなっていない
河川水（公物）である（オーストラリアの場合には水利権の対象は地下水も含まれる）。
公有物はそのままでは私権の対象として、排他的に利用することは出来ない。そこで、公
共機関が公有物を合法的に私人に占有する権利を与える。これが取水許可（ライセンス）
制度であった。よって、水利権市場で取引されているものは私有財産としての水ではなく、
現在、公物である河川水を将来の私有財産として利用するための権利＝水利権なのである。
この水利権は、河川水の所有権そのものではなく、所有権に至る入口の権利であるから、
論理的には水利権を手に入れたからと言って河川水が現実に入手できる保障はない。しか
し、時間的経過の中で、この河川水の許可システムが順調に機能し（もちろんこの事実は
政府の公共投資と管理によるところが大である）、拡大・普及し、安定的に水が確保でき
ている状況が生まれたとしょう。すると、各経済主体の意識の中では、水利権は事実上河
川水を私的に支配する権利＝所有権へと転換してしまい、その結果、河川水からの取水量
をさらに拡大したいと考える者や、逆に水余りとなる者が発生してくるであろう。このと
き、初めて経済主体間で既得配分水量の再配分が課題となり、水利権市場の創設が俎上に
上る。従って、水利権取引は取水許可証システムの安定的成立を前提としてのみ成り立つ
ものであることを忘れてはならない。
効果的な水市場を構築するための条件に話を戻そう。水利権を移転させる場合、河川水
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の取水に関して付帯されてきた様々な許可条件と取水量の分離が必要になる。例えば、こ
の取水許可の中には当然、どの河川において、どのような方法で、どのくらいの水量を取
水するか、といった許可条件が定められていなければならない（日本では河川管理者が定
める「水利使用規則」の中に記載されている）。同様に、取水のための一定の工作物を設
置することも認められなければならない。また、取水に伴う一定の排水を排出する権利も
含まれるべきであろう。もし、取水量（商品としての水）とこうした雑多な取水許可条件
が分離せず、一体のものであるすると、水利権の購入者が自由に取水・利用することが出
来なくなる。他方、地域の立場からすると、地域の自然的・社会的状況を無視して、水を
勝手に奪われたり、過剰な水や汚れた水を勝手に外部から持ち込まれては困ることになる。
そこで、実際の水の移転には様々な制約条件を付した上で、水利権売買を許容する必要が
ある。そのためには、取水許可（ライセンス）の中から「水利権（商品としての水）」に
該当する部分と「それ以外の条件」の部分を法律的に分離し、それぞれ別々のものとして
管理する必要がある。つまり「土地と水の権利の分離」が必要になる。土地（地域）の立
場からの水利権取引に対する制限としては、コミュニティの維持、塩害などの環境破壊の
防止、排水基準の遵守、環境用水の確保、などがある。オーストラリアでは水利権は市場
で取引されるが、土地や地域の環境管理に関しては別の管理システムを設けている。これ
が CMAs（Catchment Management Authorities；集水域管理機構）と呼ばれるユ
ニークな仕組みである。CMAs の概要については別稿を参照していただきたい6）。
従って、取水許可システムの安定的存立を前提に、取水許可（ライセンス）から水利権
（商品としての水）を独立した権利として法的に定義することは水利権取引を効率的に機
能させるための第一の条件である。
第二に、独占の排除がある。特定の市場参加者が価格を支配したり、取引数量を支配で
きない状態が必要である。これは市場への参加者のアクセス条件を緩和することや市場の
範囲を広げることによって可能となろう。
第三は、情報の透明性の確保である。どのくらいの河川水がいつ利用できるのか、価格
はどれくらいか、取引の成立後、どのくらいで実際の水利用ができるのか、といった情報
が、大きな取引コストも無く市場参加者に提供・共有される必要がある。
第四は、市場で売られるものは商品としての属性（何らかの使用価値をもつ私有の対象
物であり、確実に入手可能であること）を有していなければならない。ところが、水利権
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とは特定の水源から水を排他的に取水する権利、水の配分を受ける権利、水源の水の持分
に対する権利であるから、厳密には水そのものではない。例えば、旱魃で川に水が無い場
合、たとえ水利権を持っていても、水は手に入らない。取水施設が古くなって壊れた場合
には、水利権の入手が不可能または不十分となる。水利権はこのように商品としての使用
価値がもつ不確実性を完全にはゼロにすることは出来ない商品である。また、別の意味の
不確実性もある。一定の水利権を獲得し、特定の地域で、特定の取水設備を使って取水し
ようとしても、例えばこれ以上の取水による排水の増加によって地域の塩害が深刻化する
可能性がある場合には、地域の CMA や州政府が実際の水利用を認めないかもしれない
（現在のオーストラリアでは、全ての水利権取引は政府の許可が必要である）。その場合に
は、獲得した水利権は単なる権利のままに留まり、実際の水を獲得することは出来ない。
オーストラリアではこうしたトラブルを避けるために専門の水ブローカーが存在し、地域
の排水条件なども盛り込んだプログラムを開発し、瞬時に水利権取引が実際にどの程度の
確実さで水の入手につながるかを判断している。また、各州では水の実際的入手可能性を
クラス分けして、高度確実水、低度確実水などとして、優先度や価格に差をつけている州
もある（ヴィクトリア州の場合、後述）。さらに水利権の商品としての不確実性に対応す
るため、オプション取引などの新たなリスク管理手法が開発されている11）。
第五に、水利権取引が確実に行われるためには、所有権と類似した公的な登記や会計制
度の整備が必要である。権利の所有者、権利に対する抵当権の有無、共同所有者の持分、
権利の移動や相続、権利の貸借、などを第三者に対して公示する必要がある。
以上のように、効率的な水利権市場を機能させるためには、取水許可から水利権の分離
独立化（土地と水の権利の分離）を始めとする様々な条件をみたすことが必要であった。
オーストラリアでは上記の効率的市場の条件を満たすため、インターネットを使った市場
が支配的となっている。さらにはコミュニティや環境への配慮を可能とするために、
CMAs のような新たな外部性に対するユニークな管理機関が設置され、独自の活動を
行っている。

第三章

水利権市場の経済学的意義

水利権取引の導入によって、どの様な経済的メリットが生じるかを説明してみよう
（図 2）。水を利用して何らかの純収益を上げている経済主体 X と Y を考える。経済主体
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図2

水利権取引の経済的メリット

の例としては土地改良区（農業生産者）、企業、地方自治体などが考えられる。農家や企
業の純収益と水利用の関係については説明は不要であろうが、地方自治体の場合は、例え
ば水の追加的確保が出来れば住民や企業の流入が増加し、その結果、住民税や事業税等の
税収が増加する可能性があろう。
横軸に水量をとり、縦軸は水 1 単位の追加的利用による純収益の大きさを金額で示し
ている。経済主体 X の水量は原点 0 から右方向に計り、経済主体 Y の水量は H から左
方向に計ることとする。
X を水不足に悩む経済主体とし、Y を水余りの経済主体と仮定し、X の初期の水配分
量を 0S、Y の初期の水配分量を SH とする。水不足に悩む X は水を S の水準からもう
1 単位追加的に獲得することが出来れば、px の高さで示された純収益を増加させること
ができるとしょう。従って、X が水 1 単位を得ることによって px × 1 = S・A・B・
S + 1 の面積で示される純収益を増加させることが出来る。他方、水の余剰を抱える Y
は、水 1 単位を失っても純収益の減少は小さく、せいぜい px よりは小さいであろう。
py（＜ px）を Y が水 1 単位を失うことによって獲得できなくなる純収益（＝機会費用）
の大きさとすると、Y が水 1 単位を失うことによる純収益の減少分は面積 py × 1 = S・
C・D・S + 1 で表される。
もし、X から Y への水 1 単位の再配分が何の金銭的支払も無く、例えば政府の命令で
行われたとすると、X は大きな利益（S・A・B・S + 1 の面積）を得ることが出来るが、
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Y は一方的に損失（S・C・D・S + 1 の面積）を強いられることになる。そこで、水を
当事者の自由意思による売買に任せた場合にはどうなるだろうか。X は px 以下の価格で
あれば水を購入した方が得となり、Y は py 以上の価格であれば水を売却した方が得とな
る。実際の価格は双方の交渉により決まるとしても、その価格は py より高く、px より
低く決まるであろう。なぜなら自由意思による取引である限り、自ら進んで損をとること
は無いからである。従って、双方の合意により、例えば pe の水準に売買価格が落ち着い
たとすれば、X は E・A・B・F の利益を、Y は C・E・F・D の利益を双方ともに得るこ
とが出来ることになる。しかも、この取引は経済主体相互の自由な取引によって行われる
ため、行政が介入する必要は無く、「小さな政府」も同時に実現することが出来るのであ
る。
実際の例を考えてみよう。高度経済成長の時代に立てた水需要予測が過大であったある
地方自治体 Y は人口等の予想外の低迷に悩み、地方税収入が減少したが、他方で、過大
な責任水量を引き受け、分担金の圧力に苦しんでいる。他方、人口の流入で水不足が生じ
たある地方自治体 X は水源の確保のために新たなダム建設もやむをえないと考えている。
この時、X と Y が同一の水系で結ばれ、かつ X と Y の間に水利権取引が許容されるなら
ば、Y から X への水売買が行われ、X は恐らくダム建設のために支払わねばならない金
額よりもはるかに安い金額で水を手に入れることが出来、Y は余った水を売却すること
で地方自治体の収入を増加させ、分担金の負担を緩和し、地方財政赤字を少しでも削減す
ることが出来るであろう2）。
同様のことは、土地改良区 Y から都市 X に渇水時に水を売却することが出来れば、わ
ざわざダムを作ることも無く、水不足を解消又は緩和することが出来るであろう。

第四章

水利権制度の更なる発展－ケーススタディ－

ヴィクトリア州は 2004 年に水利権制度に対し、Unbundling Process と呼ばれる
大きな改革を行った（実施は 2007 年から）。その骨子は「統合と分離」である。統合
の側面については、water right と water license、Domestic ＆ Stock Allowance
の各権利を水株 water share に統一したこと、分離の側面については、従来の水利権
water right を水株 water share と配水持分権 delivery share と水使用許可 site-use
approval の 3 種に構造的に分離（Unbundling）し、水利権取引の一層の容易化を図る
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とともに、旱魃など水量の大幅な変化といった不確実性にも対応できる新たな水管理の仕
組みを作り出すことにあった（水利権から水株 water share への転換）注1）。以下にその
内容を説明する（図 3）。
水利権の水株への転換
これまで、灌漑農家が河川水を取水し利用する場合、3 つの法的根拠があった。第一
は water right であり、土地の裏づけのある永久的水利権、第二に「D&S 許可」による
もの、第三に水利権市場で一時的に購入してきたもの（sales water）である。D&S 許
可（Domestic and Stock Allowance）とは、灌漑農家が家畜のためや通常の生活の
ために使う部分であり、その使用権は水利権とは別の論理で慣例的に認められてきた（日
本の慣行水利権と似ている）。こうした 1989 年以降の法的枠組みは、2004 年以降は、
水株 water share という考え方を導入し、統一した新たな法的枠組みへと転換された。
なお、現在までのところ、水株の考え方は地下水や G-M W（Goulburn-Murray Water
Corporation12）；北ヴィクトリアの水機関の一つ）や MDBC（マレー・ダーリング川流
域委員会）が管理していない水路の水は対象外となっている。

図3

ヴィクトリア州の 2007 年の水改革の概要（Unbundling Process）

本章は筆者が 2009 年 1 月におこなった G-MW のスタッフ Phil Hoare 氏とのインタビュー、及び同年 8 月
におこなった Geoff Earl 氏とのインタビューに基づくものである。

注 1）
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図4

水株に関するヴィクトリア州の 2007 年の水改革

すなわち、土地登録制度において土地所有者として所有権を認められている者の水利権
water right は水株 water share に自動的に切り替えられる。水ライセンス（water/
diversion licenses, cf. section 51）も水株に切り替わるが、その場合には、管理機
関からライセンス所有者として登録されている者が水株の所有者となる。さらに、この水
株の導入に際して、商品としての不確実性に対応するため以下の 2 種類の水株が導入さ
れた（図 4）。
●高確実水株（High-reliability Water Share）：灌漑農地と結びついている（土地の
裏づけのある）水利権 100ML は 100ML の高確実水株に転換される。ただし、水
源（貯蔵）の水が旱魃などで 50％に減少したときは 100ML の高確実水利権とい
えども 50ML の水しか配分されない。
●低確実水株（Low-reliability Water Share）：以前の sales water と呼ばれる水、
すなわち水利権市場から一時的に調達された水は、すべてこのタイプの権利に転換さ
れる。もちろんこのタイプの権利も売買できる。新たな低確実水株の総量は水量が豊
富な年の実際の最大使用量と合致するように発行される。このタイプの権利持分
100ML に対し実際どれだけの水が配分されるかは灌漑地域や河川、年によって異
なる。例えば G-M W 灌漑地区では 100ML に対し 48ML、Campaspe 灌漑地区
では 56ML、Nyah 灌漑地区では 0ML であった（2008 年）。
水株と抵当権
水利権 water right（および D&S 許可）と結びついた土地に抵当権がついていた場合、
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水株に対する抵当権とすることができる。もちろん土地に対する抵当権もそのまま保持さ
れる。ただし、水利権の総量が 5ML 以下の場合は除く。この規定は高確実水株にも低確
実水株にも等しく適用される。水許可証（water/diversion license）と結びついた土地
に抵当権がついている場合、その水許可証から作られた水株には、抵当権をつけることは
できない。水株と抵当権の関係にかなり気を使う理由は、抵当権付の水利権は恐らく市場
で売れないなどの制約があるものと推測される。
水株式の 10％ルール
土地と結びつかない（土地の裏づけのない）水株の総量は、10％を越えてはならない、
というルールである。これは水利権取引の制約条件となる。こうしたルールを政府があえ
て設定した理由は、投機者が入り込み、多くの水を独占し、価格を操るかもしれないとい
う人々の不安に対する対応である。このルールは灌漑地域の意見を聞いて水大臣が定める
ことができるとされている。
以上のような水利権の水株への転換は、様々な可能性をもたらすものと期待されている。
例えば、土地と水利権（水株）を分離して所有できることは柔軟性をもたらす。例えば土
地を持たない農家が水株を持つことで資産形成の機会を掴むことができるかもしれない。
他方、水株方式の導入は灌漑農地を守る志向が強くあるとされているため、実際に水利権
市場の拡大につながるかどうかは疑問がある。この点は今後の検討課題である。次に
2007 年改革で新しく分離された水使用許可 Water (Site) -Use Approval と配水施設
持分権 Delivery Share について説明しよう。
水使用許可 Water (Site) -Use Approval について
この許可の目的は、水の使用が他人や環境に悪影響を与えないようにすることである。
例えば、汚い排水を行った場合には下流の人々に被害を与える。また、排水を野放しにす
ると、地下水位が上昇し、塩害を引き起こす。また、取水の状況によっては野生動物や植
物に回復不能な被害を及ぼす。こうした理由により、灌漑農家は水使用許可を大臣から受
けなければならない。あるいは言い換えると、定められた基準やルールに沿った水利用や
排水を行わなければならない。
従来のヴィクトリア州の体制では、灌漑農家は水利権と水利用許可が明確に意識されて
こなかったが、2007 年 7 月 1 日に、水株と水使用許可が明確に分離され、河川水や地
下水は水使用許可と切り離されて自由に売買できるようになった。水利権は売買によって
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移動してゆくが、水使用許可はあくまで土地に付着しているものであり、特定の地域を離
れるものではない。従って、水使用許可は売買できない。
水使用許可の内容は次の 4 つの標準的な条件を遵守することである。
①

年間使用量の上限（AUL: annual use limit）：各灌漑農家が自分の管理する土地
に対して、超えてはならない水使用量の上限のこと。一定の地域に定められた以上
の水が使われ、排水されたとすると、地下水位が上昇し、塩害が起こる。こうした
事態を避けるために上限が設定されている。この上限はこれまでの使用実績や歴史
的経緯、地域の環境管理計画等に基づき地域の CMA（集水域管理機関）によって
定められている。

②

定められた計測器を使って水を使用すること：水の使用量を、定められた計測器と
計測方法で記録することが義務付けられている。

③

適切な廃水処理の義務：管理機関が定めた基準、期間、条件で廃水を処理しなけれ
ばならない。

④

米を生産する場合には別途許可が必要：米は使用水量が多いためと推測される。詳
細は不知。

水大臣が水使用許可の条件を変更する場合には、灌漑農家団体の意見と CMA の意見を
聞かなければならない。水使用許可は繰り返し更新される。ただし、10 年間農地での使
用実績がなければ更新されない。許可といっても紙媒体などの大層なものではなく、州の
電子水登録システムに登録するだけでよい。
配水持分権 Delivery Share について
一定の灌漑地域で、重力を用いて一定の灌漑インフラによって水が配分されている場合、
灌漑農家に対してインフラを利用させる場合の権利を与えるもの。同時にそのことは一定
の灌漑施設を流れている水を利用できる権利でもある。農業灌漑施設の共同利用権であり、
施設を通じて配水を受ける権利である。これを得るためには以下の料金の支払いが必要。
なお、実際のインフラは灌漑農家による共同管理ではなく、例えば北ヴィクトリアでは
G-MW のような別の公益法人が管理している。
①

灌漑インフラ基本料 Infrastructure Access Fee（IAF）：当該地域の灌漑施設を
建設しまたは更新するための費用。配水持分権の大きさによって変わる。年毎に支
払う。
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②

灌漑インフラ使用量 Infrastructure Use Fee（IUF）：配水持分権 × 270 ドル。

③

臨 時灌漑インフラ使用量 Casual Infrastructure Use Fee（CIU）：年間許容排
水量（ADA; Annual Delivery Allowance）を超えて水配分を受ける場合の特別
料金。

具体的には、G-MW に対して支払う配水施設利用料は 100ML あたり 3,000 ドルで
ある。これは使用量にかかわりなく固定的に支払う必要がある。
次に、農家が廃業などの理由で配水持分権が不要となった場合は以下の 3 つの場合に
よって処理される。
①

灌漑インフラ基本料（IAF）だけを支払い続ける。これを払い続ければ農家として
再開する可能性を維持できる。

②

他の灌漑農家に一部またはすべての権利を移転する。

③

ターミネーション料（終結料 Termination Fee（TF）又は Exit Fee）を支払っ
て、配水持分権を一部またはすべてを売却し、廃業する。IAF の 15 倍の料金。

			IAF や CIU、TF は水路、パイプ、天然の水路、計測器や管理費用など配水サービ
スを行うためのインフラを維持するための費用である。
上記の水改革の結果、例えば灌漑農家になって生産活動を行うためには現在、以下の
4 つのものが必要である。ただし、農業資格というものは必要なく、誰でも農家になれ
る。
①

農地（Land Entitlement）：売買できる。

②

水株（Water Share）：売買できる。

③

水使用許可（Water (Site) -Use License, Water Use Approval）は州の水大
臣（Minister for Water）により認可される：売買できない。

④

第五章

配水施設持分権 Delivery Share：売買できる。

議論の要約と日本社会への適用可能性

以上の考察を下表に要約する。
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表2

水利権の日豪比較
日本

オーストラリア

法的根拠

河川法

各州の水法

水利権の性格

不完全な所有権・物権（借地
権）

完全な所有権・物権

譲渡可能性

可能

可能

売買可能性

不可

水株と配水持分権は売買可能。
た だ し、 水 使 用 許 可 SiteUse Approval は 売 買 で き
ない

水利権の種類

慣 行 水 利 権（ 明 治 29 年 以
前の社会慣行により取水を認
めたもの）と許可水利権（河
川法により河川管理者が利水
者にたいして許可するもの）
の二種。農水省と国土交通省
の二元的管理

水株、Bulk Entitlement、ア
ボリジニや川辺生活者の権利
などもあるが、大部分は各州
の水管理省によって一元的に
管理されている

範囲

河川水のみ（湖水含む）

河川水、地下水、湖水

期間

許 可 水 利 権 は お お む ね 10 水株は永久的
年、 発 電 は 30 年、 環 境 用
水は 3 年（2006.3 以降）。
慣行水利権は期間なし

権利の主体

団体（土地改良区、自治体、
工業団地など）

個人及び団体

水利権と使用規則は分離
されているか

一体化

水利権と水使用許可に分離
（unbundling）

土地と同じような抵当権
設定、リースなどの権利
の可能性

なし

あり

取水量の計測

許可水利権は申請者が年に一
度測定し、河川管理者に報告
することになっているが第三
者によるチェックは行われて
いない。計測器の設置は義務
付けられていない。

水使用許可を与えるときに計
測について義務付けられる。
計測器の設置は義務付けられ
ている。実際の計測は水供給
業者（公益法人や民間業者）
が行う。
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水料金

農業用水はインフラ維持を除
けば無料。工業用水、都市生
活用水は有料

有料

水利権の消滅

返上により許可水利権は消滅
する。慣行水利権には消滅と
いう概念がない。

水 使 用 許 可 証 は 10 年 間 使
用実績がなければ消滅

水利権と灌漑施設使用権
との分離

未分化

水株は配水持分権と分離
（delivery share）

環境管理と水資源管理の
分離

未分化

環境保全の CMA と水利権市
場が分化し並存

出典：www.g-mwater.com.au Unbundling water entitlements: ① Water-use Licences、
② Delivery Share and Terminal Fees、③ Water Shares for Irrigation District and
Regulation Diversions などにより作成。

既に述べたように、日本の水利権は私的権利としての性格が曖昧であり、管理体制も一
元化されておらず、計測機器の設置も義務付けられておらず、計測体制も不十分である。
日本の水利用の 2/3 を占める農業用水の利用状況は全く計測器によって把握されていな
い。そこには、貴重な水資源を適切に管理しようとする自負や自覚は感じられず、ただ前
例に従い政治的・社会的対立を回避することに努力を傾けてきた、という官僚機構の体質
が透けて見える。
日本で私権としての水利権という考え方が普及しない最大の理由は、恐らく 3 つあろ
う。一つは、土地所有権の絶対的ともいえる強さ、あるいは土地に対する社会の過剰な信
頼（土地神話）である。日本では土地に関し、所有権と利用権（例：借地借家権）とを比
較した場合、最近では利用権が強化されつつあるとはいえ、いまだ所有権絶対の考え方が
強いのではないだろうか。そして、こうした土地所有権の絶対的神話を守るため、水利権
と土地所有権とを分離することが好まれないのではないだろうか。けだし、土地と水の権
利を分離すれば、おそらく土地の価値は低下するであろうからである。
第二は、行政と市民の関係において、行政官僚が自らの権力に固執するあまり、市民の
統治能力を軽視し、市民との協働の姿勢を欠いているのではないだろうか。つまり、一般
市民には、河川水などという高度の国民的共有財産をうまく管理する能力が無いので、代
わって行政機構がその管理を担ってやっているのだ、という考え方である。
第三は、水に対する灌漑農家の伝統的なコスト意識の欠如である。確かに天水にはコス
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トが掛からないが近代社会においては利用可能な水には様々なコストがかかり、ダム等の
インフラ整備には大量の税金が投入されているのである。財政赤字が累積している今日、
希少資源を無料で利用し続けることにはもはや多くの国民の合意は得られないであろう。
ただし、農家によるインフラの管理は国等に移管する必要があろう。
こうした土地所有に対する日本社会独特の保守性、官僚機構の尊大さや怠慢、水は無料
とする無責任なコスト意識が重なって、日本は水利権改革に踏み切れないのではないか。

表3

日豪農業比較

年間降雨量

耕地面積

耕地面積に占
める灌漑地比

自然条件

森林率

穀物自給率

日本

1,467 ｍｍ
（東京）

436 万
ha

56.60％
（1970 年）

湿潤地
急峻な地形

67％

21.4％
（2005 年）

オースト
ラリア

633 ｍｍ 4,940万
9.1％
( キャンベラ )
ha
（1970 年）

半乾燥地
平坦な地形
塩害、シルト
堆積

19％

333.7％
（2003 年）

出典：文献（13）などにより作成。

もちろんオーストラリアで水利権取引がうまく行ったからといって、日本でも成功する
保障はない。日本とオーストラリアの農業のあり方が異なることは認めざるを得ない
（表 3 参照）。日本農業は経営規模が小さく、自給自足的、生業的、農村共同体的である。
オーストラリアの農業は経営規模が大きく、商業的・営利企業的・個人的である。よって、
オーストラリアで農業者間の水利権取引が盛んに行われるのも十分な理由がある。しかし、
農業のあり方が異なるから水利権取引は日本になじまない、と言う主張は間違っている。
もし仮に、農業生産者間で水利権取引が不可能であったとしても、地方自治体同士、土地
改良区と地方自治体、地方自治体と工業団地（または企業）などの間で水利権取引の可能
性は残されているし、その必要性はむしろ高まっている。さらに加えて、ダムなどの公共
事業が採算コストを無視して行われてきた結果、財政赤字の一因となり、自然を破壊して
きたことはもはや公然の事実である。むしろ行政の側こそきっぱりと「政府の失敗」を認
めるべきなのである。
こう考えてくると、土地所有の絶対性を緩和し、利用権と所有権の望ましいバランスに
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基づく日本の市民社会の健全な発展のためにも、また官僚主導の政治体制を改め、財政赤
字や環境破壊を避けるためにも、水利権取引の導入と水行政の改革はもはや避けて通るこ
との出来ない日本社会の課題であると考えなければならない。そのための課題は以下の
3 つに要約される。
（1） 水利権取引と持続可能な水資源管理を可能とする水法の制定
（2） 	効率的な水利権市場を支えるための電子登記制度や決済制度の整備、即ちイン
ターネット水利権市場の創設
（3） 保全と利用の両面に責任を負う水資源管理行政の一元化と再編成
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Random Scope
プロポリスの原料になる植物は？
ミツバチの生産物にはハチミツ、ローヤルゼリー、花粉などがあり、ミツバチはこれらをヒト
に届けてくれる家畜であるとも言える。プロポリス（propolis）もそうしたものの 1 つであり、
このところ健康食品あるいはその素材として、かなり広く利用されるようになっている。新聞な
どでもプロポリスの効能と共にそれを含む製品の宣伝広告が目に付くようになっている。プロポ
リス愛用家の中には、特定銘柄のミツバチ製品を使うと決めている人もあるようである。ところ
で、ミツバチと言っても、もっぱらセイヨウミツバチの生産物がプロポリス製品の原料である。
以下、単にミツバチと記し、セイヨウミツバチを指す。
プロポリスは抗菌活性や抗炎症活性、抗腫瘍活性を持つという報告もでてきていて、様々な角
度から有効成分の研究なども盛んになりつつある。日本では日本産プロポリスの商品開発はほと
んどおこなわれていなかったし、研究も少なかったが、最近、日本各地のプロポリスについて成
分分析と抗酸化活性評価を行った研究、中でも他地域に見られない非常に高い抗酸化活性を示す
沖縄産プロポリスの研究が目を引く。その特徴のある活性は特異的な成分と関係があり、それも
元をただせば、ほとんどが、沖縄にいるミツバチがプロポリスを作るときに利用する植物の成分
でもあることがわかった。
ヨーロッパ産プロポリスは、ミツバチがポプラの新芽から出てくる高粘度の浸出液を集め、こ
れを利用して作る。ポプラがヨーロッパ産プロポリスの起源植物と言える。浸出液成分の中で大
事なものは様々なフラボノイドであり、これはそのままプロポリスの成分でもある。一方、ブラ
ジル産プロポリスはその色からグリーンプロポリスとも呼ばれていて、起源植物はポプラではな
くキク科バッカリス属のアレクリンであることが最近わかった。この植物にもプロポリスにも、
主な成分として桂皮酸誘導体やテルペンが含まれ、ヨーロッパ産のものと相当違っている。ただ
しどちらのプロポリスでも抗菌性は強い。
沖縄産プロポリスの成分は、ヨーロッパ産のものと似てフラボノイドであり、類似の基本骨格
を持つ化合物群であるが液体クロマトで見るとはっきりと違った組成の主構成成分である。沖縄
産プロポリスの成分は高い抗酸化活性を示し、また抗菌活性も持っていて、その起源が何か、非
常に興味深いことであった。ミツバチの生物行動学的研究と分析化学的な研究とを必要とするが、
粘り強いフィールドワークと実験室での作業とを合わせ行って、沖縄産のミツバチ生産物として
のプロポリスの起源植物が常緑樹オオバギ（トウダイグサ科）であることが突き止められた。オ
オバギの主な構成成分もプロポリスと同じで抗菌性や血管新生抑制活性があり抗腫瘍性も期待さ
れている。オオバギを栽培してその抽出物を使って健康食品に結びつけられる可能性があるのだ
ろうか、興味深く見守りたい。
（Kurin）
熊沢茂則 他：沖縄産プロポリスの起源植物、化学と生物 2010 年 1 月号、35-42
熊沢茂則：ミツバチに学ぶ有用植物資源−沖縄産プロポリスの意外な起源植物、現代化学
2009 年 6 月号、49-54
S. Kumazawa et al.: Plant origin of Okinawa propolis: honeybee behavior
observation and phytochemical analysis, Naturwissenschaften, 95, 781-786
(2008)
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連載講座

不老長寿を考える
（Ⅵ）
山室隆夫＊

長生きはしたが寝たきり
わが国を世界一の長寿国にした原因は、国を挙げて生活習慣病の予防・治療とがんの早
期発見・早期治療に努めたことによるものと思われる。これはわが国の医療、特に予防医
学の誇るべき成果ではあるが、わが国の社会の現実を裏から見ると、「長生きはしたが寝
たきり」の高齢者を多く作ったことも否めない事実であろう。
厚生労働省の推計によると、わが国の「寝たきり人口」は 1993 年には約 200 万人
であったのが、2000 年には 280 万人となり、2005 年には 350 万人となっている。
そして、将来の予測として 2010 年には 390 万人になり、2025 年には 570 万人に
なるであろうと発表している。特に、75 歳以上の高齢者では「寝たきり人口」の増加率
が大きく、例えば 1998 年から 2005 年迄の 7 年間に 70 歳代、80 歳代、90 歳代の
各年齢層で「寝たきり人口」はほぼ倍増している。この様に「寝たきり人口」が増えると、
介護給付費も増えるのは当然である。因みに、2005 年には 5.5 兆円、2006 年には
6.1 兆円であった介護給付費は 2008 年には 9 兆円に膨らんだという。
従来のように「生活習慣病の予防」ばかりに力を入れ続けると、「寝たきり人口」が厖
大な数になってくることは、わが国における過去 50 年間の結果から見ても明らかであ
る。それによって、医療経済が破綻する恐れがあるばかりではなく、寝たきり老人に対す
る虐待、老々介護、認認介護、老人の孤独死、介護難民の問題など、老人の人間としての
尊厳が無視されるような社会問題も益々多発してくる傾向がある。不老長寿は多くの人々
が希うところではあるが、「人間の尊厳」が無視されるような生かされ方は誰しも望んで
いないであろう。因みに認認介護というのは新しい言葉で、認知症の人が認知症の人を介
護していることを指すが、残念ながら、最近、このような夫婦が増えてきている。

成人病と生活習慣病
先稿にも述べたが、昭和 30 年以来、日本人の三大死因はがんと心臓病と脳卒中で
生産開発科学研究所理事長、京都大学名誉教授 ( 整形外科学 )

＊
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あった。これらの疾患は加齢と共に増加していくので、「成人病」と呼ばれて、その早期
発見に力が入れられてきた。そして、高血圧や胃がんに対する検診制度が日本中に広めら
れた。しかし、この様な検診だけに頼った成人病対策には限界があることが明らかになる
と共に、これらの疾患の根底には生活習慣に基づく危険因子が含まれていることが分かっ
てきた。即ち、成人病の早期発見のみでなく、生活習慣の改善による成人病の予防が重要
であることに気付いたのである。そこで、日本政府は保健行政を急速に転換し、1996
年（平成 8 年）に公衆衛生審議会が「生活習慣病」という概念を提唱して、個人と社会
との努力による「生活習慣病の予防」を強調するようになった。更に、2004 年（平成
16 年）には、WHO の提唱に従い、腹囲、血中脂質、血圧、血糖値を基準にした定義に
基づくメタボリック・シンドローム（metabolic syndrome）の概念を導入して「生活
習慣病」の新しい予防運動を展開してきた。
「生活習慣病」は人の生命に関わる病気であるので、わが国では国民も医療界も挙げて
国の医療行政に協力してきた。その結果として、日本人の平均寿命は、近年、急伸してき
たのである。しかし、長生きをしても心身共に自立が出来なければ、QOL（quality of
life）が様々に障害され、ひいては「人間の尊厳」が保てなくなる。しかも、先に述べた
ように 70 歳代、80 歳代、90 歳代と年齢を区切って各年齢層の「寝たきり率」の推移
を見ると、残念なことに、どの年代に於いても 6 ～ 7 年間で「寝たきり率」がほぼ倍増
しているのである。当然、医療費や介護費が著しく嵩んでくる。この様に、人の生命に関
わる病気であるからといって「生活習慣病」の予防と治療ばかりに力を入れていると、
「寝たきり率」が増えてきて医療上の問題だけではなく、経済的及び社会的な多くの問題
を生じてくる。「長生きはしたが寝たきり」の状態を作らないためにはどうすれば良いか
が、最近、極めて大きな課題となってきている所以である。

豊かな老年期は「生活機能病」の予防から
人は誰しも豊かな老年期を過すことを願っている。豊かな老年期とは、心身共に自立出
来ている（寝たきりでない）、経済的にも不安がない（年金も含めて）、何等かの社会貢献
や趣味活動をしている（生き甲斐）、社会や家族との繋がりが確信できる（世に捨てられ
ていない）ことなどであろう。これは超高齢社会である日本が、国の社会政策や医療政策
として目指すべき目標であるとも言える。勿論、これらの条件をすべて満たすことは高齢
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になればなるほど困難になり自立の出来ない高齢者が増えるであろうが、それを出来るだ
け防止する手だてを考えて早く実行に移さなければ、超高齢社会の将来は悲惨なものにな
るであろう。
先にも述べたように、がん、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの「生活習慣病」は人
の生命に関わる病気である。一方、認知症、各種の神経麻痺、骨粗鬆症に伴う骨折、退行
変性による関節炎、筋萎縮による歩行障害などは人の身体的自立に関わる病気である。こ
のような神経系と運動器系の病気は高齢者の生活機能を様々に障害するので、一括して
「生活機能病」と呼ぶのが分かり易いのではないかと私は思っている。高齢者が介護を必
要とする状態になる主たる原因はこの「生活機能病」なのである。従って、「生活習慣病」
ばかりでなく、「生活機能病」にも注意を払い、両者を車の両輪として予防と治療に力を
入れれば、「自立を伴った長寿」に近づくことが出来るであろうと考えられる。換言すれ
ば、「豊かな老年期」を過すためには、「生活習慣病の予防」だけでなく、「生活機能病の
予防」についても比較的若い時期から個人も社会もたゆまぬ努力を重ねていくことが必要
なのである。生活習慣病と生活機能病とは病因論的には一部重なるところもあるが、「長
生きはしたが寝たきり」になるのを防止するためには、両者を敢えて区別して「生活習慣
病の予防」よりもむしろ「生活機能病の予防」の重要性がより強調されなければならない。

生活機能病の現状
高齢者が要介護の状態になる主たる原因は「生活機能病」である。その内の四大疾患は
（1） 認 知 症、（2） 骨 粗 鬆 症 に よ る 骨 折、（3） 変 形 性 関 節 症 に よ る 歩 行 障 害、
（4）変形性脊椎症による四肢の麻痺や筋萎縮である。
1．認知症
わが国では要介護認定者（2006 年では全国で約 360 万人）の半数近くが認知症で
あると言われ、その数は 170 万人を超えている。軽症を含めると 200 万人以上に達す
るものと思われ、年々増え続けている。認知症の原因については、日本ではアルツハイ
マー型が約 50％で、脳血管障害性が約 20％であると言われている。しかし、「生活習
慣病」の予防に成功している日本では脳血管障害性は減少し、今後はアルツハイマー型が
増える傾向にあるという。米国でもアルツハイマー型が圧倒的に多い。
アルツハイマー病の原因は今も明らかではないが、遺伝的要因と環境要因とが重なって
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発症するとされている。遺伝的要因の一つとして、19 番染色体上にあるアポＥと呼ばれ
る遺伝子が危険因子であるとされている。又、その他の染色体（例えば第 1 番、14 番、
21 番）にも関連遺伝子があるのではないかとも言われている。環境要因についてみると、
脳細胞には代謝産物であるβ‒アミロイドと呼ばれる蛋白が加齢と共に沈着するようにな
るが、これは多くはネブリライシンなどのような酵素によって分解されている。ところが、
色々な理由でβ‒アミロイドが分解されずに脳細胞に多く沈着すると、それが誘発する炎
症性物質によって脳細胞がどんどん死滅してアルツハイマー病になるのではないかと考え
られている。β‒アミロイドは加齢と共に脳細胞の多くに沈着するようになるが、脳の白
質に沈着してもアルツハイマー病にはならず、脳の皮質（例えば側頭頭頂皮質）に多く沈
着するとアルツハイマー病になると言われている。浜松医大の尾内康臣らによると、現在
では amyloid imaging と呼ばれる画像診断によって、脳のどの部位にどの程度のアミロ
イドが沈着しているかを知ることが出来るという。この検査を経時的に受けて自分の脳の
変化の推移を知っておくことはアルツハイマー病の予防や早期治療に役立つであろう。し
かし、本症の進行パターンには個人差が大きく、それを左右する原因については尚不明の
ことが多いのが現状である。
脳に沈着したβ‒アミロイドを副作用無く分解するような薬が開発されればアルツハイ
マー病は根治出来るわけであるが、そのような薬は未だ臨床応用には到っていない。また、
β‒アミロイドに対する抗体としてワクチンさえも試作されたが、アルツハイマー病を既
に発症してしまった人に対しては無効であったという。現在用いられている治療薬として
は抗リウマチ剤の一種であるアリセプトやエタネルセプトなどがある。これらの薬剤は
β‒アミロイドによって誘発される炎症を改善するので、初期であればかなり有効である
といわれている。
機序は明らかではないが、女性ホルモンはアルツハイマー病を予防するといわれている。
納豆や豆腐に多く含まれるイソフラボンは女性ホルモン作用があるため、最近、豆製品が
アルツハイマー病を予防する食品として特に注目されてきているのである。このように、
アルツハイマー病の進行を完全に止める治療法は今のところ無いが、超高齢社会である我
が国では、特に本症に対する根治療法の開発が急がれる。
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2．骨粗鬆症と骨折
国民生活基礎調査によると、わが国における骨粗鬆症の患者数は 2005 年では約
1,100 万人、2008 年では 1,500 万人にも上る。最近、わが国では 75 歳以上の女性
に要介護の人が急増してきているが、急増の主な原因は骨粗鬆症による骨折で、特に、大
腿骨近位部骨折である。この骨折では股の付け根で大腿骨が折れるために歩行不能となる。
女性では 70 歳以後に多発し、男性の 4 ～ 5 倍の発生数が見られる。発生率は疫学デー
タの結果から推定すると、50 歳以上の日本人女性の 20 ～ 30%はその後の人生で大腿
骨近位部骨折を起こすリスクがあるという。この骨折は現在では 80 歳代に最も症例数
が多いが、日本人の長寿化に伴い 30 年後には 90 歳代に最も多くなるであろうと予測
されている。また、その発生数はわが国に於いては 2006 年に約 15 万例であったのが、
2025 年には約 30 万例と倍増するであろうと日本整形外科学会の調査では予測してい
る。
大腿骨近位部骨折には内側骨折と外側骨折（股関節の中で折れる例と外で折れる例）と
があり、外側骨折は治療結果が比較的良いが、内側骨折は人工骨頭による置換手術を行っ
ても予後が良くなく、鳥取大学の荻野浩の調査によれば、術後 1 年以内で約 10 ～
15％の人が死亡し、約 20％の人が寝たきり状態になるという。そして、術後 5 年では
約 50％が死亡するという。従って、骨折をしないように予防することが極めて大切とな
る。
高齢者において、1）体型が痩せ型、2）骨折の既往あり（脊椎骨折の既往のある人の
45％が後に大腿骨近位部骨折をきたす）、3）身長が 4cm 以上低下した、4）両親に大
腿骨骨折の既往あり、などの条件を備えている人では骨粗鬆症を疑って骨密度や骨代謝
マーカーなどを測定する必要がある。骨粗鬆症と診断されたら、気長に専門家による治療
（Vitamin D、calcitonin、bisphosphonate の投与）を受けると共にカルシウム摂取
や運動を続けることが大切である。一般に日本人高齢者の約半数は Vitamin D 不足で、
特に認知症の重い人は Vitamin D レベルが低いと言われている。Bisphosphonate は
骨粗鬆症に対して有効ではあるが、本剤を長期間に亘って投与されている患者さんでは、
特に下顎骨が硬化して（顎骨壊死）抜歯などが困難になることがあるので注意が必要であ
る。
骨粗鬆症を防ぎ筋力を保持するために毎日欠かさず運動をするのは大変良いが、転倒防
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止に充分な注意を払うことも大切である。最近、わが国では転倒予防医学研究会も設立さ
れて病院の内外に於いて転倒防止対策の普及活動が行われ、高齢者の骨折の防止にかなり
の成果を挙げている。65 歳以上では、年齢に関係なく次のような条件を一つでも持って
いる人に対しては転倒防止のために周囲の人達が充分注意を払うことが大切である。1）
聴力障害がある、2）足腰の筋力の低下がある、3）車椅子・杖・歩行器を使用している、
4）移動に介助が必要である、5）ふらつきや失調性歩行がある、6）判断力や理解力の
低下がある、7）トイレ介助の必要がある、8）最近、転倒したことがある、９）スリッ
パをよく履いている。いずれにしても、認知症高齢者や虚弱高齢者は骨折予備群であると
考えて、常に骨折予防に留意すべきである。
3．変形性関節症による自立障害
変形性関節症は、老化や外傷や炎症などによって関節軟骨が変性するために、関節の動
きが制限され、体重をかけたり動かしたりすると関節に痛みをきたす病気である。変形性
関節症はどの関節にも起こりうるが、最も多いのは膝関節で、次いで股関節、肩関節、足
関節、肘関節などである。下肢の関節が痛いと歩行障害をきたし、上肢の関節が痛いと手
を自由に使うことが困難となるために自立が著しく阻害されることが多い。即ち、要支援
や要介護の状態になるのである。最近の大規模臨床データベースからの推定では、わが国
の変形性膝関節症（膝の変形、運動時痛、運動制限が主症状）の有症患者数は 820 万人
（潜在患者数は 2,400 万人）であったという東大の川口浩らによる報告がある。
変形性関節症の治療は運動療法や注射によってヒアルロン酸を関節内へ直接注入する方
法などがある。関節軟骨の変性が進み骨にもかなりの変化がある場合には（有症患者の約
2％）、人工膝関節置換術の適応となることもある。膝や股関節の人工関節はわが国では
夫々年間 15 ～ 20 万例に行われており安全な手術となってはいるが、耐用年数が 20
～ 30 年であるため 40 ～ 50 歳で手術を受けると、高齢になってから再手術が必要に
なることもある。したがって、初回手術の年齢に注意が必要である。
4．変形性脊椎症による麻痺と筋萎縮
上述の大規模臨床データベースからの推定では、我が国における変形性腰椎症 ( 腰椎の
変形、腰痛、下肢のしびれや歩行障害が主症状 ) の有症患者数は 1,020 万人（潜在患者
数は 3,500 万人）であったという。その他にも頚椎の変形によって四肢の神経障害、更
に筋萎縮を伴う病気も高齢になればなるほど多くなる。姿勢が悪く、歩幅が狭く、歩くス
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ピードが遅く、手指に痺れや運動障害などのある高齢者の多くは変形性脊椎症に罹ってい
るものと考えてよい。これらの疾患も高齢者の自立を阻害する大きな原因となっている。
これらの脊椎疾患では、麻痺が極めて著明であるか、痛みが耐え難いほどに強い場合は手
術の対象となるが、高齢者では全身状態のことも考えて、薬物療法や物理的療法などの保
存的治療を選ぶことが多い。
ここに述べた種々の運動器疾患は長生きをすればするほど罹患率が高くなってくるのは
当然のことであるが、手術のような抜本的な治療法の適応にはならないことが極めて多い
ので、いつまでも治療を継続せざるを得ないことになる。この様な実態からも予測される
ように、高齢者の運動器疾患に費やされる医療費は、わが国の全医療費の約 4 分の 1 以
上を占めている。介護費用を入れれば更に嵩む。2008 年のわが国の全医療・介護費用
は約 41 兆円であった。2025 年には 91 ～ 94 兆円になるであろうと試算されている。
消費税を 10％に上げても追いつかない額である。長生きをすることはこのように大変な
費用がかかることなのである。
以上述べた様に、高齢者が幸せに生き、人間の尊厳を守るためには、出来るだけ長く自
立を守り、そして、高い QOL を維持することが基本であると考えられる。そのためには、
「生活習慣病の予防」以上に「生活機能病の予防」が重要であることは今や明らかである。
「長生きはしたが寝たきり」の高齢者を作らないために、あらゆる研究や工夫がなされね
ばならない。次回は「生活機能病」に対する世界的な取り組みとわが国における問題点に
ついて述べる。
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トピックス

かしこく紫外線防止
長沼雅子＊
要

旨：紫外線の生体に及ぼす影響は急性反応ばかりでなく、年齢を加えると発

現してくるしわやしみ、そして皮膚がんなどの慢性反応があり、医学上は勿論の
事、美容上も大きな問題と捉えられてきました。これら害作用の発現を少しでも
減らすためには、浴びる紫外線量を減らす事が重要です。その方法（紫外線の強
い時間帯を避ける・日陰の利用・着衣・帽子・サンスクリーン）とサンスクリー
ンの効果表示のための測定法などを述べます。

１．はじめに
太陽紫外線の人体に及ぼす作用については、本誌 2009 年冬号の特集「太陽紫外線の
リスクを考える」にくわしく述べられています。それによると、太陽紫外線のよい作用
は、唯一皮膚におけるビタミン D の合成です。しかしこのビタミン D は、食物やサプリ
メントでも十分補うことができ、ビタミン D 合成のためだけに太陽紫外線に当たる必要
はないと結論されています。一方悪い作用としては、DNA に傷を作り、皮膚が赤くなり
（サンバーン）ついで黒くなる（サンタン）日焼けを起こしたり、皮膚がんを発症させた
り、免疫抑制を起こすことが知られています。現在その発症機序が徐々に解明されてきて
います。ここではまず最初に紫外線防止に対する考え方を述べ、実際にどのような防御法
があり、それらがどのくらい紫外線を防御できるのかを考え、最後にサンスクリーンにつ
いて述べることとします。

２．太陽紫外線防止の基礎知識と考え方
紫外線防御を考える時には、その害作用がどの波長で起こされ、どのくらいの量浴びる
と起きるのかを知ることが非常に大切です。この害作用をおこす波長を作用波長と呼び、
その害作用を起こす最小の紫外線量を、紅斑（赤み：サンバーン）を例にとると、最小紅
斑量（Minimal Erythema Dose: MED）といいます。急性の反応である日焼け（サン
バーンとサンタン）については、いくつかの作用波長の報告があり、とくにサンバーンに
武蔵野大学看護学部

＊

非常勤講師（光毒性、光老化、評価法）
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ついては、CIE（国際照明委員会）が日本からの 2 つの報告を含む 8 つの報告をまとめ
て紅斑曲線として発表しています（図１）。現在では、この紅斑曲線が紫外線指数（紫外
線インデックス）などの算出の基礎データとして利用されています。この紅斑曲線は、人
種や光源、紫外線量測定法などが同一ではない報告をまとめたものであること、また紫外
線に対する反応性には個人差もあること、などを常に意識しておかなければならないと思
います。図１からも明らかなように、290 ～ 300nm の紅斑を起こす能力を１とする
と、310nm でその能力は 10 分の１に、さらに 320nm で 100 分の１にと急速に弱
く な り ま す。 一 方 太 陽 紫 外 線 の う ち 地 上 に 届 く の は、290nm 以 上 で、 そ の 量 が
330nm まで飛躍的に増大します。波長が長くなるにつれ、紅斑を起こす能力は、指数
関数的に減少し、一方太陽紫外線の中の放射強度は指数関数的に増大します。この両者を
掛け合わせて、実際の太陽紫外線を浴びた時に紅斑を引き起こす波長の能力を示したもの
が、実効作用曲線です。
次に、この紅斑を引き起こすのに必要な太陽紫外線の量（MED）についてみてみま
す。日本人男性背部の海浜での MED 測定データ（図２）では、平均が 9.2J/cm2 と示
されていますが、個人差が非常に大きく、最小の人と最大の人では、約８倍もの開きがあ
りました。一般的には、メラニン量の少ない色白の人は、少ない紫外線量で赤くなり、メ
ラニン量の多い色黒の人は、多くの紫外線量が必要です。しかしこのメラニン量だけで一

図１
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紅斑曲線

図２

太陽光による日本人男性背部の MED の頻度分布

義的に MED が決まるわけではなく、予測は非常に難しいです。また太陽紫外線の強さは
時々刻々変化します。従ってよく太陽光を浴びると○○分で赤くなるという言い方を聞き
ますが、これはどこでもいつでも誰でも○○分で赤くなるわけではありません。つまり日
本の真夏の快晴の日の南中時頃に色白の人が○○分日光浴をすると赤くなるといった条件
が付いているものです。前述のように、個人差が非常に大きいものですから、日頃から自
分は太陽紫外線にあたった時に赤くなりやすいのかなりにくいのか、あるいは真夏の快晴
の昼ごろにどのくらい紫外線を浴びると赤くなるのかなどを知っておくことは非常に意味
のあることです。
サンバーンについて詳しく見てきましたが、その他の作用についてはどうでしょうか？
黒くなるサンタンについては、メラニンが新しく色素細胞で作られ皮膚が黒化する作用波
長は、サンバーン類似で主として UVB によると考えられています（注1）。一方 320nm 以
上の UVA を浴びた場合には黒い即時黒化が起こります。この即時黒化は太陽紫外線にあ
たった直後に起こっていますが、すぐに消退し始めます。しかし大量の UVA を浴びた場
合には照射 2 時間後ぐらいから茶色に変わりその黒化は持続し、1 週間後にも残ってい
る場合もあります。つまり多量の太陽紫外線を浴びた場合に起こる黒化は UVB を主とし
ますが、UVA の影響も含まれていると推察されます。太陽紫外線による最小黒化量につ
UVB：紫 外線のうち 280 〜 320nm を UVB と呼ぶ．ただし、太陽紫外線のうち地上に到達するのは、
290nm 以上といわれている．
UVA：紫外線のうち 320 〜 400nm を UVA と呼ぶ．

注 1）
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いては、日本人の場合皮膚色にかかわらずほぼ一定で、普通の肌色の人の最小紅斑量と同
じレベルと報告されています。
ここまではサンバーンやサンタンといった急性の反応を見てきましたが、皮膚がんやし
み、しわ等の慢性的な曝露による害作用の作用波長や域値については、はっきりと分かっ
ていないのが現状です。日本人の場合、太陽紫外線を防止する目的として、しみやしわを
防止することなどの外観上の問題を挙げる人が多く、欧米などで問題にしているメラノー
マを含む皮膚がん防止のためと考える人はあまり多くはありません。日本人においては、
しみやしわの域値が皮膚がんの域値より低いことは十分推察されますが、具体的な量を算
定することができません。また波長に関しては、最初に紫外線防止が考えられた時には、
サンバーンを防止する＝ほぼ UVB を防止することに焦点がありました。しかしその後慢
性的な反応に UVA もかかわっていることがわかってきて、UVB を防止するだけでなく
UVA をも防止しないと紫外線による害作用から逃れることはできない、あるいは、UVB
を防止し多量の UVA を浴びるようになることの危険性が指摘されはじめました。そこで
最近では UVB に限らず UVA の防止も必要との認識に変わってきました。
以上をまとめると、急性のサンバーンを防止するためには、毎日の各人の太陽光曝露量
を MED 以下にすることを目標に対応する。一方慢性の反応については、どれだけの紫外
線を防止しなければならないのかに対する答えがありません。そこで慢性の反応の防止を
目的とする場合には、顔面を中心に手背など 1 年中太陽光にさらされている部位を中心
に、サンバーンを起こさないこと、そしてさらに、各個人のできる範囲で次に述べる紫外
線防止法のいずれかを心がけ、浴びる紫外線量の低減をはかることでよいと考えていま
す。

３．紫外線防止方法
日本の環境省が出した紫外線環境保健マニュアル、そして世界各国の紫外線防止キャン
ペーンで共通して言われている紫外線防止法を列挙しました。
①紫外線の強い時期（4 月～ 9 月）の強い時間帯（10 時～ 14 時）を避ける
②日陰を利用する
③日傘を使う、帽子をかぶる
④衣服で覆う
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⑤サングラスをかける
⑥サンスクリーンを上手に使う
この中で、①②③は、身体のどこの部分に対しても適用可能な方法です。一方④衣類で
覆うは、顔面に適用できませんし、気温の高い時期に皮膚を衣類で覆うことも嫌われま
す。⑥のサンスクリーンは、目を除いた身体のどこでも適応可能であり、皮膚に直接のる
ことが最大の利点で、ことに顔面においては、紫外線の強い時期にはサンスクリーンを基
本に、①②③の対応をすることが理想的です。目の作用についてはここでは述べませんで
したが、対処法は、①②③⑤となります。
これらの方法の紫外線低減効果を、何も対処しない時に比べて皮膚が受ける紫外線を
何％低減させたか（防御率）を比べてみました（図３）。
①の強い時間帯を避けるに関しては、１例として、横浜の紫外線の強かった 7 月 7 日
のデータを用いて算出しました。12：00 ～ 13：00（1 時間値）に対して、各時間の
紫外線量の量を％として表しました。9 時前、そして 16 時以降は半減することが分か

図3

各防止法の防止効果の比較
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ります。②に関しては、木陰の紫外線測定結果を入れました1）。炎天下太陽に向かってい
る時に比べて、太陽に背を向けただけで、40％減少しています。さらに 15m の木に向
かって太陽の影に入るようにしている時は、1m まで近づくと 95％減となっています。
③については、佐々木らが測定した帽子のデータを示しました。何もかぶらない時に比べ
て、かぶった時には 50％ぐらい低減します。また④の衣類は、ことさら紫外線防止加工
を施していなくても半分程度以下に減らしているが多いのですが、さらに、紫外線防止効
果 UPF（Ultraviolet Protection Factor）を表示しているものが輸入品として市場に
出ています。これはオーストラリアで決まっている繊維の紫外線防止効果の表示であり、
in vitro の透過率を測定し、紅斑曲線で重みづけをし、UPF を求めています（AS/NZS
43999）。つまりサンスクリーンの SPF と同じ考え方ですが、ヒト皮膚を用いるのでは
なく、in vitro の測定結果を換算しているものです。⑤のサンスクリーンの効果は、サン
バーンを防ぐ効果を SPF として表示されていますが、それを紫外線減少率に変換し表示
しました。なおサンスクリーンについては、次項で詳しく述べますが、皮膚に確実に規定
量塗布されていることが必須です。
これから言えることは、①②③については、それを実行すると 50％ぐらいの紫外線を
防ぐことができます。一方④⑤については、90％以上の低減効果を求めることができる
のが分かります。

４．サンスクリーン（日焼け止め）について
サンスクリーンの成分
サンスクリーンには、乳液やクリームの成分に加え紫外線防止剤が入っています。紫外
線防止剤は大きく①紫外線吸収剤（有機系防止剤）と②紫外線散乱剤（無機系防止剤）に
分けられます。両者の特徴を表１に示しました。
紫外線吸収剤は、安全性確保のため厚生労働省が使用できる紫外線吸収剤のリスト（ポ
ジティブリスト）を公表しています。化粧品基材に溶解し、塗布時も色がつかないため、
紫外線吸収剤からなるサンスクリーンは、お化粧をしない男性などでも使用しやすくなっ
ています。
紫外線散乱剤は、白くなると不評でした。しかし近年可視部の透過性をました散乱剤が
開発されて白っぽさはかなり改善されています。白っぽさは、塗布直後が一番目立ちます

92

環境と健康 23（2010）

表１

特

徴

紫外線防止剤の特徴

紫外線吸収剤（有機系防止剤）

紫外線散乱剤（無機系防止剤）

不飽和結合をもった有機化合物
特異的な吸収波長をもち、化粧品基材
に溶けやすく、白くなりにくい。
皮膚内に入り、まれにかぶれを起こ
す。

無機化合物
顔料としても用いられる化合物を細
粒化して、紫外域を散乱・吸収させ
るが、白くなりやすい。
皮膚内に入らず、かぶれない。

メ ト キ シ ケ イ ヒ 酸 エ チ ル ヘ キ シ ル 酸化チタン
（UVB 吸収剤）、t‒ブチルメトキシジ 酸化亜鉛
代表的な ベンゾイルメタン（UVA 吸収剤）、
化合物
ビスエチルヘキシルオキシフェノール
メトキシフェニルトリアジン
（UVA、B 吸収剤）
ので、少し時間をおいてみるといいでしょう。かぶれやすい敏感肌の人向けや、子供用の
サンスクリーンの大部分は、この散乱剤のみを使っています。
サンスクリーンの効果
サンスクリーンには、その効果が数字と分類で表示されています（図４）。SPF は、主
として UVB を防ぐ効果を数字で表し、PA 分類は、UVA 防止効果を PA+、++、+++
の分類で示しています。
SPF は、現在世界的にほぼ同じような方法―ヒト背部皮膚で MED を指標とする方法
―で測定されています。図５に模式図を示しました。何も塗布していない部位と、サンス
クリーンを 2mg/cm2 塗布した部位に、疑似太陽光（UVA + UVB）から紫外線を照射
します。サンスクリーンを塗布した部位には、何も塗布していない部位より多くの紫外線
量を照射します。翌日どの部位で紅斑（サンバーン）が生じているかを判定します。紅斑

図４

サンスクリーンの効果表示例
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図５

SPF 測定法（模式図）

ヒト背部皮膚に、サンスクリーンを塗布する塗布部と、何も塗らない無塗布部をつくる。なお塗布
量は、2mg/cm2 とする。○は、擬似太陽光から紫外線を照射する範囲を示し、数字は紫外線照射
量を示す。照射終了後 16 〜 24 時間に赤みを判定する。一番少ない紫外線量で赤くなった部位の
紫外線量を、最小紅斑量（MED）と決定する。この MED を用いて次の式より SPF を算出する。
SPF ＝ 28.2（試料塗布部の MED/1.25（試料無塗布部の MED）
＝ 22.6
被験者 10 名以上の SPF の平均値をとり、小数点以下を切り捨てた値を、そのサンスクリーンの
SPF とする。

が生じた最小の紫外線量を MED とします。図５の下部に示したように無塗布部とサンス
クリーン塗布部の MED の比をとります。これは、何も塗布していない時に比べて、何倍
の紫外線量に曝露されるとサンスクリーン塗布部でも紅斑が起こるかを示したものです。
図 5 では、SPF は 22.6 ですので、無塗布部に比べて 22.6 倍の紫外線量を塗布部に照
射すると紅斑が起こるという意味です。
PA 分類の基本的な概念は SPF 測定法と同じですが、UVA のみの光源から UVA を照
射し、皮膚反応は持続型即時黒化とします。この持続型即時黒化とは、多量の UVA によ
り惹起される黒化は前述したように持続するので、UVA 照射終了後 2 ～ 4 時間に黒化
の有無を判定します。SPF と同じようにサンスクリーン塗布部では、無塗布部に比べて
何倍の UVA 量で黒化が起こるかを判定し、無塗布部の黒化量との比をとります（その比
を PFA：Protection Factor of UVA と呼びます）。その PFA の値に応じて分類（PA
分類：3 段階表示 PA+、PA++、PA+++）し表示します。
サンスクリーンの賢い使い方
SPF や PA 分類など、定められた基準で評価された結果が表示されているのは、化粧
品では、サンスクリーンのみです。化粧品は一般に適用量というものを定めてはいません
が、この評価結果を実生活で得るためには、効果測定時の塗布量 2mg/cm2 を守る必要
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があります。この量は、通常女性が乳液などを塗布する際の量よりかなり多く、個人差は
ありますが 2 倍ぐらいに当たります。たっぷりした量を塗るようにします。そのために
2 度塗りを勧めています。
どのくらいの SPF や PA 分類のサンスクリーンを使うべきかについては、日本化粧品
工業連合会からおおよその目安が出ています（図 6）。それを参考にし、ご自身のその日
の活動予定（戸外活動をする時間帯と滞在時間）を考え適切なものを選んで、外出する前
に塗布しましょう。メーキャップをする場合には、下地機能を併せ持つサンスクリーンを
きちんと塗り、その上からファンデーションを塗るといいでしょう。
また人は無意識に顔などを触りますし、汗などかくとタオルなどで拭います。それらに
よって絶えず塗布した量が剥がれおちていきます。従ってサンスクリーンを塗布した後は
なるべく触ったりこすったりしないように留意したいものです。しかし、それでもサンス
クリーンが落ちてしまったと思われるときなどは、すぐにサンスクリーンを重ねづけしま
しょう。
そして一日の終わりに、サンスクリーンをメーキャップなどとともに洗い流しましょ
う。落とし方は、サンスクリーンに明示されています。耐水性の高いものは落としにくい
ので専用の洗浄料を使います。また子供用や敏感肌用では、洗顔料などで十分洗い流せる
ように工夫されているサンスクリーンが多くなりました。購入前に説明書きをよく読んで
みるのもいいことです。

図6

サンスクリーンの選択の目安
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５．おわりに
1960 年代ブロンズ色の肌が健康的で美しいと言われた時代から、紫外線は、ビタミ
ン D の合成以外、何一つよいことはないと言われるようになり、1998 年には母子手帳
からも日光浴の文字が消えました。
それに先立ち化粧品会社でも、1980 年代に入り紫外線は、日焼けを起こすばかりで
なく、しみ・しわといった美容上の悩みも紫外線曝露の慢性的な影響によることを、主と
して女性たちに情報提供し始めました。その結果化粧品ばかりでなく、紫外線防止効果の
ある繊維や、日傘、帽子、そしてガラス（建物や自動車など）などが開発され、普及して
いきました。
町中では、冬にもかかわらず、曇天にもかかわらず黒い日傘をさして、長い手袋をした
女性を見かけることがあります。少しでも紫外線に当たらないようにとの配慮といえばそ
れを否定するデータは持ち合わせていません。しかし、日常生活の場面では、度を過ぎて
気にしすぎる必要はないと考えています。本項の紫外線防止に関する内容を参考にして、
各自が自分の紫外線感受性とそれぞれの生活場面に応じて紫外線防止方法を選択できるよ
うになれば幸いです2，3）。

文

献

１）佐々木政子：絵とデータで読む太陽紫外線−太陽と賢く仲良くつき合う法−、
独立行政法人国立環境研究所（2006）
２）環境省：紫外線環境保健マニュアル 2008 年 6 月改定版
HP: http://www.env.go.jp/chemi/uv/uv_manual.html
３）社団法人日本皮膚科学会：皮膚科 Q&A 第 2 回日焼け
HP: http://www.dermatol.or.jp/index.html
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トピックス

医療における音楽療法のあり方とその可能性
呉
要

東進＊

旨：音楽は、遠くヒポクラテスの時代から、ヒーリングやリラクゼーション

といった心理的効果をもたらすものとして利用されてきました。近年の認知科学
や医学の進歩によって、音楽が人にもたらす作用が科学的に解明されるようにな
り、その成果を応用した機能的・実証的な音楽療法が、医療機関の中で医師の
オーダーに基づくリハビリテーションとして実施されるようにもなってきまし
た。音楽と言語、音楽と運動、音楽と新生児を例に、その一端を概説します。

1．音楽療法のはじまり
音楽療法という言葉を聞くと、癒しというイメージを持つ人が多いのではないでしょう
か。確かに、好きな音楽を聞いていると気分が自然に安らいでくるという現象は、誰しも
経験のあることでしょう。近頃では、病院の待合室や手術室などにバッククラウンド・
ミュージックが流れていたり、プロやアマチュアの演奏家による病院コンサートが開催さ
れたりするのをよく耳にします。
このような、いわゆるヒーリングやリラクゼーションを目的として音楽を使うことは、
実は、医学の礎とされるヒポクラテスの時代から行われていました。オルフェウスの奏で
る竪琴によって、冥界の渡し守や番犬はもとより鳥獣や木石にいたるまで惹きつけられた
というギリシア神話の伝説（モンテヴェルティやグルックのオペラにもなっています）
や、ダビデが竪琴を奏でるとイスラエルの王サウルの心が安まって気分が良くなり悪霊が
離れたという旧約聖書のサムエル記（ヘンデルがオラトリオを作曲しています）の記述な
どに、そういった例がみられます。
その後、20 世紀の二つの世界大戦を契機に、戦争からの帰還兵に対する音楽の精神
的・身体的な治療的効用が再認識されて、欧米の大学に専門の講座が開設されるように
な っ た の が 現 代 の 音 楽 療 法 の 始 ま り で す（http://www.musictherapy.org/faqs.
html）。日本でも、1960 年代頃から、障害者施設や精神疾患などを対象に実施される
ようになりました。
同志社大学赤ちゃん学研究センター教授（発達神経学）

＊
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現在でも、音楽の心理的効用は重要な医療手段で、入院患者や外来患者の疾患による痛
みや不安の軽減（鎮痛剤や抗不安剤の減量）、医療的な処置や検査・手術などに伴う痛み
や不安の軽減（使用する麻酔薬の減量）、さらには分娩に伴う疼痛の軽減などを目的とし
た音楽療法が、一部の病院のベッドサイドで行われています（表 1）。また、がんなどの
生命を脅かす疾患に直面している患者さんを、本人だけでなく家族や周囲の人達も含め
て、終末期に至るまで精神的・社会的に支え、痛みを軽減する緩和ケアとしての音楽療法
がホスピスなどで実施されています1）。

表1

医療における音楽療法の対象と適用（文献 1 より引用）

1．脳神経・筋疾患のリハビリテーション
１）身体機能の維持と改善
２）認知機能の維持と改善
３）言語機能の維持と改善
４）社会性の維持と改善
2．疼痛の軽減
疾病、治療、検査、分娩などに伴う疼痛
3．心理的治療
疾病、治療、検査、入院などに伴う不安、悩み、ストレス
4．グリーフ・ケア
終末期のケアとして
本人や周囲の人たち（家族や友人など）
5．精神疾患やその類縁状態の治療
統合失調症、うつ病など
6．低出生体重児・新生児の治療、成長、発達への介入
１）哺乳力の増加
２）体重増加
３）無呼吸発作の減少
４）新生児集中治療室（NICU）入院に伴うストレスの緩和
騒音、光、治療、検査などに伴うストレス

2．新しい音楽療法
一方で、近年の認知科学や脳科学・医学の進歩によって音楽と脳の関係の研究が進み、
音楽のリズム・メロディーなどの認知やそれに伴う感情の変化に対応した脳部位の活性化
や脳血流の変化、自律神経を介した血圧や心拍数・呼吸数・皮膚温や皮膚抵抗などの変
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動、さらにはホルモンの分泌、免疫機構の変化など、実に様々な反応が音楽によって引き
起こされることがわかってきました。その効果は単に人だけに限らず動物の行動にも変化
をもたらし、そのメカニズムとして脳内の神経成長因子や受容体に変動がみられることが
解明されてきました1，2）。
音楽が疾患と直接関係することもあり、音楽によるけいれん発作の誘発、てんかん発作
の症状として音楽が聞こえる、幻覚として音楽が聞こえる、脳障害によって音楽的な能力
を喪失する失音楽症などが知られています。
このような研究成果を応用して、近年、より機能的・実証的・科学的に医療行為として
音楽を使用することが一部の医療機関などで行われるようになってきました（表 1）。医
師のオーダーに基づいてリハビリテーションの一方法として実施され、時には理学療法・
作業療法・言語療法などと連携して、総合的に機能の維持や改善を目指すのです。ここで
は、音楽と言語、音楽と運動、音楽と新生児を例にとって、その一端を紹介します。

3．音楽と言語
当たり前のようで不思議なことに、世界中のどこに行っても音楽が存在します。それに
は恐らく理由があって、音楽やそれに伴う踊りによって集団内や異集団間の絆の形成が促
進され、それが進化の過程で有利に働いてきたのではないか、その点が我々ホモ・サピエ
ンスと絶滅したと考えられているネアンデルタール人などの他の人類との違いではないか
という説が提唱されています3）。
武満徹は、自閉症児の音に対する反応を、「最初に音に対して反応する時には、非常に
叙情的な反応をするんです。あるひとつのパンッという音に対してはっきりと叙情的な反
応をするわけです。それからしばらくして、いくつかの音楽を聴いているうちに、だんだ
ん叙事的にも反応できるようになってくる。」と言いましたが4）、音という物理的な聴覚
刺激に対する即物的な反応から、音の意味するものや仲立ちするものに気づく（認知）よ
うになり、次第に音を介したコミュニケーションや社会性が芽生えていく様子を表現して
いるように思われます。
イタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオは、同じようなことを声の話として、「私たち
は、声というものを、ふたつのレヴェルで聴いています。ひとつは音響的なレヴェルで、
もうひとつは意味のレヴェルです。そして、普通私たちが『言葉』として声を聞いている
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場合、音響的な意味と意味のレヴェルの間には相互作用があり、一方がもう一方に意味を
与えているわけです。」と表現しました4）。
このように、音楽と言語には深くて不思議な関係があり、脳障害による失語症で言葉は
全く話せないのに歌の歌詞は明瞭に歌えたり、言葉を一言も話せない自閉症児が歌の歌詞
なら歌えたり、音楽にのせると健常人の言語記憶が向上したりすることが報告されていま
す2）。おそらく言語と音楽の脳内処理機構には共通部分があって、言語と音楽は脳内で完
全に分離して扱われるのではなく、言語は音楽の特殊なケースとして扱われるのではない
かとも考えられています。言語の脳内機構だけでなく音楽の脳内機構の助けを借りること
で、言語の認知や獲得がしやすくなるのではないかというわけです。
このような音楽の特質を生かして、失語症や自閉症のリハビリテーションが行われてい
ます。失語症者にメロディーのような抑揚をつけて発語させることで標準的な失語症検査
（自発的な発語、復唱、物の名前の呼称などを検査する）の値が向上すること、自閉症児
の発声や人へのかかわり行動をビデオ記録で数えると音楽療法で増加することなどが報告
されています2）。通常の言語療法では改善のみられないような例でも有効な場合があるよ
うです。

4．音楽とリズム
音楽のリズムと運動が密接な関係にあることは容易に想像できるでしょう。最近では、
ウォーキング用の CD なども市販され、人気を博しているようです。
音楽のリズムに合わせて体を動かすことは、人の発達のごく初期段階からみられ、歩行
を獲得する以前の乳児期から既に存在しています。9 ヶ月の赤ちゃんが、音楽が聞こえ
てくると自然に体を揺らすことは、私たちの研究室でしばしば経験することで、ビデオで
体動を記録して計測した実験でも証明されています2）。
リズムによる運動の誘発は、人に備わった基本的な機能と考えられ、脳障害によって歩
行や運動機能に障害を持った人達でも、外からリズムの刺激を与えることで運動や歩行状
態が改善されることがあるのです。実際に、脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患で滑
らかに歩けなくなった人に対して、リズムのはっきりした音楽やメトロノームの音を聞か
せながら歩行してもらい、その動きをビデオ記録してコンピューターで動作解析すると、
歩行速度、歩行距離、歩幅などに有意な改善がみられます2）。面白いことに、実際に音を

100

環境と健康 23（2010）

聞かなくても、そういう音を頭の中で思い起こすだけで同じような効果がみられることも
あります。

5．音楽と新生児
日本は少子化が急速に進み出産数は激減していますが、予定日より 3 週間以上早く生
まれる早期産児や 2,500g 未満で生まれる低出生体重児はむしろ増加していることはあ
まり知られていません。早期産児はいったん入院すると、退院までに何ヶ月もかかること
が珍しくありません。そのため、早期産児や低出生体重児を入院治療するための新生児集
中治療室（NICU）がいつも満床で、新入院の受け入れができないことが多く、妊婦の救
急搬送で受け入れ先が見つからない一因にもなっています。
本来は母親の子宮の中で穏やかに過ごしているはずの早期産児は、早く生まれてしまっ
たために、病院の保育器の中で、呼吸や心拍モニターの警報音、人工呼吸器のシュー
シューいう作動音、保育器を開け閉めする音、医療従事者の会話や電話の音などの騒音に
24 時間さらされることになります。照明も一日中ついています。このような劣悪な環境
に加えて様々な医療処置を受ける早期産児のストレスを音楽で軽減することで、余分な酸
素の消費が減り、血液中の酸素飽和度が増加します。外から与える酸素濃度を下げること
ができるので、未熟児網膜症の危険性を軽減できます。余分なエネルギーの浪費も減って
体重増加がよくなるので、早く退院できます。歌を唄いかけながら穏やかに体を揺らした

図1

新生児集中治療室（アメリカのフロリダ州）内での音楽療法の様子

右側の女性がギターを弾き、子守唄や子守唄風の歌を歌っている。左側の女性が児の状態やモ
ニターを観察しながら、揺らしや触覚刺激を与えている。
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りマッサージしたりする音楽療法で（図 1）、体重増加が 1.5 倍になり、入院日数が 4
分の 3 に短縮されたという結果がアメリカで報告されています5）。また、乳首を吸うと音
楽が聞こえるという装置を使って、哺乳力を高めるリハビリもアメリカの一部の病院で行
われています。赤ちゃんが、音楽が聞こえるように一生懸命哺乳するので、訓練になるの
です5）。

6．これからの音楽療法
従来の音楽療法では、セラピストの印象、患者や家族の感想といった主観的な方法で有
効性が語られることが多かったのですが、ようやく近年、医療というシステムの中で、よ
り客観的な方法で評価することが行われるようになってきました。血液や尿、唾液などを
採取してホルモンなどの生体物質を検査するだけでなく、失語症の項で例示したような各
疾患に標準的な評価法を使って音楽による介入の前後で比較する、ビデオ記録を使って行
動や動作を解析する、コンピューターを使ってより精密に身体各部位の相互関係を分析す
る、脳波や脳血流・脳代謝を調べる最新鋭の装置を使って音楽による変化を観察する、さ
らには、音楽による介入を行った群と行わなかった対照群を多数例で比較する（無作為化
比較試験）という方法なども取り入れられるようになってきました。こういう客観的な方
法と主観的な評価法のバランスが大切だと思われます。
ここに紹介したような医療の中での音楽の役割を、対象者の状態に適した医学的な方法
で体系・評価する方法を確立して普及させ、患者さんに還元していくことを目的に、日本
音楽医療研究会が設立されました。興味のある方は、ホームページ（http://plaza.
umin.ac.jp/jmmusic/）をご参照ください。
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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（ Ⅱ ）
オフィスエム ￥1,400 ＋税 2009 年 10 月 25 日発行 ISBN973-4-904570-08-1

「Books 談義 11」コメント３

気の接触から物体の接触へ
前田比良聖＊
武道においては、相手の体に触れるという物質的な接触以外に、相手の体をとりまく霊
的な体に触れるという部分が重要視されています。私たちは、体は地球と同じであるとい
う考えをもっています。つまり、地球の周囲には大気がとりまくように、人の体にも気が
取り巻いているという考え方です。その気が雲や風のように動くのです。天気がよければ
地上世界は安泰です。人も天気同様、気を整えることによって身体の影響が良くも悪くも
なるようです。
武道においては、相手が動き、こちらに迫ってきたとき、肉体に接触するより先に、こ
ちらの気が相手の気に触れるということを体験します。そして気の接触のあとで肉体が来
るという順序を知ります。たとえば、相手が上下左右のどこかから、何かの技を仕掛けて
くるとします。高速に動く武道の世界では、それがどこから来るのかというのを事前に察
知しなくては、とうてい間に合わないことになります。そんなときこちらの気持ちを鎮め
ていきますと、不思議ですが、相手の動きを読むことが出来ます。ですから気を存在する
ものとして、ことさら意識的に稽古いたします。熟達すれば、飛んでくる相手の気の流れ
をよけてのち、相手の拳なり剱なりが実際に飛んでくるという二重構造を体験します。気
体の接触ののち物体の接触があるのです。
また気を意識して接触するという行為は、治療の世界でよく応用されています。高度な
技術をもつ指圧師は施術に際し、ほとんど力を入れません。軽く触れるか、あるいは肌に
触れないで治療を行います。相手の体の奥深くにまで力を浸透させて癒そうとするとき、
施術を受ける者をよりリラックスさせる必要があるからです。しかし押す時に力を入れて
押すと、受ける者は自己防衛本能がはたらいて、筋肉は硬直し、押してきた施術者の指を
＊

NPO 武道和良久代表（武道）
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押し返すという反発動作を行います。そうなると押す側は攻撃、押される側は反撃という
ちょっとした競い合いの構図が生まれてしまいます。こうなりますと治療どころではあり
ません。こうならぬよう、施術者は相手の呼吸に合わせて動くことによって気が具合よく
出入を開始します。気というものは、吸う息で押し、吐く息で抜くものです。このように
何事によらず調和を保つには息を合わせることが大切です。
野球などでも、ボールが止まって見えるなどという表現をしますが、実際ボールは静止
するはずはないのですが、その球筋といいますか、投手は投げる時に、どのような速さ強
さで、どのような軌道を通っていくというシミュレーションがすでに出来上がっています。
優れた打者は投手から流れてくる気を読み取り、それを映像に変換します。あたかも実際
の球が飛んでくる前に球が来たかのように感じられるのです。これはほんの一瞬の出来事
なのですが、長年の鍛錬の賜物による気の接触です。まずその気をとらえると、次に物体
への接触につながるのだと私たち武道家は信じて稽古を積んでいます。


2009 年 11 月 4 日
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幽霊好みの香りの品々：日本でのアロマテラ
ピーの起源と発展によせて
横山三男＊


日本でのアロマテラピーの起源と発展

日本でのアロマテラピーの誕生と発展を眺めてみますと、1996 年に日本アロマ “ テ ”
ラピー協会（現在の社団法人日本アロマ環境協会）が有志たちによって設立され、今日ま
でに 6 万人にも及ぶ個人会員数にまで発展し、組織化されています。協会は、積極的に
日本各地でセミナー、シンポジュームや講演会、さらには野外活動などを展開し、一般の
人びとにアロマに関する知識を一般教育プログラムとして浸透させました。そして、協会
の会員たちは、協会が設定した教育プログラムを受講し、各段階の検定に合格した人たち
久留米大学名誉教授（免疫学）

＊
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は、アロマテラピーを職業として活動できる場を構成するようになりました。同時に、当
時アロマテラピーに必要な精油（エッセンシャルオイル）を外国から輸入していた企業の
数が増加したことで、協会はアロマの学校（法人アロマテラピー資格およびアドバイザー
認定校など）を各地に認定し、多くの人たちが受講し、資格を得た人たちは、アロマにつ
いての知識とアロママッサージを職業として活用するようになりました。また、アロマの
香りに惹かれ個人的に趣味として、家庭内で香りを楽しむ人たちも増加しました。
以上のようなアロマ環境協会の傘下以外にも各地で独立したアロマの学校が設立され、
アロマテラピーの分野が急速にブームとなりました。さらに、アロマを環境保護や改善と
結びつける活動を展開し、“ エコロジィー ” へと事業を拡大いたしました。その後、医師
を中心に薬剤師、看護師、整体整骨師などによりアロマを医療に応用するという組織が日
本アロマ “ セ ” ラピー学会として設立されました。
今日、各地で散見するアロマテラピーと銘打った店では、アロマグッズを販売するほか
主な業務としてはアロママッサージで、テラピストによるマッサージがクライアントの心
と体を癒すという目的で活用されております。そして、相原さんが言う “ 香り（精油）の
選択 ” に次いでテラピストの指によって “ 触れる ” マッサージによる心理的な快感が発生
するということのようです。
しかし、アロマテラピーの個人経営の店を訪ねると、アパートやマンションの一室で一
人だけで細々と開業している人が目につくことが多いです。狭い部屋で、これといった美
を表現する環境でもなく、シャワーもタブも使うことなく、ただただテラピストが指を作
動するがまヽの世界でしかないというショップが多く見受けられます。アロマテラピーに
は、場の環境が大切で、工夫した雰囲気づくりがないと果して蛍光灯の光りの下でのアロ
マによるマッサージが、唄い文句のように心と体を癒してくれるかどうかという感じがす
るものです。
クライアントの来訪を心よく welcome し、ふんわりした会話も必要でしょう。そし
て、このクライアントにはどんな精油を使ってやるべきか、来訪したその日のクライアン
トの心理状態をうまくキャッチして精油を選択することが第一義となるでしょう。
私のアロマテラピストのグループでは、クライアントに対して IT 化されたパズル方式
に似たポイント方式で、その日のその人にマッチした精油を選ぶ方法を導入しています。
同じクライアントでも、アロマに対する感じ方にはカナリの個人差があります。また、こ
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の間と今日とでは、気候の変化や社会生活のリズムによって心理的背景が少しでも違って
いるでしょうから、香りに対する嗜好感も違っているのです。ですからクライアントの心
理状態にマッチした精油をテラピストがオーダーメイド方式で進言するモデルを私のグ
ループがパズル式で考案いたしました。クイズで選定する方式を導入しています。ですか
らマッサージ法にも頭脳的な選択があり、その結果、クライアントの安らぎや癒しの度合
いが格段に違ってくることでしょう。
アロマテラピストの皆さんが相原由花さんのようにアロマについて深い洞察力に富んだ
知識とクライアントに対しての心理的な思いやりや対処法についての選択思考が高く、そ
れに精油の組成と効用についても熟慮していることがアロマテラピストに課せられた心と
体を癒す目的への課せられた義務だとも思われます。

幽霊好みの香りの品々
能楽師の安田さんの「はじめに」という出だしの文章が私を圧倒いたしました。「能は
死者と出会う物語です」は、私にとって初耳でした。私はうららかな天気の日には、田舎
の畦道を農作物を眺めながらゆっくり一人歩きするのが好きな性分です。或る夕方薄暗く
なったので帰りかけていた時、農作業を終えた帰りの老夫婦（私はもっと老人ですが）と
思いがけず行き交いました。突然老夫婦がが「イイ天気でしたネ」と声をかけてくれまし
た。こんな初めて会った知らない人（幽霊ではない）から声をかけられるというメグリア
イは、なんとも言えない心地がしてフイと私の心が癒される思いがいたしました。フト安
田さんの能の話を読んでいて、私と老夫婦との出会いが、どちらが主役か対話者であろう
とも、そこに「シテ」と「ワキ」のような関係が成立しているように浮んで参りました。
さらに「シテとワキとの昔語りの最後に、実は私こそ、その昔話の主人公の幽霊であると
いうことが明かされています」とありました。そして、ワキが「幽霊との再会を待ってい
ると、幽霊が昔の姿で再び現れ、語りつつ、舞を舞う」とありました。
ところで、私は今でも TV、映画や書物のなかで幽霊という出し物が好きです。数年ほ
ど前に熊本県人吉の球磨川の上流に架かった橋の傍にある永国寺を訪れました。このお寺
は幽霊寺として知られております。さすがに本堂にはこの寺を創立した（1408 年）和
尚が描いたと言われる幽霊画の掛け軸がありました。永国寺の幽霊についての秘話として
は、人吉の知名の士が妾を囲ったため本妻が激怒し、妾を憎んで余りある行動を取って苦
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しめたので、妾は遂に琉磨川にその身を投げ幽霊となり、今度は本妻を苦しめたそうです。
そこで、本妻は和尚の法力を頼りにこの寺に駆け込んだそうですが、そこへ幽霊が現れた
ので、和尚が因果の道理を説き聞かせ、その時、和尚が描いた己れ（幽霊）自身の醜い姿
を見て驚き、和尚に引導を懇願し成仏したそうです。それから幽霊は現れなくなったとい
うのです。
その和尚が描いた幽霊が私をウラメシそうに見つめていました。ですから、私が「五感
シリーズⅠ・香りでこころとからだを快適に」のなかで “ 香りと幽霊 ” という話題を提供
し、そのなかで「もし幽霊が私の許にやって来て、またあの世へお帰りになるときは、幽
霊好みの香りの品々でもおみやげに差し上げたいと思っています」と書きました。と言う
のも、私が日本で創設された日本アロマテラピー協会（現在の日本アロマ環境協会）の初
代の会長でしたので、幽霊には私好みの香りでも差し上げたら、あの世でも活用して戴き、
人生とはまんざらでもないと感じ取られるでしょうから。
以上、私のこのコメントは全く書評にはなっていませんが、安田さんの「能とは、死者
と出会う物語です」との第一声で、私は能の魅力に取りつかれてしまいました。これから
私の大好きな亡霊（シテ）に会いに行きたくもなりました。そして、ゆっくりお能を拝見
してみたくもなりました。また、このところ身近な友人たちや知人たちが生を果たしてい
ますので、お通夜には必ず出向くことにしました。ですから、次の私のお通夜には、私を
知る人たちが私という亡霊（シテ）の前に出席して大声で私のことについて語りあってく
れるよう今からお願いいたしておきたいです。
さて、余談になりますが、このところ、私は “ 左 ” と “ 右 ” ということに極度にコダ
ワッテ人間、動物、植物さらには自然界での動きに注目いたしております。そこで、能の
世界にもイクツカの流派があるとお聞きしましたが、さて、私の安田さんへの質問として、
能楽師が舞台で歩く時の第一歩は、どの流派でも左足か右足で歩き始めるのでしょうか？
それとも流派で左とか右ということに決まっているのでしょうか？


2009 年 11 月 10 日
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「觸」の根源を訪ねる：Back to Fundamentals
秋山麗子＊



五感シリーズの最終編「触」の単行本を手にしましたとき、まず眼に飛び込んで来たの
は、カバーに大きく描かれた「觸」という象形文字のような漢字でした。常用漢字の
「触」ではなく、昔懐かしい本来の漢字、「角篇」に「蜀」のつくりを配した「觸」の字で
す。字体のせいなのかも知れませんが、しみじみ眺めておりますうち、これはちょっと妙
な字だなと思い始めました。「触れる」ことと「角」との間に、何の関係があるのだろ
う？と。ここはひとつ漢字の権威、白川 静先生におでましを願わなければ……と、早速
手持ちの「字通」をドッコイショと書棚から引っ張り出しました。厚さが約 10 センチ、
ページ数にして 2,100 ページ近い厖大な字書です。白川先生の字書（辞書ではなく字
書）としては、字統、字通、字訓の三部作が有名だそうですが、私が持っておりますのは、
日本の親友のひとりから三年前に贈られた字通一冊、これだけでも異国にある身にとって
は貴重な宝です。
さて、「触れる」ことと「角」との関係ですが、字通の解説によりますと、「蜀」は牡獣、
角をもって触れることから触覚、抵触などの意になるとのこと、つまり本字の「觸」は、
牡獣が角をもって争うの意なのだそうです。「魂に触れる」のとは些か隔たった字義に少
なからず戸惑いを覚えましたが、今の時点では余り深く考えない方がよさそうだと思い、
とにかく本を開いてみることにしました。
先ずアロマセラピーです。昭和一桁の私がこの terminology を、ここアメリカで初め
て耳にしましたのは 20 年ほど前のことではなかったかと思いますが、はっきりした記
憶はありません。残念ながら、まだ一度も試してみたことはないのです。相原由香さんの
article を読ませていただいて、アロマセラピーという西欧風のハイカラ療法がここまで
深く日本に定着していることに驚きを覚えると同時に、これはどうしても一度試してみな
け れ ば、 と い う 気 分 に な り ま し た。 早 速、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 私 の 住 ん で お り ま す
Pasadena 地 区 に そ の よ う な 施 設 が な い か 調 べ て み ま し た と こ ろ、 あ り ま し た！
在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）

＊
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Aroma Health Center と言う施設で、日本の指圧をはじめ、Swedish Aromatherapy
というのや、中国の鍼療法など、すべて「手で触れる」療法を提供している施設のようで、
患者ひとりひとりの needs に応じてそれらを combine することも可能との宣伝文句。
余りにも総花的なのが少々気になりました。たまたま同じサイトに、利用経験者による評
価欄がありましたので、それをクリックしてみましたところ、たったひとつ、それも「極
め て unprofessional、 一 時 間 $70 と い う 高 額 料 金 に は 値 し な い 」 と い う、 何 と も
negative な評価にギャフンとなってしまいました。本来ならば相原さんのような本格的
なセラピストによる本格的なアロマセラピーを一度試してみた上でこの稿を書きたかった
のですが、それが叶わず、残念です。
アロマセラピーが嗅覚の領域である匂いと、触覚の領域であるマッサージとを綜合した
therapy であることに、正直、新鮮な驚きを覚えました。今回のテーマが「五感として
の触覚」とのことでしたので、当然触覚以外の四つの感覚は対象から除外されているもの
と、簡単に決め込んでいた単純さに赤面する思いでした。相原さんの article によります
と、嗅覚と触覚とを統合したこの療法が、世界で始めてフランスにおいて確立されたのは
1920 年代から 1930 年代にかけてとのことですが、香油を身体に塗り、手で触れるこ
とによって病を、ひいては心を癒すという行為は、新約聖書の中にも度々記されているこ
とに思い当たりました。ヨハネ伝や、ルカ伝に出てくる「ナルドの香油」のお話、マタイ
伝に出てくる、イエスがその手を触れることによって病人を癒すお話などがその一例です。
マタイ伝（第 15 章 29 節）の「イエス病人を癒し給う」の光景はグスターヴ・ドーレ
の感動的な絵画でも知られていますが、病んでいる子供の額に右手を置くイエス、差し伸
ばされたイエスの左手に縋ろうとする病人たちの姿が生々しく描かれております。
ドーレのこの画を眺めながら心に浮かんだのは、「手当て」という言葉でした。「手当
て」というのは痛いところに手を触れるという、生活の知恵から出た療法なのだそうです
が、手のひらから発散する静電気の刺激により血液の循環がよくなって癒しの効果がある
のだと聞いたことがあります。事実、痛いところや苦しいところがあるとき、私たちは殆
ど無意識にその部分に手を当てますが、それは自然に備わった知恵なのかもしれません。
とすれば、「手当て」をも包含するアロマセラピーは、2000 年の歴史を持つ、原始的か
つ根源的な「身体と心の癒し」の方法だったということになるのでしょうか。正に Back
to Fundamentals の感があります。
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さきに、「觸れる」という漢字の字義に戸惑いを覚えると書きましたが、「能からみた五
感と身体」の中で、能楽師の安田登師が日本語の「触る」について書かれている一節を読
んだとき、ふと、この謎が解けたような気がしました。安田師によれば、「さわる」にし
ても「ふれる」にしても、touching（感動させる）という英語のニュアンスとは大分違
う negative な意味合いを持つ場合が多いが、これが相互動作になると「触れ合い」とい
う語になり、急にいい感じになる、というのです。要（かなめ）は「相互動作にある」と
いうことなのでしょう。五感のうちの他の感覚、聴覚にしても嗅覚にしても、視覚や味覚
にしても、特に相手は必要とせず、自分ひとりでも事足りますが、触覚だけは触れてみる
相手、触れてくれる相手がいないことには、自分という存在が宙に浮いてしまいます。窮
地に立たされたとき、傍に寄り添ってくれる人、やさしく手を差し延べてくれる人がいる
ことで、どれほど心が癒されることでしょう。
「五感シリーズ」の中、「触覚」に能楽が登場しているのを拝見しましたときは、正直
奇異の念に打たれたのですが、article を読ませていただき、「能の中の二つの時間－順行
する時間と遡行する時間－との触れ合い、それが「永遠」という「時」であるということ、
そして、その「永遠」という存在しない「時」を舞台の上に出現させる芸能が能であると
いうお話には深い感銘を受けました。
Back to Fundamentals は、中川一郎先生の「タッピング・タッチ」についても言え
ることだと思います。「人」という字は、昔から互いに支えあう形を顕していると言われ
ています。お互いに支えあい、労わりあうことが、心の安らぎを得る上で如何に大切なも
のであるかを、「タッピング・タッチ」という、誰にでもできる簡単な技法から教えられ
ました。たまたま、中川先生の article を読んでおりましたとき、猫が膝に乗って来まし
たので、いつものように背中を掌で優しく撫でてやっておりますうち、そうだ、タッピン
グタッチの実験をしてみようという気になりました。両手の指先で軽く首から背中のあた
りをポンポンとリズミカルにタッピング・タッチ。気のせいか、ゴロゴロと喉を鳴らす音
がいつもより high tone になるのを感じました。その上感謝に満ちた目で私の顔を見上
げながら両手で胸にしがみついてくるのです。尻尾の先が精一杯喜びを表しているように
も思えました。タッピング・タッチは、本来、類人猿が毎日欠かさずに行っているグルー
ミングのようなものだと、中川先生は書いておられましたが、人間やサルばかりではなく、
犬や猫などのペットにも適用できるのではないかと思いました。
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まや はるこさんのボイスアートのお話は、以前本誌 Vol.21 No. 3 の Books 談議 8
五感シリーズの「聴」の項、「モーツアルトを聴くとなぜ癒されるのか」の談議で、「癒し
とはゆるすこと、受け入れること」というコメントを読ませていただいたことがありまし
たが、今回はぐっと砕けて、「あくびのエクササイズ」だとか「笑い」や「遠吠え」のエ
クササイズなど、具体的で楽しいエクササイズがふんだんに盛り込まれており、読ませて
いただきながら、ハッハッハ、ヒッヒッヒ、ホッホッホに続いて大あくびの連発、他人が
見たら一体何がおっぱじまったのかと仰天するだろうなとニヤニヤしながらも、コチコチ
に凝っていた肩や背中がスウッと楽になるのを感じたものでした。私の場合は独演になら
ざるを得なかったのですが、まや先生や大勢の仲間たちと一緒にこんなエクササイズをし
たら、どんなにか気持ちがほぐれることだろうと思ったものでした。「その人が持ってい
る本来の力を、その人自身の声によって引き出してゆくお手伝いをするのがボイスアート
で す 」 と、 ま や 先 生 は 書 か れ て い ま す が、 そ の 基 本 に あ る の は や は り Back to
Fundamentals なのではないかと思います。
触覚の締めくくりとしての本庄 巌先生の、五感のはたらきに関する医学的な解説は、
私にとりましては正に「目から鱗」の思いでした。五感を司る脳の部分がそれぞれ独立し
たもので、相互の関連性はないものと考えていた素人の単純な思い込みを、医学的な見地
から平易な御説明により矯正してくださったのが、本庄先生でした。日頃私は読書の習慣
として、英語の聖書や名著、源氏物語などの日本の古典文学を読むときは、黙読でなく音
読するのが常なのですが、理由はわからないものの、そうすることにより理解が一層深ま
るような気がしておりました。また、自分で書いた文章も、文の流れやリズムに不自然さ
があった場合それを調整する意味で音読を心がけていたのですが、本庄先生によれば、
「眼から入る言葉の情報は視覚を司る場所にも入るが同時に聴覚を司る場所（聴覚連合野）
にも入ることで言葉を理解している」とのこと、従って声を出して読むことにより視覚と
聴覚との連合が更に強まるということではないのかと納得が行きました。視覚情報と触覚
情報との関連付けの例としての、フェルメールの名作「牛乳を注ぐ女」から受ける実在感
の御説明も説得力のあるものでした。今後絵画を鑑賞するときの指標のひとつになるもの
と思います。
触 覚 と は 直 接 に 関 係 は な い の で す が、2009 年 11 月 17 日 付 け Wall Street
Journal の Health Journal というコラムに、“A Key for Unlocking Memories” とい
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う見出しで、アルツハイマーの患者を対象とした Music Therapy のお話が出ておりま
した。Institute for Music and Neurologic Function という施設でのお話で、かなり
長い記事でしたが、患者の若かった頃に好きだった（或いは流行していた）音楽を聞かせ
ることにより、mood, alertness、および quality of life を著しく向上させることがで
き る と い う の で す。“A mental movie seems to play in the mind’s eye, with
music serving as its sound track” という、施設のドクターのお話には深く頷けるも
のがありました。アルツハイマーになったときの用意に、私専用の playlist を用意して
おこうかなと思ったほどでした。ここでもやはり、「ヘッドフォンなどで患者ひとりに聞
かせるよりも、家族や友人が寄り添って、患者の手を取りながら一緒に聴くことにより、
より効果ある結果を期待することができる」とありました。ここには、聴覚、視覚（記憶
された視覚）、触覚の三つの感覚の融合があるのではないかと思われます。
最後に、もう一度白川 静先生にお出ましを願って、「癒し」の「癒」の字義を糾してみ
ることにしました。ヤマイダレの中にあって「心」の上に載っている字は大きな手術刀の
意だそうで、これで膿漿を刺して盤に移しとり、それによって病苦が除かれ心が安らぐ、
とのことでした。アロマセラピーもタッピング・タッチも、能の世界に見るような「古典
的なぶらぶらはぐれ旅療法」も、ボイス・アートも、すべてが「触」を通じてこころの
「癒し」につながるということ、まさに「いのちに触れるコミュニケーシヨン」でありま
す。


追

2009 年 11 月 18 日

補
一色先生のコメント 6（p.111）は、大変ユーモラスで読みやすく、素人にも判り易

い内容で、思わずのめりこんでしまいました。ご自身外科医でいらっしゃる一色先生は、
昨今視覚のみが重視され、聴診、触診がともすれば軽視されがちな傾向に警鐘を鳴らして
いらっしゃいますが、このコメントを読ませていただきました折も折、2010 年 1 月
12 日付けの Los Angeles Times に非常に感動的な「触覚」のものがたりが掲載され
ていたのです。余りの偶然に感嘆の声を挙げてしまったほどでした。“A feel for the
site lines － Blind architects get in touch with their other senses.” という見出
しで、今年 47 歳になる建築家が、視覚の喪失という致命的な打撃から、触覚と聴覚
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（さらには嗅覚）を武器に再び建築家として立ち上がるまでの感動的な物語でした。この
方は二年ほど前、脳腫瘍の手術をした後視覚を失って全盲になり、一時は再起不能かと絶
望の底に突き落とされたものの、同じような運命を背負った建築家がポルトガルに一人い
たのをインターネット（盲人用に開発されたソフト？）で探し当て、International
Blind Architects Conference などと冗談を言いながら互いにメール（音声のメール）
で励ましあっている由。建築家としての profession を貫きたいという思いをどうしても
棄てきれずにいたところ、努力が報いられて、遂に盲人専用のリハビリセンター建築のコ
ンサルタントとして採用されることになったのだそうです。設計、建築にあたって総動員
するのは、視覚ではなく、触覚と聴覚、更には嗅覚とのこと、現在、Palo Alto に建築中
の Western Blind Rehabilitation Center というプロジェクトがそれなのだそうです。
“It hadn’t occurred to me to focus on centers or buildings for the blind. But
with this project, all of a sudden it became clear where my real value is.” とこ
の盲目の建築家は締めくくっておりました。特に感動的だったのは、この盲目の建築家が
言った次のひとことでした：I don’t have any control over what happened, but I
do have a lot of control over where we go from here.


2010 年 1 月 15 日

「Books 談義 11」コメント６

触覚について考えさせられる事
一色信彦＊



触覚については、自分の外科医としての職業の関連でかねてから、大変興味を持ってい
たが、講演会当日は、開業している都合で出席できず誠に残念であった。後で本書を読み、
こんなに色々実用的コミュニケーションの手段があったのかと驚くと共に、関連する実演
が為されたと知り、その気持ちは更に募った。読後の感想を簡潔に言えば、“ 今後是非、
自分自身で各アプローチの実経験をしたい、自分もやってみよう ” と思ったという事であ
一色クリニック院長、京都大学名誉教授（音声外科、形成外科）

＊
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る。極めて分かり易く書かれており、人を引きつける実用的な本である。本書ではいろい
ろの角度から触覚を通じて心の本質に迫る様子がいきいきと描かれている。触覚、“ いの
ちに触れるコミュニケーション ” とは実に当を得た副題を付けたものだ。
講演を聞いていず、実演も見ていないので各々のコメントは控えるが、印象を若干述べ
さして頂く。著者の一人である相原由花さんの言われるように、子供にとって、額にのせ
た母の手ほど心暖まる思い出はない。私にとってもそうだった。その母も、もう 15 年
前に亡くなった。弟の家での長い入浴中であった。駆けつけたわたしは冷たくなった母の
額に手のひらを載せ、二人だけの話をしばらくした。なぜかやっと気持ちが落ち着いたの
を憶えている。
「能」が時間を超越した世界とは知らなかった。私にとって大変魅力的な未知の世界で
ある。一度は入ってみたい。書評からすこし離れるが、触覚について私が今まで興味を持
ち大切にしてきたこと、さらに不思議に思ってきた事について誤解を恐れずありのまま以
下に述べる。
触診、手術：指紋は本人かどうかの同定に用いられ、万人みな異なった指紋を持ってい
る事は衆知だが、これが触覚にとって決定的に重要な事は見逃しがちである。ものの肌触
り、いわばテキスチャーは物作りにとって極めて大切な一面である。元来は織物の手触り
の意味から他の物体にも広がり、更に精神的な感触の意味にもなっている。形成外科でも
新しく作った皮膚の評価にはこの手触りは重要な一面だが、その測定器がない。京大理学
部で試作中と分かったが、その原理はまさに指紋、つまり表面に尾根と谷を作り、そこで
の圧力差を知ろうというもので、改めて「自然の妙」を感じた。それだけでは敏感で特殊
な指先感覚を説明出来ないであろうが。
現代では視覚が重視され、光学系の進歩が更にそれを加速し、他の感覚は軽視されがち
である。医学でも新しいスコープの開発、画像診断の進歩で聴診、触診が軽視されている。
あるとき教授会で詐病いわゆる、にせ病について、目の詐病が検査で見抜けるかが問題に
なったことがある。結論は、眼科の教授曰く “ そんな検査はない ” とのことであった。意
外であったが、本書によれば視力をなくすと他の感覚が研ぎ澄まされて、心である程度見
えるそうで、それではお手上げと言わざるをえない。不思議なことだ。
私は十余年前、直腸がんの手術を受けた。外科医の友人は極めて早期だから、開腹でも
内視鏡的にでも出来るが、どちらにしようかと聞いてきた。私はすぐに開腹でお願いしま
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すと答えた。その理由は内視鏡下では、触診出来ないからである。もっとも、極めて早期
でその必要もなかったからの様であったが。
耳鼻科にいた頃、私自身、何例か頚部郭清という手術をした。首のリンパ節に転移があ
れば残らず取るという手術で、絶対にがんの中には入ってはいけない、外から被っている
膜ごと取ると厳しく教えられた。がんは固く、その塊は独特の触感があリ、術中一生懸命
それを覚えたものだ。内視鏡下で触診が出来ればいいのだが。内視鏡下画像診断（立体的、
断層的）がもう少し実用化すれば考えを変えるが、がんに対しては内視鏡下に手術するの
は慎重を要すると思う。胆石などなら私も内視鏡下手術を選ぶが。
手術で指の先を使うと大変具合がいい。その下に何があるか、触感で判り、無駄な侵襲
を無くす事が出来、組織をはがすのも抵抗を指先で感じながらやるので無理がなく出血も
少ない。メスを持つ手先の感覚が敏感でないと、デリケートな手術は出来ない。例えば
ボール紙の裏にテープを張り、テープを切らないようにボール紙だけを切るような手技で
ある。
触覚と催眠状態：本書を通読して各種アプローチが共通して目指しているのは一種のト
ランス状態、快感である事が分かった。私は一時期ノイローゼになり、絶食など色々の事
を試みた。自己催眠 ( シュルツの自律訓練法 ) もその一つだが、なかなかうまく行かな
かった。昭和 37 年、貨客船で渡米し、やっと夕方遅く予定していた下宿にたどり着い
た。暗くなった部屋のベッドで、何もする事が無いので天井を見詰めながら自己催眠を試
みた。妙に精神集中が出来、身体、感覚に変化が現れた。深呼吸が信じられない深さにな
り、やがて、天井の桟の周りに後光が現れ出した。これがトランスらしいものかと初めて
実感した。催眠誘導のコツは精神集中、単調な刺激の繰り返し、明らかなイメージを持つ
事のようだが、触覚も極めて強力な誘導手段のようである。これは動物の生態を見ていて
も頷ける。催眠のかかり難い人には、肩、頚などをそっと触ると、誘導しやすい事はよく
知られている。触覚を通じて相手が何ものかを本能的に理解し安心するのであろうか。
催眠状態で、掌を額に近づけるイメージを心に抱きながら、近づけると、お互いにピリ
ピリと何かを感ずる。ところが平静で自然意識状態で同じように掌を額に近づけても何も
感じない。精神集中状態、或いは催眠状態では、指先から何か出ているかも知れない。通
常とは違う感覚があるのかも知れないと疑問は広がる。それが何かがさっぱり判らないの
でそれ以上話は進まない。しかし、これは更に奇異な経験へとつながる。
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念写：二十数年前の事だが、ある番組で、“ ユリゲラーがカナダから念力波を送る。ス
タジオでそれを受ける ” ことになり、数十人の番組出演者は皆ポラロイドカメラを持って
待機していた。実は私もその一人で、家で暗い軒先でカメラを構え、司会者の指示に従い、
カメラに光がはいらないように掌でフタをして、ひたすら、カナダからの波動が捉えられ
写ると念じシャッタを切った。撮った写真を見ると、くすんだ黄色とオレンジの混じった
ような、ぼやっとした色、輪郭の円形像が写っていた。テレビスタジオでも 4～5 人が
同じような写真を掲げていた。
まず何かのアーテファクト（人為的ミス）かとおもい、すこし隙間をあけて撮ったりし
たが、全然似たようなものも撮れなかった。カメラ屋に行ってその可能性について聞いた
が、そんなことは起りませんとのことだった。さてその解釈だが念力波が実際太平洋を越
えてきたとは考え難い。波が来たと信じた人（精神的に高揚した人）の手から、催眠時と
同様な現象が起ったのではないか。これが現時点での私の解釈である。
手、額がピリピリするとか言うと、多くの人はそれは錯覚だろうという。錯覚とは何か
もよく判らないし証明も出来ない。私の基本的態度は “ そうかもしれないし、そうでない
かもしれない ” という極めて曖昧なものである。今後の研究課題という意味だ。画像診断
はどこの科でも、なくては診断できない必須の診断機器だが、過信は禁物だ。“ この画像
で見えないから、ありません ” というのはおかしい。10 年後の機械で調べたら見つかる
かもしれない。無いということは絶対的にはなかなか証明できない。
念写の問題も、指先から何かが出るという問題も、現代の科学的レベルで、どちらか断
定するのは無理で、無理に断定する必要もない。確かに科学の進歩は素晴らしい。身近で
も、私が学生だった頃、治らないと言われていた病気が、どんどん治る、或いは症状を抑
える事が出来る様になった。私は痛風だが、気にせず、美味しいものを幾らでも食べる。
がんの治癒率も飛躍的に改善した。宇宙に住むのも夢ではなくなった。
しかし科学の常識で合理的といえるもの以外は一切信じないというのもいささか狭量で
ある。科学はそこまで進歩していないし万能でもない。どうもある感覚が進化すると他は
退化するのだろうか？

維持しようと努力しても無駄なのだろうか？

触覚はイソギン

チャクに敵わないし、嗅覚は犬に敵わない。進化は 1 本の幹の上では無く枝分かれした
結果とすると何かを目標に努力するなど無駄なことかも知れない。しかし触覚はいつも磨
いておきたい物だ。気がつかない面で多くの物を得ているのではないか。
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「進化」とは本当に創造主の根本主義だろうか、適者生存、弱肉強食など極端になると
付いて行けない面もある。いま医学が一生懸命なんとか打破できないか努力している壁は
自己防御壁として自然が作ったものが多い。


2010 年 1 月 12 日

「Books 談義 11」コメント７

いのちが触れあう介護を
奈倉道隆＊



日本語の「いのち」には、生物学的な生命のみでなく、み（身）とこころ（心）の働き
が含まれると思われる。「み」というのは、自分自身という言葉に含まれる「身」、すなわ
ち主体的に生きる自分固有の身体である。「こころ」というのは、心理だけでなく、私を
私たらしめている精神の活動体すなわち実存の心を含むものと考える。
このようないのちは、高齢となったり障害をもつようになると、人の支援が必要となる。
その人がその人らしく生きられるように支援することは「介護」と呼ばれ、長寿の時代は
誰もがいつかは必要とする。そしてこの介護には、いのちの触れあいが求められる。
食事・排泄・入浴の支援は三大介護と呼ばれ、生活に不可欠であると同時に、いのちの
触れあいが保たれる行動である。食事の介護は、相手が食べたいものを、食べたいペース
で口元に運び、十分に味わってもらう支援である。支援が必要な高齢者や障害者にとって、
最大の楽しみは「食事」といわれている。これが生きる喜びの基盤となり、いのちの触れ
あいをもつ大切な時となろう。
排泄の介護は、これを必要とする人に欠かせないものであるが、他人には頼み辛い支援
である。このことをよく理解しながら、介護者が快く支援し、排泄が円滑に進めば健康が
保たれ、生きる希望が湧き出よう。それはいのちが深く触れあうチャンスとなろう。
入浴の支援では、肌と肌が触れあう。湯のぬくもりに加えてこころよいスキンシップが
保たれ、いのちの蘇りを覚えるようになろう。活力を引き出す肌と肌のコミュニケーショ
四天王寺国際仏教大学教授（老年学、仏教カウンセリング）

＊
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ンにしたいものである。
介護という支援は、介護関係のあり方が大切である。介護する人とされる人という関係
は、相手を受身の立場に立たせ、主体性や自発性を損ねやすい。介護者が支配的になった
り虐待が生ずることもまれでない。それに対し介護を提供する人とこれを活用する人とい
う関係は、対等の人間関係が保たれ、相手に生きる意欲をもたらす支援となる。
介護においては、相手の身と心とを尊び、その人がその人らしく生きられるよう支援す
る行動をとりたい。そのためには、常に声をかけ、その人の言葉に耳を傾け、目と目のま
なざしで心を通わせていく。そしてぬくもりのある手で手当てをする介護を進めたい。こ
れは五感を活用するコミュニケーションであるといってよいだろう。
たとえどんなに弱ろうとも、生きる喜びを感じて生きてもらえる支援こそ、いのちが触
れあう介護である。このような介護を私は志したい。


2010 年 1 月 22 日

Books
須藤

功

著

大絵馬ものがたり（全 5 巻）－第 1 巻
（社）農山漁村文化協会

￥5,000＋税

2009 年 9 月 30 日発行

稲作の四季

ISBN978-4-540-09139-1

絵馬というと、「困った時の神頼み」で知られるように、神の乗り物として神聖視された馬を
木札に見立てて、「合格祈願」や「病気平癒」のような個人的な願い事を記して神に届けるもの
として、当世の若者にも良く知られている。通常これらの絵馬掛けにかけられた小絵馬は一定の
年限で処分されるが、絵馬堂などに奉納された大絵馬はほぼ朽ち果てるまで永久に掲げられてい
る。しかも無名の絵師によって木板に直接描かれた大絵馬は実に様々で、当時の文化や生活、農
耕・工作技術などを読み取る事のできる貴重な資料である。日本で最古のものは、奈良時代前期
で、平城宮跡の長屋王邸宅から出土した断片である。現在まで絵馬として保存されている最古の
ものは、室町時代永享 4 年（1432 年）8 月 1 日に天理市石上神宮に奉納の「渡御祭礼図」と
のことであるが、剥落がひどく絵は部分的にしか残っていない。平安時代初期に編纂された「続
日本紀」によると、もともと権力者が雨乞いには黒毛馬を神に献上し、晴れの願いに白馬を献上
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したことから、やがて生きた馬は土で作った土馬となり、馬の図柄の絵馬に変遷したようである。
本書は全頁グラビア刷りの豪華本で、全国の神社に奉納された大絵馬のうち現存する保存状態
の良いものを選んで写真に撮り、全 5 巻に分類したものの第 1 巻である。本巻は「稲作の四
季」であるが、続巻として第 2 巻「諸職の技」、第 3 巻「祈りのこころ」、第 4 巻「祭日の情
景」、第 5 巻「昔話と伝説の人々」が予定されている。第 1 巻に収載されたものの多くは江戸
時代以後に奉納されたもので、第 1 章・神仏と田に遊ぶ、第 2 章・苗を植える、第 3 章・田に
水を送る、第 4 章・稲作と農具と技術、第 5 章・新時代の改革、に分けられている。第 1 章は
総じて農の楽しさを示すものが選ばれており、第 2 章では稲作の過程を教えるものが多く、第
3 章では水害や日照りの対策としての溜池や水車が描かれており、第 4 章では農具の改良や脱
穀・精米技術などの開発にも拘らず、年貢米納入にあえぐ農耕図が集められ、第 5 章では明治
維新政府が年貢米を金納に変え、地租改正で田畑に課税するための地面測量図や生産力増強のた
め湿田を乾田に変えるための馬耕図等が多く、新しいものへの農民の挑戦と抗議が象徴的に描か
れている。
京都では、秋の文化の日の頃になると、一斉に神社・仏閣の特別公開とか美術・博物館の特別
展が行われ、多くの観光客が訪れて、手厚く保護された古い国宝級の障壁画や絵巻物などを鑑賞
する。その多くは、概して有名な絵師達が高貴な人々の生活の一端を描いたものである。対照的
に大絵馬は風雨にさらされ、古代、中世のものは既に変質、消失しているが、近世のものでも当
時の庶民の生活が雅拙ながら直接表現されていて大変貴重な歴史記録であることを本書によって
初めて知らされた。評者の住む土地の氏神は水度神社で平安時代初期に創建され、延喜式神名帳
に記録されている。早速その絵馬堂を訪ね、大絵馬を詳しく見直した。大部分は絵が剥離して不
鮮明であったが、江戸時代初期、元和 5 年（1620 年）奉納のものに、氾濫する木津川の洪水
から娘を抱えて避難する白髪の老婆と思われるものが描かれており、江戸時代末期、文政 13
年（1830 年）奉納のものに伊勢神宮参詣の「おかげ踊り図」、天保 5 年（1835 年）のもの
に神官が栗毛馬を引いて雨乞いをしている様子、天保 6 年（1986 年）のものに木津川を遠く
に望んで広がる豊かな田畑の眺望図、天保 12 年（1842 年）のものに本殿前で何かを祈願す
る村人達が描かれていた。明治 15 年（1982 年）、25 年（1987 年）、昭和 11 年（1936
年）奉納のものに奉納相撲の番付があり、筆頭大関に寿大三郎とか近江富士とかの知らない名前
があった。その後に、武運長久を祈る戦闘図があった様な記憶があるが、今は本殿修理寄付者を
記した真新しい銅版に取り替えられていた。
その後、社務所で白髪の老婆の由来を尋ねたところ、意外な事に、この地域では午後 4 時を
過ぎても家に帰らない子どもを浚って行く「4 時ばば」、即ち「子盗り」の子どもへの教訓で
あった。それにしても「子どもは風の子」で、昼間は外で遊んだ昔の風習を懐かしく思い出した。
目の前の風雨に晒され朽ち果てて行く庶民の絵馬堂に比べて、国の重要文化財に指定されている
本殿だけが、新しい檜皮で葺き替えられて美しく化粧されているのが対照的であった。もともと
大絵馬は多様なものであるが、江戸時代のものに関する限り、神馬に乗った神への庶民の絵解き
強訴であったとも言えようか。

山岸秀夫（編集委員）
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Books
堀切直人

著

原っぱが消えた－遊ぶ子ども達の戦後史
（株）晶文社

￥1,900＋税

2009 年 8 月 10 日発行

ISBN978-4-7949-6746-6

現代の都市生活においては、正月でも子ども達と一緒に凧揚げが出来るような空き地はなく、
子ども達が普段仲間と遊べる原っぱはなくなり、きまって、「砂場」、「ブランコ」、「シーソー」
の 3 種の神器の揃った細切れの児童公園に変化している。そこは子ども達が自由に遊べる空間
ではなく、むしろ老人の憩いの場となっている所が多い。かつて遊びの場であった道端は、最も
危険な交通地獄である。多くの子ども達は学習塾やテレビゲームのような孤独な仮想空間に追い
込まれて、餓鬼大将はいなくなり、現実の生き物の生死を体験したり、行動の善悪を判断する場
がなくなっている。このような変化は一体何時ごろから始まったのであろうか？
本書は 1923 年の関東大震災や 1945 年の東京大空襲後に残され、突如出現した原っぱで
遊ぶ東京の子ども達の自由空間に思いを馳せ、その消滅の歴史を追い、高度成長経済と少子高齢
化との関連を明らかにしている。即ちこのような空き地が目の仇にされたのは、1970 年代以
降である。著者は子どもの本性として、次の 4 点を挙げている。①疲れを知らない探険家であ
ること、②危険な遊びを好んで自信をつけること、③大人の介入できない自分達の秘密の世界を
作り、独立感を味わうこと、④物を好きなように動かせる、雑草の茂った荒地を好む事。しかし、
いずれも現代の「安心、安全」を重視した都市計画にはなじまない。
このような子どもの遊びの変化は戦後の少年野球まんがの変遷にも反映しているようで、最終
章では、戦後の社会全体の草野球化を反映した、面白ごっこの広場での少年野球まんが「バット
君」（井上一雄作）と高度成長期の 1971 年に創刊されたスポーツ根性物まんがの代表作とし
ての「巨人の星」（梶原一騎作、川崎のぼる画）を対比している。
ところで西田利貞さん（チンパンジーの社会、東方出版、2008）によると、約 600 万年以
前にチンパンジーとの共通祖先からヒトが分かれて以来、森から広い原っぱに放たれたヒトの子
ども達は、2 足歩行の長所を活かして、集団遊び（対抗遊戯）を始めた。これは森のチンパン
ジーには見られないヒト特有の特徴である。そこには集団のルールがあり、「いじめ」どころか、
いじめられる子を見たら誰かが助けるという同情心すら培われる社会的練習の場があった。その
ヒト特有の歴史的習慣が、この半世紀くらい前に突然崩壊して、それで子どもにまつわる色々な
問題が一気に吹き出てきているのである。
2009 年 秋 の 京 都 二 科 展 に 出 品 さ れ た、 伊 藤 快 彦 作、「 柳 の 馬 場 よ り 平 安 神 宮 を 望 む 」
（1890 年代）を見ると、京都でも広々とした原っぱが残されていた。現在、京都では町家の景
観保全と住民の生活の両立が問題となっている。せめて、子どもの本性を重視して、原っぱの代
わりに路地を子供に開放して、自立的な心を育てるような施策がありたいものである。出来れば、
都市郊外地でも思い切って断片化した児童公園を統合して、広い野生の空間を子ども達に開放す
る事も検討しては如何なものか？
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山岸秀夫（編集委員）

Books
仲正昌樹

著

なぜ「自由」は不自由なのか－現代リベラリズム講義
朝日新聞出版

￥1,500＋税

2009 年 8 月 30 日発行

ISBN978-4-02-250629-0

一般的には、「経済活動における自由主義と民主主義の実現としての資本主義」というように、
自由主義と民主主義との両立が自明のものとされることが多い。しかし民主主義が、「独裁者の
専制に対する民衆の多数決原理」というように極めて客観的に定義できるのに対して、自由主義
は社会体制から個人の心理状態にまで及ぶ極めて多義的、主観的内容を含むものである。本書は、
この「自由」という掴みどころのない概念を正面から捉えて考察したものであるが、結局読者を
「自由という迷路」に踏み込ませた後、どこかに「自由」と「不自由」の暫定的な均衡点を設定
して、一応の着地を試みさせるところで終わっている。本誌 22 巻のサロン談義 6「資本主義
の行方」でも、自由主義経済社会が抱える問題に対する対案を出すことが出来ず、「正しく恐れ
る」ことを示唆するに止めているのに通底するものがある。それほどに、“ 捕まえたと思った瞬
間に私の手をすり抜けていくものが、私にとっての「自由」であるのかもしれない ” と著者は一
応のまとめをしている。
本書は朝日新聞の PR 雑誌「一冊の本」に 2 年間、24 回に亘って連載した論考からなって
いる。大別すれば、⑴信教の自由
（自由／責任／正義） ⑸自由意志

⑵自己決定の自由

⑶労働の自由

⑷民主主義と自由主義

⑹自由な主体、となる。自由な討論の結果、多数派によって

出された「民主的結論」も、少数派にとっては、必要条件としての意見表明の自由を留保した忍
耐の不自由である。これに対して、岡本道雄先生が本誌サロン談義 4 にも引用されているドイ
ツの社会哲学者、ハーバマスは、“ 正義や真理をめぐる社会的コミュニケーションを全般的に活
性化していく「熟議的民主主義」を提唱している ” とのことであるが、このような討論を万人に
強要することはできない。一方的な「真の自由（積極的自由）」の追求は、往々にして暴力的な
専制を生みかねない。「自由主義」というのは各人が「自由に生きる」ことのできる社会を理想
とするものである。しかしかつて米国の独立戦争時代の理想的価値観としての標語であった「自
由か死か」という二者択一的な選択を迫られれば、現代人は多少の不自由と引き換えに「生かし
てもらう」ことを選ぶ人が多いであろう。民主主義社会における「自由の理想」は幻想に近い。
評者の見解を求められれば、「共に生きる」ということは、自らの自由と他人の自由とのバラ
ンスの上に成立する多少の不自由を共有することでもあろうか。あえて自らに残されている自由
を探せば「足るを知るこころの王国」にしかない。

山岸秀夫（編集委員）
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Books
阿古智子

著

貧者を喰らう国－中国格差社会からの警告
（社）新潮社

￥1,400＋税

2009 年 9 月 20 日発行

ISBN978-4-10-318331-0

評者は本誌 Books 欄で、これまでに「格差社会の構造」（21 巻 2 号）、「教育は格差社会を
救えるか」（21 巻 3 号）を取り上げたが、本書は「格差社会を生じさせない」という共産主義
の理想に反して出現した、社会主義市場経済下の盲点としての中国格差社会の現実を実地調査し
たものである。15 年前から始めた困難な住み込み調査の過程で、住民と共に国家安全局に拘束
され取調べを受けた体験も交えられていて臨場感にあふれている。
本書は 5 章からなり、1990 年以後の急激な市場経済化によって、荒廃した農村での収入源
としての売血ビジネスに発するエイズの拡大の悲劇を目撃した第 1 章から始まる。続く 3 つの
章で農村の戸籍制度と土地制度に拘束されながら都市で働く農民（農民工）と市民との格差に焦
点が当てられている。最後の第 5 章では、この都市、農村の経済格差を助長する歪んだ学歴競
争によって壊れて行く子どもの心を取り上げている。
1950 年の朝鮮戦争の勃発以降、中国はソ連式の重工業優先政策を採用し、重工業を支える
農業体制を作った。即ち政府が農産物を買い付け、都市に安定供給する食料統制制度である。そ
こで農業労働力を確保するために、1958 年に「戸籍登録条例」を交付し、全公民を農村戸籍
（農業戸籍）と都市戸籍（非農業戸籍）に登録させ、農村から都市への人口流入を抑制し、両者
の分断統治を始めた。まさに江戸時代の身分制度の中国版である。しかし農業生産には限度があ
る。無謀な生産目標と自然災害によって農村は疲弊した。そこで 1980 年代に入って、人民公
社による集団農業体制に代わり、各家庭が農業生産を請け負う「家庭生産請負制」が全国の農村
に広まり、食糧生産は大きな飛躍を遂げ回復した。また社会主義制度の下で市場経済メカニズム
を導入する改革開放政策が行われ、人口移動の規制が大幅に緩和され、大量の農村人口が都市に
流入した。都市に移住してきた出稼ぎ農民は「農民工」とよばれ、戸籍を出身地の農村に残した
まま「暫定居住証」を取得して都市部で生活した。しかし都市市民としての基本的な社会サービ
スは受けられず、「2 級市民」として処遇されて差別が拡大し、多くがワーキングプアとなって
いる。同時に土地制度改革も行われ、国の所有権の下に農民に使用権が設定された。その結果と
して、弱肉強食の競争による「土地の私有化」が農村でも実質的に進行し、失地農民も出てきて
いる。しかも政権交代の無い社会主義の計画経済で、「格差を生じさせない」理想を活かす「公
平なルール」が行政に反映していない。農民たちは国を信じず、隣人を信じず、未来を信じず、
信じられるのは目先の金銭だけという拝金主義がはびこり、社会主義市場経済発展の盲点となっ
ている。
2009 年末の NHK 総合テレビの政治番組では、今や中国は「低所得国」を脱し、米国国債
の保有額では日本と並ぶ経済大国となり、米国に対する発言力が一段と増して来たとのことであ
る。20 世紀前半に中国本土を侵略した負い目を感じる日本人として、自力更生の素晴らしい経
済発展を大変喜ばしく思っていた。しかしこのような公的統計資料から予測される中国社会発展
の未来像と本書のフィールドワークから見た具体像との間には、大きな開きがある。この「貧者
を喰らう」中国の社会主義市場経済の厳しい現実は、「対岸の火事」としてではなく、「隣国から
の警告」として受け止めたい。本誌 22 巻サロン談義「資本主義の行方」も「正しく恐れる」
眼を持った「こころの時代」で結ばれている。
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山岸秀夫（編集委員）

読者のコーナー
(1)

「環境と健康」誌 22 巻 4 号（2009 年冬季号）掲載の Books “ 老後も進化する
脳 ” の著者によれば、肉体は老化しても、「精神活動だけは例外的に老年期に全く
新しい能力が発揮できる」とのこと、この事実は、「環境と健康」誌との不思議な
邂逅以来の私自身にも見られるような気がしましたし、また、「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」とのお言葉からは、私自身も亦、その札に恵まれている身である
ことに気づかせていただく貴重な契機となりました。札を巧みに運用する能力を発
揮するための最高の環境（ゲーム場？）、私にとりましては、それは「環境と健康」
誌とのおつきあいに他なりません。これもひとつの一期一会なのではないかと、た
だ感謝あるのみです。
Books “ 大転換−脱成長社会へ ” は、冬季号のサロン談義 6「資本主義の行方」
（Ⅳ）を踏まえてのご選択の由、経済学の先生方がコメントにはご慎重で沈黙を
守っていらっしゃるとのお言葉には、つい、「さもありなん、専門家ともなれば
ウッカリしたことは言えないものね」などと独り言を言ってしまいました。その点
シロウトは勝手なことが言えるから気楽なのかも知れませんが、佐伯先生のご著書
には経済学者の著書には見られない新鮮な角度から見た資本主義の解説があり、と
ても興味深いものがありました。資本主義とは「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」などは「絶品だ！」と思いましたし、「各種格付け
機関がレストランを開いて、証券というヴァーチュア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」というご指摘も、大変わかりやすい痛快な比喩
で、経済のことなど何もわからない私でも、「なるほどねえ」と頷いたものでし
た。そういえば、8 月 23 日付けの FT にケインズに関して最近英国で出版された
二つの著書の書評が載っておりました。Samuel Brittan という FT columnist
によるものです。長い書評で、私などには一寸難しすぎるものでしたが、その中で
眼に留まったのは次の一節でした。
Lord Keynes, as he became, was famous for adjusting his theoretical
framework to the facts of the situation. To ask what he would be saying
now is a pretty futile exercise. It is not futile, however, to ask if there is
anything in his doctrines that can offer hints on how to tackle the
greatest threat in the international capitalist system since the Great
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Depression of the 1930s.

さて、Books “ 学問と芸術 ” という題名の魅惑的なこと！

もし、本屋さんの店

頭でこういう題名の本を見つけたら、著者がどなたであろうと、私、きっと手に
取ったことだろうと思います。学問も芸術も、私にとりましては生涯憧れながら遂
にその真髄には手を触れることの出来なかった、いわば「遥かなる恋人」のような
存在でしたから。がむしゃらな高度成長後の現代に求められるのは、「百分の一と
しての人間を見る」学問と、「生きた総体としての一人の人間を見る」芸術とが手
を繋ぐことだというお話には、心打たれるものがありました。私の「ふたりの恋
人」が手を繋ぐ姿を見る思いでした。
私の並外れて低い理解度、特に「分子生物学」への理解度への眼を開かせてくだ
さったのが、Books “ 生物多様性のいまを語る ” でした。ノーベル物理学賞の受賞
者であるシュレーディンガーの名は存じ上げておりましたが、「その名著 “ 生命と
は何か−物理的に見た生細胞 ” が第二次世界大戦に動員された物理学者の目を生命
科学に向けさせ、生命科学を物質科学として理解する時代へ導いた」という冒頭の
書き出しを読ませていただいたとき、思わず、あ、そうだったのか！と叫んでし
まったものでした。こういうとき、よく「目からうろこが落ちる」という表現が使
われるようですが、私の場合はそれよりももっと強烈だったような気が致します。
白内障のひとが手術を受けると、今まで全く見えなかった埃までが良く見えるよう
になるという話を聞いたことがありますが、分子生物学というものの輪郭がハッキ
リ見えた私の感慨も、それに近かったかも知れません。輪郭がみえれば、もっと中
を覗いてみたくなるのも道理ですよね。インターネットでシュレーディンガーの項
を色々と読んでみました。専門的なことは勿論理解の外ですが、シュレーディン
ガーが、「量子力学」の基礎になった波動方程式が、東洋の哲学の諸原理を記述し
ていると語ったとか、「西洋科学は東洋思想の輸血を必要としている」と言ったと
かいう記述には心を惹かれました。もっと知りたくなりました。「シュレーディン
ガーの猫」というのも有名なお話だそうですが、あのお話が理論上のことだけで
あって、本当に猫を実験箱の中で殺したりはしなかったことを願っております。猫
は私にとりましては家族の一員。生きとし生けるもののいのちはすべて平等、
「個々の生物種の間に価値の軽重はない」と、著者の岩槻邦男先生もおっしゃって
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おられますものね。

(2)

2009/12/1（R.A. 在米）

「環境と健康」誌 22 巻 4 号（冬季号）の Books 談義で取り上げられた、“ いの
ちにふれるコミュニケーション ” の「能」の章が抜群でした。とても触発されまし
た。

(3)

2009/12/1（Y,Y.）

医療における「ふれあい」について考えて見たいと思います。Books 談義で取り
上げられた五感シリーズの最終となる「触覚」に関しては、その公開フォーラムに
も参加させていただきました。このフォーラムは、ただ講演を聴くという通常の形
式ではなく、実際に隣の席の人とタッピング・タッチをやり合ったり、歌を歌った
り、アロマエッセンシャルオイルの香りを体感したり、そして鼓膜に響くような能
の謡を感じたり、といった聴衆参加型の形式でした。このため、心身ともにフォー
ラムに参加することができ、非常に印象深いものでした。今回出版された本を読ん
でみて、改めてフォーラムの情景を思いおこしました。
「触覚」シリーズでは、タッピング・タッチ、ボイス・アート、アロマセラ
ピー、そして能という、多面的な切り口で「触れる」ということについて紹介され
ています。この中でも特に異質なのが能です。他の 3 つでは、実際の感覚器を通
して「触れる」ことを紹介されていましたが、能においては、「幽霊（思い）」が
「形見（片身）」に触れるというように、非現実的に「触れる」ことを紹介されてい
ます。非現実的であるにもかかわらず、能ではまるで氷を触ったときのように私た
ち日本人の心にゾクッと触れるものがあります。
循環器内科医師である私は、患者さんの脈を確認したり、足のむくみを確認した
り、毎日なにかと人の体を触る機会があります。ただし、診察として必要な以上に
患者さんの身体に触れることはめったにありません。能楽師の安田登さんの文章
に、触れるという行為は秩序の解体・安全地帯への侵犯であり、触れる方も触れら
れる方も「恥ずかしい」、と述べられていましたが、日本人は他人と触れることに
「恥ずかしい」という感情を持っていると思います。患者さんにとって医師に触れ
られること、医師として患者さんに触れることについても、僅かながら「恥ずかし
い」という感情があるように思います。一方、アメリカでは、ほとんど初対面の関
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係でも握手、抱擁、キスなど、人と人が触れあることが多く、触ることによって人
間関係がスムーズになり、「恥ずかしい」という感情はもっていられません。「触れ
る」ことを「恥ずかしい」と感じるのは日本人特有の感覚かもしれません。
医療において、触診は大切であり、手当と言われるように、触ること自体に意味
があるのはその通りだと思いますが、たんに触るだけでは癒しにはつながらないと
思います。患者さんの気持ちを受け止めて、気持ちを込めて触れることで初めて癒
し効果が生じるのだと思います。ただし、患者さんの気持ちを理解し、受け止める
ようになるには、患者さんとよく話をして、患者さんのキャラクターを把握するこ
とが前提になります。これは、「かかりつけ医」制度において一人の医師と患者さ
んが時間をかけて病気に向き合っていく上で可能になることであり、月 1～2 回
程度の 5〜10 分の外来診察では不可能と思われます。外来医師は業務に追われて
います。コンピュータへの診察所見の入力、処方箋のプリントアウト、各種証明書
の発行、紹介状の作成…限られた時間で多くの患者さんを診なければならない、そ
の中で、ひとりひとりの患者さんとの心と心のふれあいまで期待するのは無理とい
うものです。医師が過労で倒れてしまいます。
現代の日本の医療にとって、身体だけでなく、心と心のふれあう機会が少ないこ
とは確かです。時間をかけて心と心がふれあうことによる癒しの効果には、きっと
薬では得られないものがあると思います。ただし、現代の日本の医療には、「ふれ
あい」のための時間が少なすぎます。理想の医療と時間に追われる現代の医療の間
には、まだまだ隔たりが大きいようです。

(4)

2009/12/1（N.O.）

Books 談義 11 に加わるように依頼され、同時に本号掲載の他のコメントも参考
資料として送付されてきましたので、コメントを追加させて頂きます。上記「読者
のコーナー（3）」に寄せられました臨床医の先生からのコメントには、研究室に
おいてではなく、毎日「現場」で実際に患者たちと向き合わなければならない臨床
医が、現在の体制下では、患者ひとりひとりの「こころ」に触れたくても触れるこ
との出来ない悩みが語られており、ひとりの患者として、ともすればドクターの接
し方に不満を持つこともあるわがままを反省させられました。でも、PC の画面を
見るだけで、患者の顔を見ようともしないドクターに遭遇すると、つい、「ナニ
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ヨ、このひと！」という気分にもなります。
本号 Books 談議のコメントとして寄せられた「武道」における「触覚」のお
話、とても興味深いものがありました。宮本武蔵の物語などで、人の身体にも
「気」が取り巻いており、剣を構えたときに相手の「気」が伝わってくるというお
話を聞いた事はありましたが、このコメントを読ませていただいて、気の接触から
物体への接触が実際にあることを具体的に教えられました。私の主治医は、臨床医
であると同時に剣道の達人でもあり、少年時代から剣道の稽古に励んでおられます
ので、このコメントは、「読者のコーナー」に寄せられた、匿名の臨床医の先生か
らのものと並んで、私の主治医にもきっと御興味のある話題ではないかと思いま
す。
久留米大学名誉教授横山三男先生のコメントは、アロマセラピーというものの日
本における現状を知る上で、大変よい勉強になりました。私がインターネットの検
索により見つけた当地のアロマセラピーの施設というのは、横山先生がコメントの
中で触れられている「いい加減な施設」の部類に属するものだったのだ、というこ
とがわかりました。このコメントの中での傑作？は、能に魅せられた横山先生の
「幽霊があの世にお帰りになるときは、幽霊好みの香りの品々でもおみやげに……」
のくだりでした。肩の凝らない楽しいコメントで、クスクス笑ってしまいました。
読者の皆さんもきっと楽しまれることと思います。

(5)

2009/12/1（R.A. 在米）

本誌 22 巻 4 号の萬野善昭氏のサロン談義 6、コメント 4「資本主義の行方を考
える」には、資本主義の本当の姿、近代西欧文明の限界と行き詰まりがズバリ指摘
されております。計算出来るものだけを対象にして、それで万事を知り尽くしたか
のように装うと喝破し、目に見えないもの・大切なものを無視し、積み残したその
報いを今受けているとのご指摘には同感で、また、現在の世界経済の混迷は経済学
の範疇を超えているのではないかということについても全く同意見です。昨年の
「リーマン・ショック」を引きずる日本経済も、今回の「ドバイ・ショック」の直
撃が心配されます。リーマンは単なる民間企業ですが、ドバイは UAE を構成する
ひとつの国家です。それがデフォルト（default）となれば衝撃の比ではなく、ほ
かの新興国にも信用不安が伝染し、2 番底が危ぶまれる日本経済も例外ではあり
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ません。21 世紀は、科学の知恵と、心の多様性をうまく乗り合わせる共生の時代
です。

(6)

2009/12/1（S.T.）

本誌冬季号、毎日楽しく拝読させていただいております。年末のこととて何かと雑
用が多く、思うように読書時間のとれないのが悩みの種ですが。菅原先生の
Editorial「もう一つの 3R」は新鮮でした。1980 年代に既にもうひとつの 3R
があったと言うのですから、この分野での話題としては或いは新鮮ではないのかも
知れませんが、私にとりましては全くの新発見、恐らく多くの読者の方たちにとっ
ても新発見ではなかったのかと思います。Refinement に「苦痛軽減」という意
味があったというのも、新発見でした。素人の身ながら、科学世界における動物実
験については、生きとし生けるものすべて平等という仏教的な立場から見ても、何
とかならないものかと常々気になっていたのですが、菅原先生がこの問題をその道
に携わる専門家としての立場から取り上げてくださったことには大きな救いのよう
なものを感じました。暫く前、話題にさせていただいた「シュレーディンガーの
猫」のことをふと思い出しました。
特集「太陽紫外線のリスクを考える」に寄せられた菅原先生の Introduction、
これも漫画風のイラスト入りでこころが和みました。菅原先生の文章は本当に若々
しいですね。それに、科学には門外漢の素人でも怖けずについて行ける優しさと思
いやりに満ちているように思われます。毎号、読ませていただくたびに、ホンワカ
とした気分になります。パサデイナの強烈な太陽と紫外線……これは私にとっては
大問題です。私は太陽光線アレルギー？で、ほんの四～五分日向に出ただけでも、
露出した部分にブツブツが出来てしまうのです。入院するときなど、病院で必ず聞
かれるのは、「何かアレルギーがありますか？」という質問なのですが、「太陽光線
にアレルギーです」答えると大概はハハハ！で、冗談と取られてしまいます。今回
の特集、諸先生方の論文は私には専門的過ぎるかも知れませんが、私の「太陽光線
アレルギー」への答えが見つかるかも知れません。頑張って読ませていただきま
す。

(7)
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2009/12/10（R.A. 在米）

本号 Books「なぜ「自由」は不自由なのか－現代リベラリズム講義」の著者は
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「自由」には Liberty と Freedom の二つの意味があることを区別せずに用いてい
ると思いました。Liberty は社会、権力、束縛といった自分を取り巻く外からの自
由、Freedom は内面の自由と考えますと、評者の「足るを知るこころの自由」と
いうことが著者への書評の結論になるものと私も考えました。
「原っぱが消えた－遊ぶ子ども達の戦後史」の著者は、子どもの 4 つの本性を
挙げていますが、いずれも「自然情報」に密着した特性です。生まれた時から「人
工情報」で育っている日本のこどもには、「自然情報」→ Liberty → Freedom が
こどもの中に育つのはなかなか困難なことですね。創造する心は、「自然情報」→
Liberty → Freedom から育つものだと思うのですが。小生は富小路通で育ったの
ですが、こどもの頃から平安神宮の鳥居は既に見えませんでした。


(8)

2009/12/11（Y.N.、査読）

昨日、やっと百万遍思文閣会館で「神谷美恵子ののこしたもの」を見ました。結核
を患い、生物学者の妻であり、2 児の母でありながら、精神科医としてハンセン
病患者の「長島愛生園」に赴任した生き様に感動しましたね。残された著作の文章
の素晴らしさにも驚きました。この年になると、昔の話を次世代に伝えていくこと
に使命みたいものを感じます。特に、京大は伝統を受け継ぎながら世界のトップに
立つということを看板にしたいと思っています。もちろん、弱者と強者のバランス
と同様に新しい血とのバランスも大切です。

(9)

2009/12/17（K.A.）

本号 Books「原っぱが消えた－遊ぶ子ども達の戦後史」を読ませていただきなが
ら私自身の子供の頃を思い出し、郷愁と感慨に胸の熱くなる思いでした。原っぱや
路地で遊んだ思い出は色々あるのですが、印象に残っているもののひとつに、著者
も、子供が本性好むもののひとつとして挙げて居られる「雑草の茂った荒地」での
戦争ごっこがあります。私がまだ学齢に達する前のことですから昭和 10 年前後
だったと思うのですが、こわれた乳母車を戦車に見立て、私がそれに乗せられ、兄
と兄の友達の「一郎チャン」がガラガラ引っ張りまわすのです。壊れた幌の隙間か
ら竹筒を突き出し、「これは機関銃ダゾ！」とばかり、ダダダ、ダダダ！と叫ぶの
が私の役割でした。その「一郎チャン」の本名は君島一郎と申しまして、後日皇室
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のお姫様方のデザイナーとして有名になった人でした。デザイナーとして頭角を現
しはじめました頃は、まさかあの「一郎チャン」とは思いもよらず、同姓同名の別
人だとばかり思っていたのですが、兄から、「イヤ、あれはあの君島一郎だ」と聞
いたときは、ひっくり返るほどビックリ仰天したものでした。そんなこともあっ
て、あの「雑草の茂った荒地」での戦争ごっこが殊更に印象に残っているのかも知
れません。「一郎チャン」は、もう大分前に亡くなりました。


2009/12/19（R.A. 在米、査読）

(10) 本号 Books「貧者を喰らう国」は、中国という社会主義国家の格差社会の現実を
見せ付けるものとして、正直、背筋の寒くなるのを感じさせられました。これまた
時を同じうして、グ－グルが中国市場から撤退するというニュースが大きく報道さ
れましたが、度重なるサイバーアッタクの背後には、中国の人権活動家の動向を探
りそれを封じようとする中国政府の動きがあるらしいとのこと。経済大国として
華々しさを増している中国という国の、底知れない暗い断面を見せ付けられる思い
です。中華思想という狂信に近い信仰には人権への配慮などは皆無に近く、武士道
や博愛ではとても太刀打ちできないような気がしてしまいます。


2010/1/15（R.A. 在米、査読）

Random Scope
地球温暖化の傾向は続いているのか、止まっているようにも見えるが
1961 年からこの 1997 年頃まで続いていた年 0.20℃程度上昇という地球温暖化傾向が、
1999－2008 年の 10 年間では、0.07℃± 0.07℃、つまり完全にフラットで 0.00℃とい
う数値が示され、様々な議論が起こっている。NASA の 1 つの研究所に在籍の気候研究者 G.
Schmidt は、地球の温度が若干上下に揺れることはあり、上のような傾向が今見られても、結
局地球温暖化傾向が優勢に推移すると述べている。その他の経験豊富な専門家もこの見方に大筋
はあまり変わりなく、700 年程度の過去の記録からして、10 年程度の期間に一時期地球温度
がフラットになったことは何度かあったとして、ここ 10 年くらいの傾向だけでは結論は出せ
ないとしている。さらに数年以上このような温度一定傾向が続くような事があるかどうか見守る
必要があるとしている。
（Kurin）
Climate Change: What happened to global warming? Scientists say just wait a bit.
Science, 326, 28-29 (2009)
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おしらせ

第 16 回

いのちの科学フォーラム

「宇宙、心身、いのち」
日
場

時：5 月 9 日（日曜日）午前 10:30〜12:30
所：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
司
会
基調講演
討
論



鈴木晶子（京都大学教授、教育哲学）
毛利 衛（宇宙飛行士、日本科学未来館館長）
跡見順子（東京大学名誉教授・東京大学アイソトープ

総合センター特任研究員、生命科学）

心身やいのちについては誰もが体感的、体験的に日常生活から考えたり感じたりして
いる。専門家集団の中のみに閉じられた議論ではなく、日常の感覚を大切にして、広
く語り合う場を作っていくにはどうしたらよいか。宇宙体験を通して感じ取った事柄
について毛利氏に語っていただくとともに、それに対して、脳研究や身体論、哲学な
どの領域の研究者が思いを語るという形式を予定している。

日

時：5 月 9 日（日）午後 2:00〜4:00

場

所：芝蘭会館、稲盛ホール、芝蘭会館別館 2 つ
分科会に関連するテーマでサイエンスカフェ（3 つのカフェを同時開催）
①「脳とスポーツ」

西野仁雄（名古屋市立大学理事長・学長、脳科学）
寒川恒夫（早稲田大学教授、スポーツ人類学）

②「多義性と人間の発達・変容」

入來篤史（理化学研究所脳科学総合研究センター・リーダー、脳科学）
藤田和生（京都大学教授、）
鈴木晶子（京都大学教授、教育哲学）

③「身体を知る・身体から学ぶ」

竹森

重（東京慈恵会医科大学準教授、生物物理学）

辻本雅史（京都大学教授、教育史）
跡見順子（前掲）
懇親会：山内ホール

世話人代表：鈴木晶子（京都大学教授）
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／学術会議
後
援：京都新聞
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編集後記
昨年ほど、エキサイティングな一年はありませんでした。アメリカに留学していた
経験から、当地で女性大統領が生まれたとしても、黒人大統領は私の生きている内に
は、実現が無理だろうと思っていました。更にこの大統領に感動したことは、原爆を
唯 一 使 用 し た こ と の あ る ア メ リ カ 大 統 領 と し て「 核 兵 器 廃 絶 を 訴 え た 」
（2009.4.5）ことでした。また、日本の政権が交代するとは思いもしませんでした
（2009.9.3）。今年の驚きは、横綱朝青龍の突然の引退でした。残念ながら引退は
仕方ないことでしょう。しかし、これまで外国人力士を受け入れ、興行（金儲け）の
ためとはいえ、「心技体」を揃わぬ横綱を作った人達の責任が問われないのは、片手
落ちに感じます。神事から始まった国技だとしても、「心技体」とはあまりにも身勝
手に思われます。それなら、どれだけ強くても、心技体が整わない力士は「大関」止
まりという制度にすべきだと編集子は考えます。
何十年も購読していたのですが、最近あまりにも広告が多くなりすぎた某全国紙の
購読を止めました。新しく購読を始めた地方新聞には「漢語歳時記」というのがあり、
しゃはい
毎朝楽しみに読ませてもらっています。今日の「炙
背」は「少年
読書の処、寒夜冷
ものう
た
ややかにして火無し。老来 百事懶く、背を炙りて但だ空しく座す」から引用されて
いました。この「環境と健康」も、炙背（ひなたぼっこ）しながら気楽に読んでいた
だける内容にしたいと願っていますが、なかなか難しいことです。
（HUM）
本誌は従来から百万遍ネットに目次と Editorial, Books に限定して内容を公開し
てきたが、サロン談義への一般参加を活性化する試みとして、京大総長経験者として
最長老の岡本道雄先生のサロン談義 4（Ⅰ－Ⅴ、21～22 巻掲載）の内容を「いの
ちの科学プロジェクト」の〈サロン談義への招待〉として、ネットに無料公開したと
ころ、早速神戸のカトリック教会信者の方からご本人への私信の形式でコメントを頂
き、編集部が取り次いだ。最近科学雑誌の多くもバックナンバーの内容をオンライン
で無料公開している。最近は科学論文を書く研究者も図書館でなく、インターネット
から文献情報を得ているようである。万人の知識の共有という点で、インターネット
の果たす役割の大きいことは認めるが、その陰で科学者を含め一般読者の読書離れを
引き起こし、多くの中小新聞社や出版社が廃刊したり倒産したりする事態は印刷文化
にとって由々しいことである。
本号では、Books 談義 11「いのちに触れるコミュニケーション」に 5 編のコメ
ントが寄せられた。ここでは、「触覚」が原始的な基本感覚として情緒のみならず多
様な知的感覚を支えていることが談論されている。文字を手で書くことによって紙面
から伝わる感触、書物を読むときにページをめくる間合い、いずれも新しい個性的思
考を促す瞬間である。連続した忙しいキーボードタッチには、もはやゆとりの感覚は
存在しない。
とは言え、今後インターネットの世界的普及によって、顔の見えないバーチャルな
（仮想的）空間文字文化によって、海を隔てて無数の人々が結ばれることは必定であ
ろう。本誌のような数百の定期購読者と財団に支えられているローカルな雑誌もバー
チャルな普遍的通信媒体の中にその適所を求めるべき時期ではなかろうか。 （Yan）
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画像が示す認知症の頭の世界
「いのちの科学」とボイスアートの出会い
コメント 1：ボイスアートの初体験：声とこころの雰囲気
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特集：老化の研究：元気で長生きするために
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仏教からみた老いといのち
現代養生訓をめぐって：座談会
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吉川敏一
池口惠觀
江口 敏

22-3
22-3
22-3

296
305
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特集 “ 太陽紫外線のリスクを考える ” にあたって
ビタミン D と太陽紫外線
太陽紫外線でなぜ皮膚が黒くなるの？
太陽紫外線による免疫抑制と皮膚ガン
太陽紫外線が及ぼす眼の疾患

菅原 努
二階堂 修
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錦織 千佳子
大平明弘
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22-4
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22-4
22-4
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406
413
419

アンチエイジングとは

特集：太陽紫外線のリスクを考える
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：文理融合をめざして
⑱健康と寿命に及ぼす糖類の非酵素的反応
－メイラード反応の意義－
⑲科学コミュニケーションを教育哲学から考える
テーマ：共に生きる
⑳共生の生態学について

速水醇一
鈴木晶子

22-2
22-3

179
322

清水

勇

22-4

428

高橋卓也

22-1

49

酒井泰弘
秋山道雄

22-2
22-4

189
441

不老長寿を考える（Ⅱ）
山室隆夫
不老長寿を考える（Ⅲ）
山室隆夫
不老長寿を考える（Ⅳ）
山室隆夫
不老長寿を考える（Ⅴ）
山室隆夫
漢字の散歩道（Ⅳ）文と武
小南一郎
感染症あれこれ（Ⅱ）メタボ、リウマチはウイルス病？ 今西二郎
感染症あれこれ（Ⅲ）環境と感染症
今西二郎

22-1
22-2
22-3
22-4
22-1
22-2
22-4

71
205
330
455
76
210
461

石田靖彦
宮澤正顯

22-2
22-3

215
335

小南一郎

22-3

352

岡本道雄
岡本道雄

22-1
22-2

85
228

秋山麗子

22-2

240

萬野善昭
秋山麗子

22-1
22-1

99
112

菅原

努

22-2

244

戸松孝夫

22-3

354

JCSD プロジェクトシリーズ

ガバナンスは森林に健康を取り戻す
－都市水源林・森林環境税・森林認証－
リスク社会を見る目
－総合的アプローチを目指して－
環境用水をめぐる諸問題−その可能性を中心に−

連載講座

トピックス

大量消費社会から縮小社会へ
JCO 事故における造血幹細胞移植をめぐって

随想

嵇康の「養生論」

サロン談義

サロン談義４（Ⅳ）戦争について
（Ⅴ）病中論文の総括－近代の超克
（Ⅵ）戦争について－アインシュタインと
フロイトの悲しみ－
コメント１：アインシュタインの家
サロン談義６ 資本主義の行方（Ⅰ）
問 題 提 起：資本主義はお嫌いですか？
コメント１：人間の強欲さと弱さ
サロン談義６ 資本主義の行方（Ⅱ）
コメント２：素人の資本主義批判
サロン談義６ 資本主義の行方（Ⅲ）
コメント３：「大量消費社会から縮小社会へ」に関連して
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サロン談義６ 資本主義の行方（Ⅳ）
コメント４：資本主義の行方を考える
コメント５：資本主義の美徳

萬野善昭
秋山麗子

22-4
22-4

468
491

山極寿一
明和政子
高濱洋介

22-1
22-1
22-2

114
116
249

山岸秀夫
本庄 巌
藤崎憲治

22-1
22-1
22-2

120
122
251

栗原紀夫
清水 勇

22-2
22-2

253
256

山岸秀夫
栗原紀夫

22-4
22-4

497
498

22-1
22-1

124
125

22-1
22-1

126
127

22-2

260

22-2

261

22-2
22-2

262
263

22-2
22-3

264
358

22-3
22-3
22-3

359
360
361

Books 談義

西田利貞 著「チンパンジーの社会」をめぐって
コメント７：人間を超えた思考の世界
コメント８：｢チンパンジー用物差し｣ でヒトを測る
コメント９：チンパンジー社会の科学から人間社会を考える
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｣ をめぐって
コメント１：（内容紹介を兼ねて）視覚の多様性と共生のシグナル
コメント２：視覚について思うこと
コメント３：植物と昆虫の共進化と害虫防除
コメント４：眼がとらえる情報が我々や動植物に
もたらしてくれるもの
コメント５：虫の眼について
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
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
コメント２：｢触る｣ や ｢触れる｣ がもたらすもの

Books

和田昭允 著『生命とは？物質か！』
西田利貞 著『新・動物の ｢食｣ に学ぶ』
田中二郎 著『ブッシュマン、永遠に。
－変容を迫られるアフリカの狩猟採集民』
鰺坂 学・小松秀雄 編『京都の「まち」の社会学』
京都大学総合博物館・京都大学生態学研究センター 編
『生物の多様性ってなんだろう？－生命のジグソーパズル』
マルコム・ゴールドスミス 著（寺田真理子 訳）
『私の声が聞こえますか－認知症がある人との
コミュニケーションの可能性を探る』
相原由花 著
『香りとタッチングで患者を癒す臨床アロマセラピストになる
－命のそばで寄り添うケアリングとは』
宇野勝博・菅原邦雄 著『きらめく数学』
リサ・シークリスト・チウ 著（越智典子 訳）
『もしかしたら、遺伝子のせい !?』
高木由臣 著『寿命論－細胞から「生命」を考える』
柴田 博 著『ここがおかしい日本人の栄養の常識
－データでわかる本当に正しい栄養の科学』
田村正勝 編著『ボランティア論－共生の理念と実践』
濱野清志 著『覚醒する心体－こころの自然・からだの自然』

目

次

135

茨木 保 著『まんが 医学の歴史』
久保田宏・松田 智 著
『幻想のバイオ燃料－科学的見地から地球環境保全対策を斬る』
内田義彦 著（山田鋭夫 編）『学問と芸術』
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』
佐伯啓思 著『大転換－脱成長社会へ』
岩槻邦男 著『生物多様性のいまを語る』

Random Scope

アラスカで酒税が死亡を減らした
がん手術後に再発を食い止めるには
海洋エネルギー変換 Ocean Thermal Energy Conversion
（OTEC）とは？
心臓で電気を起こす
薬剤の一部を重水素で置き換えると？
突如エイズウィルス（HIV）撲滅の希望が出てきた
エジソンの復讐なるか？
血管新生阻害剤はがん治療に役立つか
甘味飲料に税を
北朝鮮の核実験は本当か？
健康寿命を支える役割の一端を担うコウジキンは「国菌」
指紋が消える
原子力のハイブリッド
ヒトと異なる免疫系の発見
超過勤務と研究チームリーダーの生き残り
森の木々からの香りも大気汚染と関連するか？
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
温室効果ガスの毒性
心臓疾患に必須の抗血液凝固剤も遺伝体質次第
結核菌を 30 分で見つける方法
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2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ 全5巻刊行!!

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

五感シリーズⅠ〜Ⅴ◎好評発売中！

Ⅰ【嗅覚】

Ⅱ【味覚】

香りでこころと
からだを快適に

味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

四六判184頁

四六判162頁

定価1,470円（税込）

定価1,365円（税込）

今西二郎（京都府立医科大学教授）

Ⅲ【聴覚】

Ⅳ【視覚】

モーツァルトを聴くと 眼がとらえた情報が
なぜ癒されるのか
こころに与える影響
四六判162頁

定価1,365円（税込）
板東

四六判184頁

定価1,470円（税込）

●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）

浩
和合治久

●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）

寅市和男

●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）

文珠陸夫

Ⅴ【触覚】

いのちに触れる
コミュニケーション
四六判176頁

定価1,470円（税込）

長野の小さな出版社

長野市上松2-2-17 城東ビル3F 〒380-0802
Tel.026-237-8100 Fax.026-237-8103
E-mail●order@o-emu.net

http://o-emu.net/
◎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。

